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Abstract 

Rubies and sapphires are made from Al2O3 and impurities. We tried to find out how the 

color of crystals change depending on the kind of impurities and how crystals change 

depending on the kind of metal surfaces. 

要約 

ルビーやサファイアの主成分は酸化アルミニウムであり、そこに不純物として Cr3+,Fe2+,Fe3+,Ti4+など

が混ざっているため、色が赤や青色になっている。そこで私たちは、酸化アルミニウムに金属の酸化物

などを混ぜることで、どのような色の結晶が生成するのかを調べた。また金属表面で結晶化させたとき、

酸化アルミニウム結晶の色や形に違いがあるのかを調べた。 

研究動機 

アルミ缶の成分であるアルミニウムなど、身近なも

のが成分元素となってルビーやサファイアが作られて

いるということを知り、自分たちの手で宝石を作れな

いかと考えた。 

実験内容 

本研究では、参考文献より氷晶石と酸化アルミニウ

ムを4:1の割合で混合し、氷晶石の融点である1020℃

で７時間保温することから実験を開始した。これらの

条件を変化させたり、金属板を使用したりして、次の

ような実験を行った。 

 

実験１ 酸化アルミニウム表面での結晶生成    

(１) 不純物による着色の違い 

(材料) 

アルミナ製るつぼ、加熱用炉(ISUZU製作所)、酸化

アルミニウムAl₂O₃、氷晶石(クリオライト合成)  

AlF₃･3NaF、不純物〈酸化チタン(Ⅳ)TiO₂、塩化クロム

(Ⅲ)CrCl₃、酸化銅(Ⅱ)CuO、塩化ニッケルNiCl₂･6H₂O〉 

(方法) 

①るつぼに、酸化アルミニウム 0.5ｇ、氷晶石 2.0

ｇ、不純物0.01ｇを入れる。 

②電気炉に入れ1020℃で 7時間保温する。 

③電気炉内に放置し、常温になったら取り出す。 

④結晶の有無を調べる。 

(結果) 

酸化チタン(Ⅳ) 白→白 

  塩化クロム(Ⅲ) 緑→赤 

 酸化銅(Ⅱ)   黒→褐色 

 塩化ニッケル  黄緑→水色           

 

薄く色がついたものと変化がないものがあった。る

つぼ全体に小さな結晶がこびりついていた。 

(２) 降温時間を変える 

(理由) 

ゆっくり温度を下げていくことにより、より大きな

結晶ができるのではないかと考えた。 

(材料) 

実験１-(１)と同様 

(方法) 

実験１-(１)と同様。5分に1℃ずつ温度を下げた。 

(結果) 

どの不純物を入れても、実験１-(１)に比べてあまり

変化が見られなかった。 

 

実験２ ステンレス板表面での結晶生成 

(１) ステンレスの有無での結晶の違い 

(理由) 

るつぼに結晶が付着し、るつぼをきれいにするのに

時間がかかってしまうため、ステンレス板(18-8ステ

ンレス)を受け皿として使用することにした。また、

ステンレスはクロム・ニッケル等が含まれるため、結

晶の生成に何かしらの影響を与えるのではないかと

考えた。 

(方法) 

①るつぼにステンレス板を敷き、酸化アルミニウム

0.5ｇ、氷晶石 2.0ｇ、塩化ニッケル 

NiCl₂･6H₂O 0.01gを入れる。 

以降は実験１-(１)の②～④と同様 

(結果) 

ステンレス有の結晶では、ステンレス無の結晶には

見られなかった光沢や鮮やかな色が見られた。 
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(考察) 

ステンレスの中の成分（クロム・ニッケル）が、結

晶の生成に良い影響を与えていると考えられる。 

(２) 割合を変える 

(理由) 

今までは参考文献より氷晶石と酸化アルミニウム

をそれぞれ４：１の割合で入れていたが、ステンレス

板を使用したときでもこの割合が最適なのかを調べ

るために実験を行った。 

(方法) 

るつぼにステンレス板を敷き、氷晶石と酸化アルミ

ニウムをそれぞれ３：１､４：１、５：１の割合で入

れ、不純物酸化コバルト(Ⅱ,Ⅲ)Co3O4 0.01ｇを用いた。

以降は実験１-(１)の②～④と同様。 

(結果) 

３：１ ５：１の割合では一部しか反応が起きず氷

晶石が残ったままだった。一方、４：１の割合ではう

まく反応して結晶が見られた。 

(考察) 

３：１ ５：１の割合では、融点が低くならなかっ

たため、氷晶石がとけ残ったのではないかと考えた。

４：１の割合が最適だと考えた。 

表１ 
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(３) 温度を変える 

(理由) 

今までは物質の融点に近い 1020℃で溶かしていた

が、もっと高い温度で溶かすと結晶の生成にどう影響

するのか調べるため、電気炉の最高温度の 1100℃と

1020℃で実験した。 

(方法) 

実験１-(１)と同様にして温度だけを 1100℃、

1020℃で実験を行った。また不純物として酸化クロム

(Ⅲ)、Cr2O3 酸化コバルト(Ⅱ,Ⅲ)を用いた。 

(結果) 

1100℃の場合、ステンレス板自体がぼろぼろになっ

てしまい反応が見られなかった。1020℃の場合、色が

きれいについた結晶が見られた。 

(考察) 

1020℃の方が適していると考えた。 

表２ 
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(４) 保温時間を変える 

(理由) 

今までは、保温時間を7時間にして実験していたが、

7時間より長い場合と短い場合では、結晶の生成にど

う影響するのかを調べた。 

(方法) 

実験１-(１)と同様にして、保温時間を５時間と 10

時間にして、実験を行った。また不純物として酸化ク

ロム(Ⅲ)、酸化コバルト(Ⅱ、Ⅲ)を用いた。 

(結果) 

10時間では、結晶の色がくすんで見えた。5時間と

7 時間では結晶に鮮やかな色が見られたが、7 時間の

ほうが結晶が大きく色がより濃かった。 

(考察) 

10時間では、熱しすぎたせいで結晶の色がくすんで

しまったと考えた。5時間では、熱する時間が足りな

かったため結晶が大きくならず色が濃くならなかっ

たと考えた。7時間が最適だと考えた。 



 

表３ 
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(５) ２種類の不純物添加による着色の違い 

(理由) 

これまでは、１種類の不純物添加についてのみ実験

を行ったが、２種類の不純物を添加することで違った

色の結晶が生成するのではないかと考えた。 

(材料) 

アルミナ製るつぼ、加熱用炉(ISUZU 製作所)、酸化

アルミニウムAl₂O₃、氷晶石(クリオライト.合成) 

AlF₃･3NaF、酸化チタン(Ⅳ)TiO₂、塩化ニッケル 

NiCl₂･6H₂O、酸化コバルト(Ⅱ,Ⅲ)Co3O4、酸化クロム

(Ⅲ)Cr2O3、18-8ステンレス 

(方法) 

①ステンレス板を敷いたるつぼに、酸化アルミニウ

ム0.5ｇ、氷晶石2.0ｇ、2種類の不純物（酸化チ

タン(Ⅳ)＋塩化ニッケル、酸化コバルト(Ⅱ,Ⅲ)

＋酸化クロム(Ⅲ) 、塩化ニッケル＋酸化コバルト

(Ⅱ,Ⅲ)、酸化クロム（Ⅲ）＋塩化ニッケル 0.01

ｇずつを入れる。 

②以降は実験１-(１)の②～④と同様。 

 

 

 

 

 

(結果)       表４ 

 

 
 コバルト+クロム                              

 
ニッケル+コバルト   ニッケル+チタン 
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(考察） 

不純物が全体的に均一になるように混合したが、加

熱の際おなじ不純物同士で集合して結晶化してしまっ

たものと考えられる。より均一になるように混合し、

不純物の割合を変えていくと、色に変化が見られるの

ではないかと考えられる。 

 

実験３ チタン板表面での結晶生成 

(１) サファイアの生成 

(理由) 

サファイアは酸化アルミニウムに酸化チタン(Ⅳ)

と酸化鉄(Ⅲ)が加わって生成するが、前回の実験で、

ステンレス板上では酸化チタン(Ⅳ)を加えても変化

はなかった。チタン板を用いると酸化チタン(Ⅳ)の影

響が大きくなり、結晶に変化が見られるのではないか

と予想した。 

(材料) 

チタン板、アルミナ製るつぼ、加熱用炉(ISUZU製作

所)、酸化アルミニウムAl₂O₃、氷晶石(クリオライト.

合成)AlF₃･3NaF、酸化チタン(Ⅳ)TiO₂、酸化鉄（Ⅲ）

Fe2O3 
(方法)  

①チタン板を敷いたるつぼに、酸化アルミニウム

0.5ｇ、氷晶石 2.0ｇ、酸化チタン(Ⅳ)、酸化鉄(Ⅲ)

を0.01ｇずつ入れる。 

不純物 結果

コバルト+クロム

ニッケル+クロム

ニッケル+コバルト

ニッケル+チタン

青色　+　赤茶
色は混ざらなかった
抹茶　+　褐色

色は混ざらなかった

コバルトブルー
同一色のため変化なし

白　+　赤褐　+　(薄緑)
色は混ざらなかった

ニッケル+クロム 



 

②以降は実験１-(１)の②～④と同様。 

(結果)        表５ 
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(考察） 

チタン板を用いると針状結晶が生成すると考察した。

青色に近づけるには、その他の不純物や圧力などの要

素も必要なのではないかと考察した。 
(２) 不純物による着色の違い 

(理由) 

前回の実験ではステンレス板を用いて実験したが、

ステンレス板を用いたときと用いないときとでは結

晶に大きな変化がみられた。そこでチタン板を用いた

ときではどのような変化がみられるのか実験した。 

(方法) 

①るつぼにチタン板を敷き、酸化アルミニウム 0.5

ｇ、氷晶石2.0ｇ、酸化コバルト(Ⅱ,Ⅲ)、酸化ク

ロム（Ⅲ）0.01ｇを入れる。 

②以降は実験１-(１)の②～④と同様。 

(結果)     表６ 
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(考察) 

できた針状結晶は、金紅石の針状結晶と組成が同じ

ではないかと考えた。 

(３) チタン板の形状による違い 

(理由) 

針状結晶はチタン板の隙間によく生成していたので、

チタン板の形状によって針状結晶のでき方に違いが出

るのか調べた。 

(方法) 

①チタン板を３通りの曲げ方で曲げ、それぞれをる

つぼに敷く。 

②そのるつぼに酸化アルミニウム 0.5ｇ、氷晶石2.0 

ｇ、酸化コバルト(Ⅱ,Ⅲ)を加えた。 

③以降は実験１-(１)の②～④と同様。 

(結果)       表７ 
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(考察) 

針状結晶は板の隙間でのみ成長し，隙間の大きさに

よって、針状結晶の長さも変わる。 

結晶についての考察 

生成した結晶（針状結晶・ステンレス板で生成した

コバルト結晶）を調べていただいたところ、針状結晶

は酸化チタンの結晶であることが分かったので、酸化

チタンの結晶はチタン板の直接酸化によるものである

と考えた。またコバルト結晶には鉄が含まれており、

ステンレス板を使用したときの結晶の光沢や鮮やかさ

は、ステンレス板の中の鉄が作用していると考えた。 

今後の展望 

・酸化チタンの針状結晶の生成条件について詳しく調

べる。 

・酸化チタンの針状結晶に色をつけてみる。 

・他の金属板も使用してみる。 

・高圧条件でも試してみる。 
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チタン板

白色・金色斑点(青色要素なし)
銀色の針状結晶

コバルトCo クロムCr

青色
金色の針状結晶

赤色
金色の針状結晶

隙間　多 隙間　少 隙間　無
針状結晶
みられない

青色結晶
金色の針状結晶

藍色結晶
銀色の針状結晶


