
高輝度放射光による金属材料における微視的過程の評価 

－鉄の酸化物、オキシ水酸化物および水酸化物の構造評価を例にとって－ 

 

１．はじめに 

 地球上に存在する酸素や水、また塩分は、人類や生物の生存とって不可欠であるが、そ

れらの地球環境は金属鉄などにとって酸化や腐食を起こしやすい厳しい環境でもある。こ

のため、鉄鋼を実用材料として使用するときには、地球上の様々な環境下での反応を明ら

かにし、使用環境や材質を制御することが必要になる 1,2）。このため、最近では金属などの

物質・材料の環境負荷やリサイクル、さらにナノレベル反応などに関する数多くの研究が

進められている。これらの基盤研究においては、原子レベルの構造や反応機構などの解明

のために、放射光等を用いた研究が数多く行われている。たとえば、鉄鋼材料の腐食等の

分野では、各種の腐食生成物中の鉄の存在状態や構造を解明するために放射光による構造

解析が行われている。 

これらのことを背景に、本稿では、鉄腐食生成物の構造解析の基礎となる酸素や水の成

分を含む鉄の酸化物、オキシ水酸化物、および水酸化物（総称して、酸化鉄あるいは鉄酸

化物）の結晶構造や原子レベルの配列 3,4）の特徴に関するこれまでの知見をまとめた。さ

らに、物質構造は形成過程や安定性に密接に関係しており、特定の構造を持つ鉄酸化物な

どを制御して作製するには、それらの形成過程や安定性 5,6）などを明らかにしておく必要

がある。ここでは、それらに関する研究結果も整理し、鉄酸化物の物理的、化学的特性に

関する基本事項についてもまとめた。 

 

２．酸化物、オキシ水酸化物および水酸化物の構造 

２．１ 結晶構造パラメータ 

 酸素や水素を含む鉄化合物には、酸化鉄、オキシ水酸化鉄、水酸化鉄などがある。これ

らの鉄酸化物は、Fe イオンおよび O2-あるいは OH-イオンからできている。O2-イオンの半径

は 0.14nm であり、FeⅢと FeⅡの半径はそれぞれ 0.065 と 0.085nm である。このため、ア

ニオンの配列が結晶構造を大きく左右しており、これらの鉄酸化物ではアニオンの配列に

違いが見られる。 

２．２ 原子配列の特徴 

 鉄酸化物の結晶構造を分かりやすく示すのために用いられる二つの基本的方法がある。

一つは結晶構造をアニオンの稠密配列による表示法であり、もう一つは多面体表示を用い

るものである。多面体表示では、中心のカチオン（Fe）に最近接に八個あるいは四個のア

ニオン（配位子:O2-あるいは OH-）を配位させてできる八面体あるいは四面体を組み合わせ

用いて表記する。実際には、鉄酸化物の多くの結晶構造は八面体を用いて表される。 

ａ） アニオン層の稠密配列 

 鉄酸化物の構造の中でアニオンの配列に着目すると、アニオンが並んだ稠密な層がある。
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このような層構造には、AB からなる六方晶的配列、および ABC からなる立方晶的配列があ

る。ただし、体心立方の Akaganeite ではこのような層配列をとっていない。鉄酸化物中の

それらのアニオン層は、0.23～0.25nm の平均間隔で重なっている。FeⅢを含む鉄酸化物で

は、電荷バランスのためにアニオン層の間でいくつかの異なるカチオンの配列が可能とな

る。このカチオン配列の違いにより、構造が異なったものが出てくる。たとえば、Goethite、

Hematite および Fe(OH)2の構造は、異なった配列をしたカチオンを含む六方晶的アニオン

層で記述することができる。このため、Goethite から水素を取り除くと、構造的に近い

Hematite へ変化すると考えられている。 

 多くの場合、鉄酸化物中のカチオンは FeⅢあるいは FeⅡである。カチオンが FeⅢの場

合、ｄ電子が５個であるため、八面体と四面体での結晶場安定化エネルギーの差は小さい。

一方、カチオンが FeⅡの場合、八面体の配置を取ったほうがエネルギー的に安定である。

また、八面体配位した FeⅡにおける O-O の距離は 0.304nm であり、八面体および四面体配

位した FeⅢでの距離はそれぞれ 0.29nm と 0.33nm である。このため、カチオンの大きさは

アニオン配列でできる侵入位置の空隙よりも僅かに大きく、アニオン配列は全体にわたっ

て規則的であるとは限らず乱れが存在する。いくつかの鉄酸化物におけるアニオン層の間

隔と層内の O-O 間距離との関係では、アニオンの配列が鉄酸化物によって異なり、酸化物

によっては理想的な稠密配列からずれが見られる。 

ｂ） 八面体あるいは四面体の連結 

 上記のようなアニオン配列に着目した表記方法に対し、一個のカチオンに複数のアニオ

ンが配位した多面体ユニットで鉄酸化物の構造を記述する方法がある。この方法では、鉄

酸化物の基本構造ユニットが、八面体（Fe(O)6あるいは Fe(O)3(OH)3；鉄酸化物の多くは八

面体で表示可能）、および四面体（Fe(O)4）があることに着目する。二つの八面体は連結す

るときには、頂点、稜あるいは面で接する連結形態がある。八面体の中心にある Fe-Fe の

距離は連結の仕方によって異なる。これらの構造においては、距離に伴う原子存在分布が

動径分布関数(Radial Distribution Function: RDF)により表される。これらの RDF の違い

は、各酸化物の八面体連結の仕方に起因している。 

２．３ 各鉄酸化物の構造の特徴 

 各鉄酸化物相は、X線回折法などにより同定することができる。X線回折法では結晶格子

による X線回折現象を利用して相同定を行う。結晶性が悪い場合には、回折ピークの幅が

広がっている。このため、酸化物の構造乱れを詳細に明らかにするには、定量的解析が必

要になる。その他の方法としては、赤外吸収スペクトル、ラマン分光法、紫外線吸収、中

性子回折法などがあり、それぞれの特徴を生かして相同定が可能である。以下に、具体的

な鉄酸化物の構造について示す。 

ａ）Goethite（α-FeOOH） 

 Goethite の結晶構造は斜方晶である。この構造では FeO6八面体は FeⅢイオンに３つの

O2-と３つの OH-が配位しており、Goethite ではアニオン（O2-と OH-）が六方晶的な配列を
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している。この構造では二つの八面体が稜を共有し、それらは隣の八面体と点で接してい

る。これらが連なっているため、トンネル状に見えるところがある。酸素の位置には二種

類あり、一つは酸素が二つの異なる結合をもつ八面体の間にあるもの（OⅠ）であり、もう

一つは酸素が同じ結合にある八面体の間にあるもの（OⅡ）である。OH-の水素は後者の OⅡ

に結合しており、OⅡ-H の距離は 0.099nm である。 

ｂ）Lepidocrocite（γ-FeOOH） 

 Lepidocrocite 構造は層状の FeO6八面体からできており、トンネル状の構造が見られる

Goethite や Akaganeite とは対照的である。斜方晶の単位胞の［051］方向は、歪んだ立方

晶の単位胞の［111］方向に対応しているため、脱水素によりスピネル構造をとりやすい。

この構造では八面体ユニットが稜結合でｃ軸方向につながっており、水素もその方向に並

んでいる。Lepidocrocite 中の OH における水素は重水素で置換されやすく、これは層状構

造に関連していると考えられている。 

ｃ）Akaganeite（β-FeOOH） 

 Akaganeite の名は、日本の赤金鉱山（岩手県江刺市）に由来している。この構造は正方

晶あるいは単斜晶の単位胞をもっている。Akaganeite は他の酸化物や水酸化物と異なり、

アニオンが体心の位置にある。このため、Akaganeite の密度は、Goethite や Akaganeite

に比べ小さい。この構造では、稜を共有した八面体が４回対称の軸に平行に配列している。

稜を共有した結合の八面体は隣の八面体と点で接しており、トンネル状の部分を含む三次

元的構造を形成している。この Akaganeite のトンネル部分は Cl-により安定化していると

考えられており、その量は２～７mmol/mol 程度、単位胞あたり平均で１．２３個程度（ト

ンネルの約２／３の占有率）であると考えられている。 

ｄ）δ-FeOOH 

δ-FeOOH は Fe(OH)2と同じ構造であり、六方晶の単位胞をもっている。自然界にある関

連する化合物としては Feroxyhyte があり、これはδ’-FeOOH はとも呼ばれる。δ-FeOOH

では、アニオンが不規則な稠密六方晶的配列をしており、FeⅢイオンは八面体位置の半分

以上を規則的に分布している。この構造では、［001］方向に原子が詰まった所と空孔格子

の所が続いている。δ-FeOOH の構造は八面体の稜が共有した配列としても表されるが、天

然の化合物と合成した化合物とではカチオンの配列に違いがある。 

e）Hematite （α-Fe2O3） 

 Hematite は、ギリシャ語の haima（血）に由来しており、Corundum と同じ構造をもって

いる。この構造では［001］方向に酸素イオンが六方晶的に配列しており、すなわちアニオ

ン面が(001)に平行である。その面の３分の２を、FeⅢが満たしている。個々の八面体は、

同じ面上で３つの隣接する八面体と稜で連結している。また、隣接する１つの八面体とも

面で連結し、この面連結はｃ軸方向で見られる。この面結合によりカチオン副格子に歪が

生じ、構造は理想的な積み重なりからずれている。 

ｇ）Magnetite （Fe３O４） 
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 Magnetite の構造は逆スピネル構造であり、［111］方向に規則的かつ稠密に並んだ３２

個の O2-イオンを含む面心立方晶である。Magnetite は他の酸化物とは異なり二価と三価の

鉄イオンを含んでおり、化学式としては FeⅢ［FeⅡFeⅢ］O4 の形（［］は八面体位置を示

す）で表される。つまり、FeⅢは八面体と四面体に分布している。化学量論的な Magnetite

では FeⅡ/FeⅢ＝0.5 であるが、非化学量論的な Magnetite では、FeⅢの副格子位置にカチ

オン欠陥が形成する。また、FeⅡは他の二価イオンと置換することができる。 

ｈ）Maghemite （γ-Fe2O3）  

 Maghemite（Magnetite と Hematite より）の基本構造は、Magnetite のものと同様である。

異なっているのは FeⅢのみがカチオンとして存在し、FeⅡはカチオン空孔となっている点

である。このため、単位胞は３２の酸素イオン、２１個と１／３の FeⅢイオンおよび２個

と２／３の空孔からできている。カチオンは８つの四面体と１６の八面体の位置にランダ

ムに分布しており、空孔は八面体位置に限られている。また、Magnetite の合成プロセス

において FeⅡ／FeⅢを変化させることにより、様々な Maghemite が得られる。記録媒体な

どに用いられる市販の Maghemite は正方晶をしており、Goethite、Magnetite などを経由

して作られる。 

ｉ）Wüstite （Fe1-xO） 

 Wüstite は FeO の化学式で示されるが、この化学量論的組成をもつ鉱物は存在しない。

安定なWüstiteではカチオン空孔が形成し、576℃以上の温度で0.1Mpaで、Fe1-xO （1-x=0.83

～0.95）の形で表される。567℃では Fe/ Fe1-xO/Fe3O4が共存するが、高温からの急冷でも

Fe1-xO は室温でも存在しうる。Fe1-xO は、FeⅡと O2-からなる欠陥を含む NaCl 構造である。

空孔濃度が増えると、密度は 5.72～5.61g/cm3に低下し、格子定数も変化する。 

ｊ）Bernalite （Fe(OH)3・nH2O） 

 Bernalite の名は、J.D.Bernal がこの鉱物を発見したのにちなんで名付けられた。化学

式は Fe(OH)3・nH2O であり、構造は基本的にはペロブスカイト（CaTiO3）と同様である。

この構造を八面体で表記すると、それらの頂点が連結している。この構造には８つの八面

体があり、その中の大きな空間ではある割合で、水分子が占めていると考えられている。 

ｋ）Fe(OH)2 

 Fe(OH)2は brucite（Mg(OH)2）と同じ構造をしており、正方的に歪んだ Fe(OH)6八面体が

頂点を共有しながら[001]方向に層をなしている。FeⅡイオンは八面体の侵入位置の半分だ

けを占め、原子が詰まった層が詰まっていない層が交互に重なっている。Amakinite と呼

ばれる鉱物は、この構造をもっていることが知られている。Fe(OH)2は空気や水により酸化

しやすく、酸化すると白色から茶色に変化する。 

ｌ）Green rusts 

  Green rusts は青色から緑色をした FeⅡ～FeⅢの水酸化塩であり、酸素が欠乏した雰囲

気で鉄鋼が腐食するときに形成する。この構造は六方晶的な FeⅡ(OH)6八面体（Fe(OH)2構

造）の積み重なりでできており、FeⅡの一部は FeⅢと置き換わる。これにより、正電荷を
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もつ層が形成し、八面体の層と電荷のバランスをとる。層間には、アニオンとして Cl（Green 

rustⅠ）や SO4(Green rustⅡ)が入ることができる。 

 

３．鉄の酸化物、オキシ水酸化物、水酸化物の形成 

鉄酸化物が形成する条件を、高温での反応（鉄と酸素の反応）、および水溶液中での反応

に分けて見てみる。 

３．１ 高温酸化で形成する鉄酸化物 

 金属鉄を高温で酸素を含む雰囲気に置くと、鉄酸化物が形成する。典型的な高温での酸

化反応では FeO、Fe3O4、Fe2O3が形成し、その反応は、 

   Fe(s) ＋ 1/2O2(g) ＝ FeO                 (1) 

  3Fe(s) ＋   2O2(g) ＝ Fe3O4                 (2) 

  2Fe(s) ＋ 3/2O2(g) ＝ Fe2O3                 (3) 

で表される。これらの反応では鉄と酸素だけを考えているが、実際には酸化に対してガス

中の他の成分や鉄に含まれる合金元素も複雑に影響を及ぼす 5)。ある酸素分圧以上で高温

において金属鉄を加熱すると主に上記の反応が起こり、鉄と酸素からなる鉄酸化物が形成

する。 

３．３ 水溶液への溶解と再析出による鉄酸化物 

 オキシ水酸化物や水酸化物も含めた鉄酸化物は、室温付近で水溶液中において形成する。

それらの鉄酸化物が形成する反応過程については色々な経路が提案されている 3)。しかし、

個々の形成条件や反応過程の詳細については未だに不明な点が多い。また、一旦形成した

鉄酸化物の構造は、乾湿の繰り返しによる溶解や析出過程で変化する可能性もある。主な

形成条件（水溶液を介しての変態）としては次のようなもの考えられている。 

 Goethite と Akageneite は、水溶液中に溶解している FeⅢからの直接析出により形成す

る。この FeⅢは、FeⅢ塩の水溶液の加水分解、あるいは FeⅡ塩の水溶液の酸化と加水分解

により作られた前駆体を溶解することにより得られる。一方、Lepidocrocite は、一般に

FeⅡの水溶液の酸化により Green rust を通して形成する。しかし、溶解や再析出あるいは

固相過程がどのように関係しているのかは未だに不明なところが多い。Lepidocrocite は

低分子量の FeⅢからの直接析出でも形成すると考えられている。また、Ferrihydrite は

FeOOH と同様にして形成するが、特に FeⅢ塩の水溶液の急速加水分解、あるいは僅かな珪

酸を含む FeⅡ塩の溶液の酸化によって形成するとされている。 

 Hematite は、水溶液中の Ferrihydrite の脱水と再配列により形成する。また、他の酸

化物や水酸化物を含む鉄化合物の熱分解によっても形成する。一方、Magnetite は、FeⅡ

／FeⅢの混合溶液からの沈殿、Green rust あるいは Fe(OH)2経由の FeⅡの酸化、および Fe

Ⅱと Ferrihydrite との反応によりアルカリ溶液中で得られる。他の経路としては、FeⅢ酸

化物の高温酸化によるものもある。また、Maghemite は、Magnetite の湿潤あるいは乾燥酸

化、あるいは Lepidocrocite の加熱によって得られる。 

 5



 6

 

４．おわりに 

 本稿では、鉄酸化物の構造と形成について述べてきた。鉄酸化物は、鉄鋼の資源として、

地球上で鉄鉱石などして豊富に存在する。それらを石炭などの資源を用いて還元すると、

金属鉄が得られる。金属元素の酸化物の生成自由エネルギーからもわかるように、酸化鉄

はアルミニウムやチタンなどの酸化物よりも容易に還元することができる。このため、金

属鉄を作る技術は古代より徐々に進歩し、今日では鉄鋼は最新の製鉄技術により大量に効

率的に生産されている。鉄鋼は添加元素の種類や量さらに加工や熱処理を変化させること

により各種特性を制御できるため、人間の社会基盤を支える材料として広く利用されてい

る 7)。また、鉄はリサイクルも可能であり環境への負荷が少ないため、人間社会にとって

不可欠な物質あるいは元素といえる。 

しかし、鉄酸化物に関する科学は、鉄鋼の腐食特性などに限らず、科学技術や自然界に

おける様々な場面で登場する。このため、放射光などを用いた鉄酸化物の原子レベルの構

造や状態の正確な評価、そしてその形成過程の制御に関する研究が求められている。それ

らの研究で得られた知見は、新しい物質・材料の創製や環境科学だけでなく、生命科学な

どの神秘的な分野へも活用されていくことが期待されている。 
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に掲載された「腐蝕と鉄さびの科学」を出版元の許可を得て転載したものです。 
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