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1. はじめに
本講では、
磁気記録媒体に用いられる酸化鉄系磁性粉体の表面の性質について解説する。
磁気記録技術の歴史は古く、1898 年、デンマークの Poulsen により、鋼線の磁気記録媒
体を用いて、原理確認が行なわれた時に遡る。それから今日まで、ほぼ一世紀が経とうと
している。この間に磁気記録は、材
料技術の進歩とエレクトロニクス技
術の進歩により、今日の隆盛を見る
に到り、オーディオ、ビデオ、コン
ピュターからプリペイドカード、乗
車券に到るまで、広い分野で普及し
ている。
磁気記録の原理を、図１に示す。
記録ヘッドで、磁気記録媒体に信号
を着磁して記録する。この信号を再
生ヘッドで読み出す。磁気記録媒体
の構造ならびに構成を、図２に示す。記録
を担うのは、磁気記録層であり、これがベ
ースフィルム上に形成される。磁気記録層
は、磁性粉体、バインダー樹脂を主体に有
機溶媒に分散溶解した磁性塗料を塗布乾燥
して形成する(1,2)。
２. なぜ磁性粉体の表面化学が必要か？
磁気記録層の磁性粉体は、永久磁石の粒
子であり、細長い棒状の粒子とすることで
磁化の安定性が得られる。実際の磁気記録
媒体では、磁性塗料の塗膜の乾燥前に磁場
配向を施し、この粒子の長軸をヘッド走行
方向に配向させる。ここで重要となるのが、
磁性塗料中での磁性粉体の分散性である。
すなわち、塗膜の粒子の配向性と充填性を
決定するのが、この分散性である。分散性
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の良好な塗料系 (a) と不良な系 (b)
の磁気記録層のヘッド走行方向の典型
的な磁気履歴曲線を、図３に示す。媒
体の出力に直接関与するのは、飽和磁
束密度 (Bs) ではなく、残留磁束密度
(Br) である。高出力媒体を得るには、
高い Br を達成することが必要であり、
この手法として (a) 粒子の配向度を
高める（配向度：Rs = Br / Bs） (b) 粒
子の充填性を高める、ことである。こ
のために、粒子の分散性向上を支配す
る粒子の表面の性質が重要となる(1)。
３. γ-酸化鉄とα-酸化鉄
磁 気記 録媒 体に 広く用 い られ てい る酸 化鉄磁 性 粉体 は、 γ - 酸化 鉄（ γ -Fe2O3 :
maghemite）であり、逆スピネル型結晶構造を有するフェリ磁性体である。粒子の保磁力を
高めるために、針状の形態のものが磁気記録媒体に用いられる。針状形態を得るために針
状の含水酸化鉄結晶を出発材料に用いる。含水酸化鉄としては、α-FeOOH ( goethite ),
β-FeOOH ( akaganeite ), γ-FeOOH ( lepidocrocite ), δ-FeOOH などがあるが、現在
は、主にα-FeOOH が用いられている。
これを加熱脱水、還元、酸化して針状
γ-酸化鉄粉体が得られる。これらの
含水酸化鉄・酸化鉄の生成経路を、図
４に示す。
本講では、今まで検討されていなか
ったγ-酸化鉄の表面の性質を、同質
多形でコランダム型結晶構造を有し、
非磁性（厳密には、寄生強磁性で定義
される、反強磁性のスピンの反平行が、
僅かにずれた微弱な磁性）を示すα酸化鉄（α-Fe2O3 : hematite）と比
較検討することで、表面の性質と下地
結晶の性質の関係を明らかにする。
４. 吸着水
酸化鉄のような金属酸化物の表面では、図５に示すように化学吸着水の水和によって表
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面水酸基が生成する。この表面
水酸基の上に水素結合を介して
物理吸着水が吸着する。化学吸
着水は、物理吸着水に対比して
定義されるが、その実体は、図
５で示される様に２つの表面水
酸基であり、化学式の水分子と
して存在する物理吸着水と大き
く異なる。又、水和した金属酸
化物表面からの脱着挙動を比較
すると、物理吸着水が表面の場
の効果により、自由水よりエントロピー的に低いとは言いながら比較的に容易に脱着でき
る。これに対して、化学吸着水の脱着は容易ではなく、300 ℃程度の加熱によって脱着し、
完全な脱着には 1000 ℃の加熱を要する。
５. 表面水酸基の表面密度
化学吸着水に対応する表面水酸基の性質は、微粉体の表面の性質を最も大きく規定する。
この表面水酸基の性質として、まずこの表面密度を定量することは、一つの重要な表面物
性の評価方法である。
この定量方法としては、
次のように化学反応を用いるものがある(3)。
(1) アルカリとの反応
>M-OH + NaOH = >M-ONa + H2O
(2) 塩化チオニルとの反応
>M-OH + SOCl2 = >M-Cl + SO2 + HCl
(3) グリニャール試薬との反応
>M-OH + CH3MgI = >M-O-MgI + CH4
(4) 重水素交換反応
>M-OH + D2O = >M-OD + HDO
(5) Ｆイオンの吸着
>M-OH + NaF = >M-F + NaOH
(6) 金属アルキルとの反応
>M-OH + AlR3 = >M-O-AlR2 + HR
(7) エステル化反応
>M-OH + ROH = >M-O-R + H2O
>M-OH + CH2N2 = >M-O-CH2 + N2
この定量方法として、簡便で正確なものとしては、試料を昇温加熱し脱着した水をトラ
ップし定量する方法がある。γ-酸化鉄とα-酸化鉄についての表面水酸基密度 (Vc) を、
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表１に示す。さらに、
物理吸着水の吸着等
温線のＢＥＴプロッ
トより求めた物理吸
着水の表面密度
(Vp) を、表１に示す。
これによると、両酸
化鉄で、表面水酸基
密度 (Vc) と物理吸
着水の表面密度
(Vp) との間に２：１
の関係が見い出され
る。一方、結晶密度から求めた表面鉄イオン密度 (SFe3+) を、表２に示す。表面鉄イオン
密度 (SFe3+) と表面水酸基密度 (Vc) との間に１：１の対応関係が見い出される。これら
の値の関係に基づく酸化鉄の表面モデルは、図５に示したものとなる。すなわち、表面の
鉄イオンに一つの表面水酸基が結合し、第一層目の物理吸着水１分子が２個の表面水酸基
と水素結合しているものである。この関係は、必ずしも全ての金属酸化物についていえる
ものでなく、酸化亜鉛や酸化珪素では、１：１であることがわかっている。
以上のモデルの成立する表面は、しっかりとした酸化物層を下地にした場合で、粉砕、
焼成などのいわゆる乾式プロセスで調製した微粉体表面の水和状態である。この場合、表
面水酸基の性質は、
下地の金属酸化物の結晶の性質の影響を大きくうける。
これに対して、
湿式プロセス、
例えば、
金属塩水溶液中での酸化物微粉体の析出方法で調製したものでは、
酸化物微粉体の表面に含水酸化物あるいは水酸化物層が存在することが知られている。こ
の場合、表面水酸基の表面密度は上記モデルをはるかに上回る値となり、その性質は下地
の金属酸化物の性質をあまり反映せず、含水酸化物あるいは水酸化物の水酸基としての性
質を強く示す様になる。
表１に示すように、γ-酸化鉄の表面水酸基密度ならびに物理吸着水の表面密度は、α酸化鉄に比べ低く、これは、表２に示した結晶の２次元密度に対応している(4)。
６. 水に対する湿潤熱
酸化鉄の表面水酸基の生成（図５のスキーム (I) → (II) ）ならびに物理吸着水の吸着
（図５のスキーム (II) → (III) ）に伴う熱を調べることを目的に、湿潤熱の検討を行な
った。γ-酸化鉄とα-酸化鉄の表面残留水分と湿潤熱のプロットを、図６に示す。プロッ
トの傾きから表面水和熱を算定することができる。プロットの最右点は、化学吸着水の飽
和吸着点であり、これ以上の残留水分領域では、吸着水は物理吸着水として吸着する。こ
こでの水和熱は、γ-酸化鉄で 32.2 kJ/mol であり、α-酸化鉄で 37.6 kJ/mol である。
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物理吸着は、下地の２つの表
面水酸基と２つの水素結合
によりなされる。そこで、こ
れに伴うエネルギーは、水素
結 合 形成 エ ネル ギー （ 20
kJ/mol 以下）の２倍の値以
下であり、上記の値は、妥当
な値である。そして、γ-酸
化鉄の値が、α-酸化鉄より
低いことは、表面水酸基密度
が低く、表面水酸基間の平均
距離が長いことにより、前記
水素結合が弱いことに起因
するものと結論される(4)。
さらに、表面の水和が半分の
状態に対する水和熱をみると、
γ-酸化鉄で、35.1 kJ/mol 、α
-酸化鉄で 60.6 kJ/mol であり、
γ-酸化鉄は、α-酸化鉄に比べ
低い水和熱を示す。これは、γ酸化鉄の表面水酸基の下地結晶
との結合は、α-酸化鉄より弱い
ことを示す(4)。
７. 表面水酸基の平均的な酸・塩基性
表面水酸基は、図７の酸化鉄表面で示
すように、プロトンを解離してブレンス
テッド酸点として機能すると共に、プロ
トンを受容してブレンステッド塩基点と
して機能し、両性を示す。この酸化物微
粉体固有の表面水酸基のプロトンの吸脱
着挙動を特徴づけるパラメーターとして、
ＰＺＣ（Point of Zero Charge：電荷零
点 ） あ る い は 、 Ｉ Ｅ Ｐ （ Iso-electric
Point：等電点）が用いられる(5)。これ
らは、水分散系のｐＨの値で示される。
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ＰＺＣは、水分散系の定量手法、例え
ば電位差滴定により求められる。典型
的な滴定曲線を、図８に示した。微粉
体を分散した系と、微粉体のない系の
それぞれの滴定曲線の交点のｐＨの
値がＰＺＣとなる。又、この２つの曲
線の差分が、プロトンの吸着・脱離量
となる。このプロトンの吸着・脱離量
を試料表面積で規格化し、表面電荷密
度として示すことができる。γ-酸化
鉄のこの値とｐＨのプロットを、図９
に示す。同様に、α-酸化鉄のプロッ
トを、図１０に示す。ＰＺＣを境に、
低ｐＨ側ではプロトンの吸着によっ
て表面はプラスに帯電し、高ｐＨ側
ではプロトンの脱離によってマイナ
スに帯電する。
これに対して、ＩＥＰは、界面動
電現象（例えば、電気泳動法）に基
づき規定される値である。酸化鉄粒
子分散系での粒子のζ電位を、電気
泳動法で測定し、その分散系のｐＨ
に対してプロットしたものを、図１
１に示す。低ｐＨ側ではプロトンの
吸着に伴いζ電位は、正の値を
持ち、高ｐＨ側ではプロトンの
脱離によりζ電位は、負の値と
なる。ζ電位が零のｐＨの値が、
ＩＥＰの値となる。
表面への特異吸着イオンの
存在しない系では、表面の電位
決定イオンは、プロトンのみで
ある。この場合、ＩＥＰの値は、
ＰＺＣと一致する。図１１で求
まるγ-酸化鉄とα-酸化鉄の
ＩＥＰの値と、図９ならびに図
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１０でもとまるγ-酸化鉄とα-酸化鉄のＰＺＣの値がよく一致しており、試料表面の清浄
度の高いことが示される。
さらに、γ-酸化鉄のＰＺＣならびにＩＥＰの値が、5.5 であるのに対し、α-酸化鉄で
は、6.7 であり、1.2 pH 単位低いことが確認できた。これは、下地結晶構造の違いに起因
していると結論づけられた(5,6)。
８. ＰＺＣ値の決定因子
このＰＺＣあるいはＩＥＰの値については、多くの検討や総説があり、その推算法もい
ろいろ提案されている(7,8)。この値を最も大きく決めるものは、酸化物を構成している金
属イオンの種類である。この値と、金属イオンの電気陰性度の相関が報告されている(9)。
表面水酸基の生成熱に
相関する湿潤熱と、この
値の間には、直線関係が
報告されている(10)。す
なわち、生成熱が大きく、
結合の強い表面水酸基
ほど、強い塩基性を示す。
又、結晶構造の違いも、
この値を大きく変える。
γ-酸化鉄ならびにα酸化鉄のような同質多
形の金属酸化物につい
て、ＰＺＣの値と下地結
晶の２次元密度との関係のプ
ロットを、図１２に示す。こ
れより、同一金属イオンより
なる酸化物では、結晶密度の
高いもの程、高いＰＺＣを示
す(4)。
このような、下地結晶と表
面水酸基の性質の相関は、γ酸化鉄ならびにα-酸化鉄に
ついて、つぎのように説明で
きる。前記のように、γ- 酸
化鉄の結晶密度は、α- 酸化
鉄より低い。γ- 酸化鉄のバ
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ルクの Fe - O の平均結合距離は、
α- 酸化鉄より長いことになる。
また、γ- 酸化鉄の結晶生成のエ
ンタルピーは、α- 酸化鉄より低
い（11）
。そこで、γ- 酸化鉄のバ
ルクの Fe - O の結合は、α- 酸
化鉄に比較して結合が弱く、その
イオン性も低いと考えられ、結晶
中の原子のイオン性も低いと考え
られる。これに伴い、γ- 酸化鉄
の酸素原子の電子密度は、α- 酸
化鉄より低いことが予測される。
この酸素原子の電子密度の違いは、
ＸＰＳの O 1s の結合エネルギーのケミカルシフトから明らかにできる。図１３並びに図
１４に、それぞれ、γ- 酸化鉄並びにα- 酸化鉄試料の O 1s のスペクトルを示した。こ
れらのスペクトルは、結晶格子の酸素原子による強い主ピークと、高結合エネルギー側の
弱いバンドにより構成されている。バルクの酸素原子の主ピークに関し、γ- 酸化鉄の結
合エネルギーの 530.1 eV は、α- 酸化鉄の 529.9 eV に対してほば 0.2 eV 高結合エネ
ルギー側へのケミカルシフトが観測できる（12）。この結果は、γ- 酸化鉄のバルクの酸素
原子の電子密度が、α- 酸化鉄より低いことを支持する。さらに、これらのスペクトルの
表面水酸基の酸素原子と考えられる高結合エネルギー側の弱いバンドも、γ- 酸化鉄では
α- 酸化鉄より高結合エネルギーに位置しており、γ- 酸化鉄の表面水酸基の酸素原子の
電子密度がバルクの酸素原子と同様に、α- 酸化鉄より低いことが示唆される。そこで、
酸素原子の部分電荷の低いγ- 酸化鉄の表面水酸基は、α- 酸化鉄に比べ、高い酸性を示
す。
又、さきに述べたが、表面の水和の影響も、ＰＺＣの値に大きく反映される。水和した
試料は、水和の程度が低い試料に対して、平均的にＰＺＣ値が、ｐＨ値で 2.4 高いことが
報告されている(7)。又、不純物の表面への吸着も、ＰＺＣ値を変化させる。
９. 表面吸着イオンの性質
下地結晶の違いが及ぼす表
面吸着イオンの性質の違いに
ついて、γ- 酸化鉄ならびに
α- 酸化鉄に吸着した硫酸イ
オンの検討を通して明らかに
した。
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酸化鉄への硫酸イオンの吸着は、
図１５に示すように、隣接した２つ
の表面水酸基と置換して吸着する。
このように、２座吸着した硫酸イオ
ンでは、結合部の２つの酸素原子と
硫黄原子から２重結合で外へ突き
だした２つの酸素原子が、硫黄原子
に 対 し て 、 擬 四 面 体 型
（pseudo-tetrahedral）に配位して
いる。
硫酸イオンを吸着したγ- 酸化
鉄とα- 酸化鉄の吸着硫酸イオン
の赤外線吸収スペクトルの伸縮モ
ードの温度依存性を、図１６と図１
７に示す。水素結合の摂動の最も少
ない 200 ℃の試料でのＳ＝Ｏの非
対称伸縮振動モードは、γ- 酸化鉄
で 1340 cm-1, α- 酸化鉄で 1360
cm-1 である。Ｓ＝Ｏの対称伸縮振
動モードは、やや明瞭性に欠けるが、
γ- 酸化鉄で 1260 cm-1, α- 酸
化鉄で 1270 cm-1 である。Ｓ－Ｏ
の非対称伸縮振動モードは、γ- 酸
化鉄で 1140 cm-1, α- 酸化鉄で
1150 cm-1 である。γ- 酸化鉄の上
記振動モードが、α- 酸化鉄に比較
して低波数であることは、γ- 酸化
鉄表面の硫酸イオンの結合強度が、
α- 酸化鉄より弱いことを示す。
酸化鉄表面の硫酸イオンのＸＰ
Ｓによる S 2p のスペクトルプロフ
ァイルを、図１８に示す。Ｓの表面
含量が極めて低く、詳細なプロファ
イルのカーブフィティングが困難であるが、S 2p1/2 と S 2p3/2 のダブレットのプロフ
ァイルが明確に見いだせる。γ- 酸化鉄において、α- 酸化鉄に対して、ほぼ 600 meV の
結合エネルギーの低下が見いだされる。すなわち、γ- 酸化鉄に吸着している硫酸イオン
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のＳ原子の電子密度は、α酸化鉄のものに比べ高いこ
とが示唆される。このよう
にＸＰＳの結果から、γ酸化鉄に吸着した硫酸イオ
ンの結合のイオン性は、α酸化鉄のものに比べ、低い
ことが示唆される。
以上より、γ- 酸化鉄と
α- 酸化鉄の表面硫酸イオ
ンの性質の違いを、図１９
に模式的に示した。硫酸イ
オンの吸着するγ- 酸化鉄
とα- 酸化鉄の表面の大きな違いは、結晶密度の違いに起因する隣接表面水酸基間の平均
距離の違いである。硫酸イオンの吸着は、２つの隣接した表面水酸基に置換する形でなさ
れるので、この距離が、表面硫酸イオンの２座結合の結合間隔距離となる。この距離は、
γ- 酸化鉄で長く、α- 酸化鉄で短い。結合が同一平面内で角度の変化がないと仮定する
と、表面硫酸イオンは、図１９に示すように、結合間隔が短くなると、イオン内の各結合
距離は短くなり、結合強度は大きくなり、
各結合のイオン性が高まる。この結合強
度の違いは、前述のＩＲの各伸縮振動の
シフトとして、又、結合のイオン性の違
いに基づくＳ原子の電子密度の違いは、
前述のＸＰＳのケミカルシフトとして
とらえられ、それぞれ、合理的な対応関
係が確認できた。
以上、表面の硫酸イオンは、前記表面
水酸基と同様に、下地バルク結晶での結
合のイオン性とこれに同伴した酸素原
子の電子密度の高低の傾向をそのまま
反映することが見い出された。すなわち、
γ- 酸化鉄表面の硫酸イオンの結合の
イオン性は、そのバルク結晶での結合の
イオン性と同じく、α- 酸化鉄のものよ
り低くなることが確認できた。
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１０. 表面水酸基の酸・塩基触媒活性
酸化鉄の表面水酸基の平均的な酸・塩基性は、すでに、ＰＺＣならびにＩＥＰの決定を
通して明らかにした。しかし、この表面水酸基のブレンステッド酸・塩基性は、全て均一
ではない。特に、γ- 酸
化鉄は、スピネル型の結
晶構造を有し、表面水酸
基は、６配位の鉄イオン
と４配位の鉄イオンに
それぞれ植立したもの
が混在しており、α- 酸
化鉄の６配位の鉄イオ
ンのみで構成されてい
るものとは異なること
が予想される。そこで、
表面水酸基のミクロな
酸・塩基性を、反応分子
をミクロなプローブと
する触媒活性を通して比較検討
した。これには、アセトンのアル
ドール縮合反応（塩基性触媒活
性）と、それに引き続く脱水反応
（酸性触媒活性）を選択し、酸・
塩基性の触媒活性を同時に評価
した。
アセトンは、図２０に示すよう
に、アルドール縮合反応によりジ
ア セ ト ン ア ル コ ー ル
（ 4-hydroxyl-4-methyl-2-penta
none（以下、ＤＡＡと略す））を
生成し、これに引き続く脱水反応
によりメシチルオキサイド
（4-methyl-3-penten-2-one （以
下、ＭＯと略す））を生成する。
この反応速度のアレニウスプロ
ットを、図２１に示す。図で示さ
れるように、塩基性触媒活性によ
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るＤＡＡ＋ＭＯ生成は、γ- 酸化
鉄の方が、α- 酸化鉄よりも僅か
ながら高い。一方、ＭＯの生成は、
γ- 酸化鉄がα- 酸化鉄に比較し
て、はるかに高い。同様に、ＤＡ
Ａは、塩基性触媒活性により逆ア
ルドール縮合反応が促進されアセ
トンを生成、酸性触媒活性により
ＭＯを生成する。この反応速度の
アレニウスプロットを、図２２に
示す。γ- 酸化鉄のアセトン生成
活性が、α- 酸化鉄より高い。脱
水反応に伴うＭＯ生成に関しても、
γ- 酸化鉄の触媒活性は、α- 酸
化鉄に比べはるか高い。これは、
γ- 酸化鉄表面の酸性触媒活性点
（酸性表面水酸基）の活性が、α酸化鉄に比べ高いことによる。
γ- 酸化鉄の酸性触媒活性が、
α- 酸化鉄より高いことは、ＰＺ
ＣならびにＩＥＰの値から妥当であるが、塩基性触媒活性でもγ- 酸化鉄の方がα- 酸化
鉄より高いことは、次記する表面水酸基の酸・塩基性の不均一性により説明される(13)。
１１. 表面水酸基の酸・塩基性の不均一性
個々の表面水酸基の酸・塩基性と、結合している表面鉄イオンの結晶場との関係を、赤
外線吸収スペクトルで検討した。
γ- 酸化鉄の赤外線吸収スペクトルを、図２３に示す。3690 と 3630 cm-1 に、孤立し
た表面水酸基の２つの伸縮振動の吸収バンドが見られる。この２つのバンドは、それぞれ、
スピネル結晶の６配位の鉄イオンと４配位の鉄イオンに結合した孤立表面水酸基に帰属さ
れる。一方、α- 酸化鉄のスペクトルを、図２４に示す。3660 cm-1 に、単一ながら、や
や広い吸収バンドが見られる。この吸収は、孤立した隣接表面水酸基の摂動を受けない６
配位の鉄イオンに結合した表面水酸基の伸縮振動モードに帰属される。
3600 cm-1 以下のブロードなバンドは、水素結合の摂動を受けた水酸基の伸縮振動モー
ドである。このブロードなバンドは、物理吸着水の水素結合の摂動に依るものでなく、隣
接した表面水酸基間の横方向の水素結合による摂動を受けた水酸基の伸縮振動モードであ
る。試料温度の上昇に伴い、孤立表面水酸基のバンドが明瞭になるのと対照的に、この水
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素結合の摂動を受けた水酸基のバンドの強度は低下する。この試料温度の上昇に伴う表面
水酸基の変化をモデル的に示したのが、図２５である。化学吸着水の脱離のかたちで、表
面から水酸基が除かれ、水素結合の摂動を受けた表面水酸基が減少すると共に、孤立表面
水酸基が形成される。γ- 酸化鉄のこのバン
ドの波数値の平均値は、α- 酸化鉄のものよ
り、高波数側にある。水素結合の摂動を受け
た水酸基の伸縮振動は、水素結合の影響が大
きいほど、低波数側にシフトすることが知ら
れている。このことより、γ- 酸化鉄では、
α- 酸化鉄より、隣接表面水酸基間の水素結
合の弱いことが示唆される。これは、先に述
べたように、γ- 酸化鉄の表面水酸基密度が
α- 酸化鉄より低く、γ- 酸化鉄の平均的な
隣接水酸基間距離がα- 酸化鉄より長いこ
とで、合理的に説明できる。
赤外線吸収により求められた結果に基づ
いて、表面水酸基の酸・塩基性を、より詳細
に調べ、固有酸解離定数 Ka（Fe-OH = Fe-O+ H+）の各表面水酸基の値の算定を行った。
[13]

γ- 酸化鉄並びにα- 酸化鉄の pKa は、それぞれ、 8.3±0.3 並びに 10.2±0.3 である
(12)。γ- 酸化鉄には６配位の表面水酸基と４配位の表面水酸基があるから、これらの酸
解離定数を、それぞれ、Kaoγ並びに Katγとする。これらの数的比率が５：３であるので、
γ- 酸化鉄の酸解離定数を、Kaγとして、これを、Kaoγと Katγとで次式のように示され、
さらに、 Kaoγ＜＜Katγより、次式のように近似できる。
Kaγ＝（ 5 Kaoγ + 3 Katγ）／（ 5 + 3 ）
これより、pKatγの値は、7.9±
0.3 と算定される。Goulden (14)
は、水酸基の pKa の値と伸縮振
動の波数との間に直線関係を確
認した。図２６の Goulden plot
を外挿することで、pKaoγの値と
して、12.5±0.3 の値が得られる。
以上のように求められた酸解
離定数は、γ- 酸化鉄とα- 酸化
鉄の６配位鉄の水酸基の酸・塩基
性度の違いを明確にし、触媒活性
の違いを合理的に説明する。γ酸化鉄の６配位鉄の水酸基がα酸化鉄に比べ著しく高い塩基性
を示す原因として、図２７にモデ
ル的に示したように、γ- 酸化鉄
表面に沿って、隣接した４配位表
面水酸基から６配位表面水酸基
へ（両水酸基は、あらゆる
結晶面において常に隣接
した位置関係にある）の電
子移動が示唆される(15)。
このような金属酸化物表
面での電子移動としては、
フッ素化したシリカ表面
で隣接表面水酸基の酸性
度が高まることが、このよ
うな電子移動に基づくこ
とが報告されている（16）
。
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≒

3／8 Katγ ＝ 10-8.3±0.3

１２. 分散性向上のための表面改質
磁性粒子の分散性を向上させる手法として、カチオン系、アニオン系、ノニオン系、両
性系を含めた界面活性剤、ならびにシランカップリング剤、クロメートカップリング剤、
などの表面改質剤が、特許的に公知であ
る。ここでは、表面水酸基の化学反応性
を利用した分散性向上の表面改質とし
て、表１に示したチタネートカップリン
グ剤による表面処理の検討を行った。チ
タネートカップリング剤は、求核反応性
であり、塩基性水酸基と脱アルコールを
伴う図２８に示す反応を行う。この場合、
上記のγ- 酸化鉄表面の塩基性の高い
水酸基は、この反応に有効と考えられ、
この点に着目して検討を行なった。
まず、チタネートカップリング剤のγ- 酸化鉄磁性粒子表面への吸着反応の速度論的な
らびに平衡論的な検討を行ない、粒子の分散性を与える表面吸着層の形成速度と吸着形態
の影響を明らかすることを目的に検討した。
反応速度の検討は、ＫＲ－ＴＴＳ，ＫＲ－１
１２Ｓ，ＫＲ－９Ｓについて行い、γ- 酸化鉄
磁性粒子分散系の溶液側のチタネート濃度の時
間変化を、図２９に示す。ここで、チタネート
（Ｔ）と表面の吸着サイト（Ｓ）との反応が、
（Ｔ
＋

Ｓ

＝

ＴＳ）で示せるならば、反応速度

式は、-ｄ［Ｔ］/ｄｔ＝ｋ［Ｔ］
・
［Ｓ］となり、
［Ｔ］に対して１次となるはずであるが、実際、
この関係の成立していることが、図２９プロッ
トより確認できる。そして、いずれのチタネー
トの場合も約２分で全反応量の 50 ％が反応し、
10 分後には反応はほぼ収束している。このγ酸化鉄表面とチタネートの反応は、非常に速い
ことが分かった。
吸着平衡については、図３０のＫＲ－ＴＴＳ
の吸着等温線およびラングミュアープロットが
示すように、ラングミュアー型である。ラング
ミュアープロットより算出できる飽和吸着での
分子占有面積は、148 A2 である。ＫＲ－ＴＴＳ
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は Ti にイソステアリン酸残基
が３個結合している分子構造で
あるが、この値は、イソステアリ
ン酸の配向した２次元の高密度
充填状態の値である。又、この値
は、先の検討より算定されるγ酸化鉄の表面の塩基性水酸基の
表面密度 7.4 groups / nm2 の値
に比較して、十分に大きい値であ
り、チタネートは吸着サイトに規
制されることなく、飽和吸着する
ことが示される。そして、親油性
の炭化水素基を外部に向けた高
密度な２次元吸着形態が、極めて短時間に達成されることが確認できる。これにより、磁
性粒子の分散性に大きく関与する粒子間のエントロピー効果による斥力が十分に機能する
ことが期待できる。
チタネート処理したγ- 酸化鉄粒子を用いて磁気テープを作製した。この磁気テープの
静磁気特性の飽和磁束密度（Ｂｍ）
、角型比（Ｒｓ＝Ｂｒ／Ｂｍ）ならびに、保磁力（Ｈｃ）
の値を、表３に示す。飽和磁束密度
の値は、粒子の分散性の一つの指標
である、粒子の充填性の良否と密接
な関係にある。角型比は、これも粒
子の分散性の指標の配向磁界に対す
る粒子の配向応答性の良否と密接な
関係にある。これらの値よりチタネ
ート処理が、磁気テープの磁気特性
向上に有効であることが示される
(17,18)。
１３. おわりに
今まで明確にされていなかったγ- 酸化鉄磁性粉の表面の性質を、同質多形のα- 酸化
鉄と比較検討し、明きらかにした。これを通して、表面の化学種（表面水酸基、吸着水、
吸着イオン）
の性質に及ぼす、
下地のバルク結晶の性質の影響を明らかすることができた。
磁気記録媒体の記録密度は年々向上しており、それに伴い、磁性粒子は微細化しており、
その表面の性質は、より重要となる(19, 20)。このような状況は、ほかの複合材料系でも
同様と考えられる。本講では、対象を酸化鉄粒子の表面に限定したが、他の金属酸化物粒
[16]

子の表面を扱う場合にも役立つ、考え方あるいは解析手法が含まれているのではないかと
考えられ、参考になることがあれば幸いである。
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