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A basic study on the formation of nanocomposites based on hollow spherical allophene particles

Shuichi Arakawa＊，Masami Okamoto＊＊
Allophane is a short-range order clay mineral which occurs in some soils derived from volcanic ejecta.
The chemical composition is expressed as (1-2)SiO2•Al2O3•(5-6)H2O. The primary particles of the allophane
are hollow spherules with an outer diameter of 3.5-5.0 nm and perforations with a diameter of ~0.3 nm. The
allophone with such a peculiar nanostructure is promising as novel supports for catalyses and drug or gene
delivery systems. The nanocomposites of DNA/allophane and Pt/allophane were successfully prepared and
their formation processes were investigated with deep insights by the zeta-potential measurement of the
allophane particles and MO simulation.

１．はじめに
カーボンナノチューブやフラーレンなどの中空ナノ粒子は，その発見以来，ナノテクノロジーの基盤材料として広く研
究開発の対象となっている．一方で天然に存在する粘土鉱物の中にも，導電性こそ示さないものの，類似のサイズ・中空
構造をとる物質がいくつか存在する．このうち，アロフェンは直径が約 5 nm の中空球状粒子からなる低結晶性の天然粘
土鉱物（組成：(1-2)SiO2・Al2O3・(5-6)H2O）であり，火山灰土壌中に多く存在する．典型的には図１に示すようにギブ
サイトシートを球壁とし，SiO4 四面体がその内側に結合した構造をとると考えられており，ナノサイズ（～3.8 nm）の中
空空間と球壁には 0.3～0.5 nm の貫通孔を有し，活性炭に匹敵する大きな比表面積（～900 m2/g）をもつ．アロフェンの
活用例としては，凝集粒子内の粒子間隙に生じるメソ孔での水蒸気の自律的吸脱着を活用した調質建材などがあるが，複
合基材としての検討例はほとんどない[1]．
われわれはアロフェンの特異な微細多孔構造に着目
し，粒子間隙または中空粒子内部のメソ孔やオングスト
ロームサイズの貫通孔を効果的に活用した機能性複合
材料の創製を目指している．本研究では，基材としての
アロフェンと DNA など生体関連有機分子あるいは白金
ナノ粒子との複合体作製を行うとともに，それらの形成
過程の検討を行った．これらの検討は，それぞれ，遺伝
子輸送担体または触媒担体としての用途展開を指向し
たものである．

図 １．アロフェン粒子の構造模式図

２．生体関連有機分子との複合化[2]
天然アロフェンに対して adenosine 5’-monophosphate (5’-AMP，ヌクレオチド)および仔牛の胸腺由来の一本鎖 DNA
(ss-DNA，Sigma-Aldrich: D8899, Mw =1.635×107 Da, 5.0×104 base)の吸着特性を検討した．吸着挙動はどちらも
Freundlich の吸着等温式 Q = Kf [A]e1/N（Q：吸着量，[A]e：吸着質の平衡濃度，Kf, N：Freundlich 係数）によく従った．
吸着能の指標となる Kf は ss-DNA に比べて 5’-AMP の方が 5 桁程度大きく，ss-DNA の分子鎖の立体障害やリン酸基間の静
電反発が吸着量に影響を及ぼすことが示唆された．また，ss-DNA の吸着能は pH の増加に伴い低下することがわかった（図
２）．アロフェンのゼータ電位は酸化物粒子に典型的な pH 依存性を示し，その等電点は 7.29 であった．表面電位は pH
に依存した貫通孔部の Al-OH のプロトン化または脱プロトン化により生じると考えられる．ss-DNA の酸性側での高い吸
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着能は，プロトン化により正に帯電したアロフェンと全 pH 領域で負に帯電している ss-DNA との静電相互作用の結果であ
ると推察される．半経験的分子軌道（MO）シミュレーションの結果からも酸性側で吸着エンタルピーが大きくなることが
示された．また，吸着によりリン酸骨格の分子鎖が伸長し，結合距離が短くなることも明らかになった．図３は TEM に
より観察された ss-DNA/アロフェンの複合形態の 1 つであり，約 20 nm の径のアロフェンクラスターが DNA 外表面に吸着
している．その他，クラスター内に DNA 分子が入り込んだものなど様々な複合形態があることを初めて明らかにした．
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図 ２．一本鎖 DNA の吸着特性の pH 依存性

図 ３．一本鎖 DNA とアロフェンナノ粒子の複合形態の一例

３．白金ナノ粒子との複合化[3]
Pt の複合化には，アロフェンの水熱合成プロセスを活用した[4,5]．具体的には，[Si]/[Al]=0.75 のモル組成比となる
ように Na4SiO4 と AlCl3・6H2O の各水溶液を混合・撹拌し，pH 調整を行ってゲル状のアロフェン前駆体を作製し白金種を
結合させた後に，耐圧容器にて 100℃で 48 時間水熱処理して複合粒子を得た．Pt 添加量は仕込みで[Pt]/([Si]+[Al])=
0.015 となるように調製した．白金種の結合は，H2PtCl6・6H2O を白金源とした水溶液からの析出と 3-メルカプトプロピ
オン酸（MPA）を介したものの 2 種類を検討した．水溶液からの析出では，100％H2 ガス気流中 200℃で熱処理した試料の
XPS 測定から，白金種の 90%程度が金属 Pt となり残りは PtOx の状態で存在していた．還元剤として NaBH4 を使用し，チオ
ール側に Pt を結合させた MPA 修飾 Pt の高分散水溶液からの複合化にも成功した．どちらの手法においても，800℃での
熱処理試料は，シャープではあるが裾野が広い Pt の XRD ピークを示し，Pt 粒子は個々のアロフェン粒子内外に分散また
は凝集した状態で存在していると推察された．一方，前駆体ではなく合成アロフェン粒子に対して，K2PtCl4 を白金源と
した水溶液から白金種を析出させることにより，還元処理を施すことなく，室温にて平均粒径 2.1 nm の Pt 粒子（金属割
合 70%程度）が高分散した複合体の作製に成功した．また，アロフェンと Pt との複合界面における構造とその安定性に
関して情報を得るため MO シミュレーションを行った結果，アロフェンの貫通孔部に存在する(OH)Al(OH2)と Pt 原子との
間で安定な Pt-O 結合が形成されることがわかった．さらに，その結合形成の前に，水溶液中で仮定される存在形態であ
る PtCl2(H2O)2 と貫通孔部(OH)Al(OH2)との間での結合形成を経ている可能性が示唆された．プロセスパラメータの最適化
で，Pt 粒子のさらなる微粒化や複合サイト選択性の付与が期待できると考えている．

４．まとめ
アロフェンと DNA または白金との複合化プロセスを検討するとともに，複合界面における結合形成において，アロフェ
ンの貫通孔部に存在する活性な水酸基が重要な役割を果たすことを MO シミュレーションの結果も含めて明らかにした．
中空内部または外部といった複合サイト選択性の付与や複合分子のサイズなど複合構造の制御法を確立することによっ
て，例えばドラッグまたはジーンデリバリーや触媒の分野で，アロフェンを基材とした高機能複合材の創製が期待できる．
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