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気相金属化合物クラスターの反応研究による
宇宙分子進化へのアプローチ
荒川 雅1）＊
2019 年 11 月 10 日受付，2019 年 11 月 12 日受理

惑星形成過程での有機分子生成や水の運搬といった化学過程を探究するため，星間塵を構成する鉱
物に類似した組成のクラスターと，水や一酸化炭素分子との気相反応を調べた．MglSiOm－ と H2O と
の反応では，H2O 吸着の後，O2 の脱離が起こった．Mg を含まない SinOm－（m/n ≈ 2）では，水分子の
吸着が観測された．H2O は H と OH に解離し，SiO3（OH）四面体を 2 つ形成するように吸着すること
が分かった．また，SinOm－ と CO との反応では CO 吸着が観測され，SiO4 四面体上の dangling O が
CO の吸着サイトであることが分かった．本研究により，宇宙空間でのクラスターイオン種の反応研
究が拓かれた．

Gas-phase reaction of mineral clusters related to chemistry in space
Masashi Arakawa1
We present the reaction of gas-phase free clusters with compositions similar to silica (SinOm－) and silicates (Mgl
SiOm－) with H2O and CO molecules to investigate chemistry in space. It was found that adsorption of H2O on MglSiOm－
is followed by molecular oxygen release. For SinOm－, H2O adduct was observed as a major reaction product, where H2O
was dissociatively adsorbed on SinOm－ to form two SiO3(OH) tetrahedra. In the reaction of SinOm－ with CO, adsorption
of CO was observed as a major reaction channel, which could be a first step in organic molecule formation. A pair of
dangling O atoms in Sin Om－ was the reaction site. The present findings give molecular-level insight into chemical
evolution during the planetary formation process.
キーワード：イオン-分子反応，珪酸塩，シリカ，鉱物クラスター，水
ion-molecule reaction, silicate, silica, mineral cluster, water

1. はじめに

含まれる原子の数は数万個にものぼり，原子が一つ多い
か少ないかはほとんど問題にならない．ところが，わず

スマートフォンやコンピュータに使われる IC チップ

か数個から数十個の原子から成る，さらに小さな極微粒

などの最先端の加工技術は，数ナノメートル（10－9 m）

子「クラスター」は，構成原子数（サイズ）が一つ増減

程度の細かさである．肉眼では見えないほど微小だが，

するだけで物質としての性質が劇的に変化する．その
上，大きな粒子やバルク固体では見られなかった新しい
性質が現れることから，非常に魅力的な物質群である．
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荒川 雅
九州大学 大学院理学研究院 化学部門
〒810-0395 福岡市西区元岡 744
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⚑) 九州大学 大学院理学研究院 化学部門
Department of Chemistry, Faculty of Science, Kyushu
University, Fukuoka, Japan
＊

質量分析技術を用いることにより，真空中に孤立した
気相のクラスターのイオンの構成原子数（サイズ）や組
成を原子 1 個の精度で精密に制御できる．サイズ・組成
を制御したクラスターの化学反応を調べると，クラス
ターの新しい性質を開拓できるだけでなく，何個の原子
や分子が関与して反応が進行するのか，活性サイトはど
こなのかといった，反応のメカニズムを探究することが
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できる．著者らは化学反応を一段階ずつ追跡する「反応

以上の背景から，宇宙での化学過程の解明を目指し，

素過程の逐次追跡法」を提案し，天然に存在する水和ア

Mg，Si，O 原子から成る珪酸塩クラスター負イオン

ルミナ鉱物（ギブサイト，ベーマイトなど）と類似の組

（MglSiOm－）および Si，O 原子から成るシリカクラスター

＋
成のクラスター（Al2O（H
3
2O）
nH ）が生成するメカニズ

負イオン（SinOm－）と H2O もしくは CO との反応を観測

ム（Arakawa et al., 2015; 荒川, 2016）や，5 族元素の窒化

した．本稿では，2 節で実験方法を紹介した後，Mgl

物（VN，NbN，Ta3N5）の組成が金属元素の電気陰性度

SiOm－ と H2 O との反応，Sin Om－ と H2 O との反応，Sin

によって決まること（Arakawa et al., 2018）を報告して

Om－ と CO との反応について，それぞれ 3，4，5 節で解

きた．本稿では，クラスター研究を宇宙空間での分子進

説する．

化に応用し，宇宙での化学反応のメカニズムの解明にア
プローチした成果について記述する．
惑星の形成は低温の分子雲から始まり，原始星が誕生

2．実験方法

すると，原始惑星系円盤へと進化する．天体観測によっ

実験はすべて真空槽中で行った．本研究で用いた実験

て，惑星形成の初期段階である分子雲や原始惑星系円盤

装置は既報の文献に詳述されており（Terasaki et al.,

には様々な有機物が存在することが知られている．これ

2007）
，ここでは簡単に手順を説明する．まず，マグネト

ら有機分子の生成，進化過程の探究は，生命の起源の解

ロ ン ス パ ッ タ と 呼 ば れ る 方 法 で，Mgl SiOm－ お よ び

明にも繋がる研究課題である．宇宙空間には星間塵と呼

SinOm－ を生成した．ここで，l，n，m は原子数（サイズ）

ばれる鉱物と氷などから成る微小粒子が存在しており，

を表す自然数である．MglSiOm－ は，酸素ガス存在下で

星間塵が関与した反応が有機分子の生成に重要な役割を

マグネシウムとシリコンのプレートを同時にスパッタ

果たしたことが知られている．例えば，H2CO や CH3OH

し，生じた原子とイオンを液体窒素温度のヘリウムガス

などの小さな分子は，惑星形成の初期段階である分子雲

との衝突で冷却・凝集することで生成した．Sin Om－ を

において，氷粒子上での CO の連続的な水素化により生

生成する場合にはマグネシウムプレートを取り除き，シ

成 す る こ と が 実 験 で 示 さ れ て い る（Watanabe and

リコンプレートのみをスパッタした．生じたクラスター

Kouchi, 2002）
．

イオンは，液体窒素温度に冷却したヘリウムガスとの衝

一方で，より複雑な有機分子の生成は，原始惑星系円

突で熱平衡化し，高周波で駆動した八極子イオンガイド

盤での CO，N2，H2 を原料に，星間塵を構成する鉱物を

で真空中を搬送した．四重極質量選別器（MAX-4000,

触 媒 と し た 反 応 が 有 力 な 説 で あ る（Nuth, 2008）
．

Extrel CMS）で目的のサイズ・組成のクラスターイオン

Fischer-Tropsch 反応や水性ガスシフト反応等を経て有

のみを選別した後，室温（298 K）の水もしくは一酸化炭

機分子が生成したと考えられているが，メカニズムの詳

素分子を連続的に導入した反応セルに導いた．反応で生

細は明らかにされていない．星間塵を構成する鉱物のう

じたイオン種を第 2 の四重極質量選別器（MAX-4000，

ち最も存在度が高いのは，カンラン石（Mg2SiO4）や輝石

Extrel CMS）とチャネルトロン検出器で同定し，クラス

（MgSiO3）をはじめとする珪酸塩である．星間塵の大き

ターのサイズ・組成毎に生成物とその収量を測定した．

さは 1 ナノメートルから 10 マイクロメートル程度と言

反応セル内の一酸化炭素や水の分圧（PCO，PH2O）は，

われるが，星間塵は強い宇宙線に曝されており，これら

直接測定することができない．そこで，反応セルの外に

鉱物と類似組成を持つ，より小さなクラスターイオン種

設置した残留ガス分析計（RGA100，SRS）で測定した分

が存在すると考えられる．したがって，惑星形成初期段

圧に基づき，既報（Ito et al., 2012）と同様の方法で，既

階での有機分子生成メカニズムを探究する上で，鉱物組

知 の Cr2＋ と O2 と の 反 応 断 面 積（Griffin and

成のクラスターと CO，H2 などの分子との反応研究が望

Armentrout, 1998）を参照した校正によって反応セル内

まれている．

部の分圧に変換した．本実験では，反応セル内の分圧を

さらに，惑星形成過程での化学過程として，どのよう

10－4 から 10－1 Pa の間で調整した．これらの分圧は，102

にして水が地球や火星にもたらされたかも，議論の続く

から 105 s－1 のクラスターとの衝突頻度に相当する．こ

課題である．有力な説の一つに含水珪酸塩による水の運

のとき，CO，H2O の衝突断面積は average dipole orien-

搬（Drake, 2005）が挙げられる．水の運搬過程の研究は，

tation theory（Su and Bowers, 1973）
，

有機分子の生成と同様に生命の起源の解明にも関連し，
珪酸塩鉱物と水との反応メカニズムの解明が喫緊の研究
課題となっている．
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により見積もった．ここで， は分極率（CO，H2O につ
いて，それぞれ 1.94，1.48 Å3）
，e は電気素量， 0 は真空
の誘電率，c は locking constant（CO，H2O について，そ
れぞれ 0.02，0.25）
，

D

は永久双極子モーメント（CO，

H2O について，それぞれ 0.10，1.84 D）
，k はボルツマン
定数，T は温度，E は重心系での衝突エネルギーを表す．
また，Gaussian09 を用いた DFT（Density Functional
Theory）計算により，反応物（MglSiOm－，SinOm－）およ
び生成物の構造最適化を行った．汎関数に B3LYP，基
底関数に aug-cc-pVDZ を採用した．相対エネルギーは
ゼロ点エネルギー補正を行い，クラスター上の電荷分布
は自然結合軌道（NBO）解析により求めた．

3．珪酸塩クラスターと H2O との反応
まず，珪酸塩クラスター負イオン（MglSiOm－）と H2O
との反応（Arakawa et al., 2017）について述べる．輝石
（MgSiO3）やカンラン石（Mg2SiO4）に近い組成として，
l＝1 について m＝3－5，l＝2，3 については m＝4－6 の
組成を取り上げた．反応で生じたイオン種の質量スペク
トルを図 1 に示す．横軸は反応物（MglSiOm－）からの質
量数差（Δm）を示している．l＝1 では生成物が観測さ
れないのに対し，l＝2，3 ではΔm＝＋18，－14，－46 に
主要なピークが観測された．水の分子量は 18 であり，
Δm＝＋18 は水付加物が生成したことを示す．水の付
加は，Mg2SiO6－ で観測された．一方，Δm＝－14 のピー
クは，Mgl SiOm－1 H2－ に帰属された．これは，水分子が
クラスターに吸着した後に，O2 分子が一つ脱離したこ
とを意味する．Δm＝－46 のピークは MglSiOm－3H2－ に
帰属され，O2 がさらにもう一分子脱離したことを示す．
ここで，Mgl SiOm－3 H2－ は Mgl－2 SiOm－1 H2－ と同じ質量
数であり，本測定の分解能では区別できないため，後者
の生成を否定できない．しかしながら，Δm＝＋18 と

図 1：珪酸塩クラスター負イオン（a）MgSiO3－，
（b）MgSiO4－，
（c）MgSiO5－，
（d）Mg2SiO4－，
（e）Mg2SiO5－，
（f）Mg2SiO6－，
（g）Mg3SiO4－，
（h）Mg3SiO5－，
（i）Mg3SiO6－ と水分子との反
応で生じたイオン種の質量スペクトル（Arakawa et al., 2017
を改変）
．MgSiO3－ と Mg2SiO4－ は，それぞれ輝石，かんらん
石の組成のクラスターである．横軸は反応物である珪酸塩ク
ラスター負イオン（MglSiOm－）からの質量数差（Δm）であ
る．ピーク強度は全てのピークの和で規格化した．

－14，－14 と－46 の生成物同士の質量数差がいずれも
32 であることから，水が付加した後に O2 が逐次的に脱

m＝1：2 を中心に 2n－1≤m≤2n＋2 の範囲であった．そ

離して MglSiOm－3H

が生成したと推測した．以上のこ

こで，n＝3－8 のクラスターについて，2n－1≤m≤2n＋2

とから，Mg を少なくとも二原子以上含む珪酸塩クラス

の組成範囲で実験を行った．図 2a-d は，Si7Om－ と H2O

ターは水分子と反応し，酸素分子を生成することが示さ

との反応で生じたイオン種の質量スペクトルである．い

れた．

ずれの m においてもΔm＝＋18 にピークが観測され，

－
2

水付加物（SinOm＋1H2－）が生成したことが分かる．ここ

4．シリカクラスターへの H2O の吸着
次 に，マ グ ネ シ ウ ム を 含 ま な い シ リ カ ク ラ ス タ ー
（SinOm－）と H2O との反応を観測した（Arakawa et al.,
2017）
．イオン源で生成された Sin Om－ の組成は，n：

で，反応セル中の水の数密度は十分に高く，クラスター
との反応が進行する間，一定であると見なせる．した
がって，擬一次反応を仮定し，下記の式で反応速度係数
を求めることができる．

荒川 雅

130

図 2：シリカクラスター負イオン（a）Si5O9－，
（b）Si5O10－，
（c）Si5O11－，
（d）Si5O12－ と水分子との反応で生じたイオン種
の質量スペクトル（Arakawa et al., 2017 を改変）
．横軸は反
応物である珪酸塩クラスター負イオン（SinOm－）からの質量
数差（Δm）である．ピーク強度は全てのピークの和で規格
化した．

図 3：シリカクラスター負イオン（SinOm－）中の Si および O
の数に対する水分子との反応における速度係数（Arakawa et
al., 2017 を改変）
．赤い丸印と点線は m＝2n を示す．白いピ
クセルは反応が観測されなかった組成，線影で示したピクセ
ルは，実験を行わなかった組成である．

ここで，水付加反応の挙動の違いは，H2O 付加物の構造
的特徴で説明される．図中に緑色太線で示した通り，水
付加反応が観測されなかった Si4O7－（
• H2O）
（4a）を除き，

k＝－[ln｛Irct/(Irct＋Ipro）
｝
]/(nH Ot）

（2)

2

構造 4b，4c，5a，5b，5c 中には SiO（OH）四面体が
2つ
3
存在する．Si4O7－ では，このような四面体を形成するよ

nH2O は H2O の数密度，t はクラスターが反応セルを通過

うな付加構造を取り得ない．したがって，SiO（OH）四
3

する時間，Irct と Ipro はそれぞれ反応物と生成物の強度を

面体の形成が，水付加反応において重要な因子であると

示す．こうして得られた反応速度係数を図 3 に示す．水

考えられる．

付加が観測されなかった Si3O ，Si3O ，Si4O ，Si4O
－
5

－
8

－
7

－
10

は白いピクセルで表され，線影で示したピクセルは，十
分な量の反応物イオンが生成できず，実験を行わなかっ

5．シリカクラスターへの CO の吸着

た組成である．図から，構成原子数が多く，酸素含有量

続いて，有機分子生成に深く関わる分子である CO と

の多いクラスターほど高い反応性を示す傾向があること

の反応に着目し，酸化シリコンクラスター負イオン

が読み取れる．

（SinOm－） と CO と の 反 応 を 調 べ た（Arakawa et al.,

水付加物の構造を調べるため，理論計算を行った．
n＝4，5 について，図 4 に SinO

（
• H2O）の最安定構造

－
m

2016）
．特に，有機分子生成反応の第一段階となる CO
吸着の反応サイトの解明に取り組んだ．

（4a，4b，4c，5a，5b，5c）と水分子の結合エネルギーを

n＝5 のクラスターについて，SinOm－ と CO との反応

示す．Si4 O7－ への H2 O の結合エネルギーは 1.72 eV で

で得られた生成イオン種の質量スペクトルを図 5 に示

あるのに対し，Si4O8－，Si4O9－，Si5O9－，Si5O10－，Si5O11－

す．図から，m＝9，10 の反応性が極めて低いことが分

では，2.34 eV 以上と大きな値となった．このことは，

かる．ここで，わずかに観測された H2 O 付加物のピー

Si4 O7－ で水付加が観測されなかったことと符合する．

クは，
反応セル内に残留した微量の水によるものである．

鉱物クラスターの気相反応
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図 4：SinOm－の水付加物（SinOm－（
• H2O）
）の最安定構造（Arakawa et al., 2017 を改変）
．H
と OH に解離して吸着した水を青色の点線で囲んだ．H2O の結合エネルギー（D0）を括弧
内に eV 単位で与えた．Si4 O8－（
• H2 O），Si4 O9－（
• H2 O）
，Si5 O9－（
• H2 O）
，Si5 O10－（
• H2 O）
，
Si5O11－（
• H2O）の構造中には SiO（OH）四面体が存在し，これらを緑色太線で示した．
3

図 6：シリカクラスター負イオン（SinOm－）中の Si および O
の数に対する CO 吸着反応の速度定数（Arakawa et al., 2016
を改変）
．赤い丸印と点線は m＝2n を示す．最も淡いグレー
のピクセルは CO 吸着が観測されなかった組成を示す．線影
で示したピクセルは，実験を行わなかった組成である．
図 5：
（a）Si5O9－，
（b）Si5O10－，
（c）Si5O11－，
（d）Si5O12－ と
CO との反応における生成物の質量スペクトル（Arakawa et
al., 2016 を改変）
．ピーク強度は全てのピークの和で規格化
した．

クが観測された．Si5O12－ の反応では，CO 吸着に加えて
O 解離物（Si5O11－，Si5O11
（CO)－）のピークも観測され，
CO2 の生成が示唆された．他のサイズ（n＝3，4，6，7）

対照的に，Si：O＝1：2 に対して酸素過剰な Si5 O11－，

でも同様の傾向が見られ，m≤2n では反応性が低いのに

Si5O12－ は高い反応性を示した．Si5O11－ の反応では，CO

対し，m≥2n＋1 では高い反応性が示された．

吸着物（Si5O11
（CO)－，Si5O11
（CO）
（H2O)－）の大きなピー

n＝3－7 の SinOm－ について，4 節での記述と同様の方

荒川 雅
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法で求めた CO 吸着反応の速度係数を，図 6 に示す．

た．n＝4，5 のクラスターについても，CO の結合エネ

Si3O ，Si3O ，Si4O ，Si4O ，Si5O ，Si6O

ルギーは m＝2n＋1 で大きく，m≤2n では小さい値を取

－
5

－
6

Si7 O

－
7

－
8

－
9

，Si7O

－
11

，

－
13

では CO 吸着は観測されず，これらは最も淡い

り，n＝3 と 同 様 の 結 果 が 得 ら れ た．こ の こ と は，

グレーで示した．線影のピクセルは，十分な量のイオン

m≥2n＋1 で高い CO 吸着速度定数を示した実験結果と

が生成できず，実験を行わなかった組成を示す．この結

符合する．m≤2n と m＝2n＋1 との CO 吸着の挙動の違

果から，いずれの n でも酸素過剰な m≥2n＋1 のクラス

い は，CO 吸 着 物 の 構 造 的 特 徴 で 説 明 さ れ る．m≤2n

－
14

ターの反応性が高いことが分かった．
Sin O

－
m

（3a′，3b′）では，三角錐型 3 配位 Si が CO 吸着サイトで

への CO 吸着サイトを明らかにするために，

DFT 計算により，SinO

（n＝3－5，2n－1≤m≤2n＋1）

－
m

あり，CO の吸着によって SiO3（CO）四面体が形成され
る．一 方 で，Sin O2n＋1－ へ の CO 吸 着 サ イ ト は 上 記 の

およびそれぞれの CO 吸着物の構造最適化を行った．

dangling O 原子である（3c′）
．構造 3c′において，2 つの

Si3O

の最安定構造（3a，3b，3c）を図 7 の上段に示し

dangling O 原子のうち，CO が結合していない O 原子の

た．スピン多重度は全て 2 重項である．n＝4，5 につい

電荷が－1.26 e と大きく負に変化している．したがっ

ての結果は，Arakawa et al.（2016）を参照されたい．

て，片方の dangling O 原子に CO が吸着し，CO からも

－
m

反応性の高かった Si3O7－ の最安定構造（3c）には，緑
色太線で示した通り，SiO4 四面体が 2 つ形成含まれる．

う一方の dangling O 原子に電子が供与されることで CO
との結合が形成されることがわかった．

SiO4 四面体は互いに 2 つの O 原子を共有し，それぞれ

さらに，三角錐型 3 配位の Si と dangling O のどちら

dangling O 原子を 1 つずつ持つ．この dangling O 原子

が吸着サイトとなるかの選択性は，SOMO の局在によ

上の局在電荷は－0.94 e であり，他の O 原子上の電荷

ることを明らかにした．SOMO がどの原子上に局在し

（－1.2 e から－1.3 e の範囲）と比較して例外的に高い．

ているかを調べると，m≤2n（3a，3b）では三角錐型 3 配

同様の dangling O 原子の組は，Si4O ，Si5O
－
9

－
11

にも見ら

れた．

位の Si 上に，m＝2n＋1（3c）では dangling O 原子上に
分布しており，dangling O 原子の組が CO 吸着に対して

図 7 の下段には，それぞれの Si3 O

－
m

に対する CO 吸

着物の最安定構造（3a′，3b′，3c′）を示す．Si3O

活性であることが明らかとなった．

に対

一 連 の 結 果 か ら，珪 酸 塩 ク ラ ス タ ー 中 に 存 在 す る

する CO の結合エネルギー（D0）が 1.12 eV であるのに

dangling O 原子の組が CO 吸着のサイトとなり，宇宙空

対し，Si3O5－，Si3O6－ では 0.5 eV 以下と小さな値となっ

間での分子進化の役割を担っている可能性が示唆され

－
7

図 7：Si3Om－ とその CO 吸着物（Si3Om（CO)－）の最安定構造（Arakawa et al., 2016 を改変）
．
上部には Si3Om－ の最安定構造を，下部には対応する CO 吸着物の最安定構造を示した．吸
着した CO は点線で囲んだ．CO の Si3Om－ への結合エネルギー（D0）を括弧内に eV 単位
で与えた．また，局在電荷を素電荷単位で記した．緑色太線で示した通り，Si3O7－ は構造
中に O 原子 2 つを互いに共有した二つの SiO4 四面体を有し，各四面体は dangling O 原子
を持つ．

鉱物クラスターの気相反応

た．有機分子の生成には，クラスターに吸着した CO が，
さらに H2 などの分子と反応する様子を観測する必要が
ある．現在，クラスター上に共吸着した CO と H2 との
反応による有機機分子生成を観測する実験を進めてお
り，今後の原稿で報告したい．
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