
  101

2012年3月24日 受理
*豊田理研スカラー（豊田工業大学大学院工学研究科物質工学
  分野量子界面物性研究室）

 時間分解赤外分光法を用いた可視光型光触媒の光励起キャリアーダイナミクス

＊

*

時間分解赤外分光法を用いた可視光型光触媒の光励起

キャリアーダイナミクス 
 

山 方  啓 

Dynamics of photogenerated charge carriers in visible light driven photocatalysts studied by 
time-resolved IR absorption spectroscopy 

Akira Yamakata

Dynamics of photogenerated charge carriers in visible-light-driven photocatalysts has been studied by 
time-resolved IR absorption spectroscopy. We synthesized visible-light-driven photocatalysts by doping Ni 
and Ta in SrTiO3. We found that the lifetime of photogenerated electrons in Ni-doped SrTiO3 is longer than 
that in non-doped SrTiO3. Co-doping of Ni with Ta further elongated the lifetime of photogenerated electrons. 
An energy dependence of the pump-pulse energy are observed in the lifetime of photogenerated electron, 
where the lifetime of visible-light excited electrons was longer than that excited by uv-light. These results 
suggest that visible-light could be more efficiently used than uv-light.  

  

 

1. はじめに  
 エネルギー問題や環境問題を解決する材料として，太陽光を用いて水を水素に分解し，汚染物質を分解して無害化でき

る光触媒が注目されている．水素は CO2 を排出せず，水から製造できるため，持続可能な社会を担う次世代エネルギー

として期待されている．酸化チタンをはじめとする従来の光触媒は紫外光にしか応答しなかった．しかし，酸化チタンに

窒素 1)や硫黄 2)，金属イオン 3)をドープするとバンドギャップが狭帯化し可視光応答性を示すことが報告されて以来，様々

な紫外光応答型光触媒にドーピング法を用いて可視光応答型光触媒を開発する研究が活発化している． 

 ペロブスカイト構造をもつチタン酸ストロンチウム(SrTiO3)は紫外光応答型光触媒としてよく知られている．SrTiO3

はドーピング法を用いて物性を容易に制御できるため，様々な電子デバイスに用いられてきた．そして，光触媒としての

光学特性もドーピング法で制御することができる 4)．しかし，一般に光触媒に不純物をドープすると，これらが電子と正

孔の再結合中心となるため光励起キャリアの寿命は短くなる

と考えられている．そこで本研究では，SrTiO3 に様々な遷移

金属をドープすると，光励起キャリアの再結合速度や反応分

子への電荷移動速度がどのように変化するか，ということを，

時間分解赤外分光法を用いて調べた． 
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2. 実験方法  
 実験に用いた SrTiO3は以下のようにして合成した．原料に

は TiO2 粉末(JRC-TIO-4) と炭酸ストロンチウム(SrCO3) を

用い，これにドーパントとして NiO や Ta2O5を添加した．こ

れらの原料をアルミナ乳鉢の中で，エタノールを少量加えて

混練し，乾燥後，空気中 1420 K で 20 時間焼成して合成した． 

図 1. 合成した SrTiO3の拡散反射スペクトル．Ni を 1 % ドープ

した試料と，Ni 1 %および Ta 2 %を共ドープした試料． 



102  時間分解赤外分光法を用いた可視光型光触媒の光励起キャリアーダイナミクス

3. 結果と考察  
 図 1 に合成した SrTiO3の拡散反射スペクトルを示す．SrTiO3に Ni を 1 %ドープすると約 400 nm にあった吸収端が

800 nm の長波長までシフトした．Ni をドープした SrTiO3が可視光を吸収するようになった原因は，Ni の 3d 軌道がバ

ンドギャップ内にドナー準位を形成したためであると考えられる 4)．Ni(1 %)に Ta(2 %)を共ドープした試料でも Ni のみ

の場合とほぼ同じ形状の吸収スペクトルが観測された． 

 次に，合成した SrTiO3に UV パルス(355 nm, 6 ns, 10 Hz)を照射して 2000 cm-1における過渡吸収の時間変化を測定

した (図 2)．UV パルスで伝導帯に励起された光励起電子は，中赤外全域に構造を持たないブロードな吸収を与える 5)．

したがって，この過渡吸収の時間変化は伝導帯に励起された電子の減衰過程を示している．図 2 より，SrTiO3に Ni2+を

ドープすると，50 s 以降に残存する光励起電子の数が増加した．これは，Ti4+(半径 0.75Å) が Ni2+(半径 0.83Å) に置

換されると，イオン半径の違いにより結晶格子に歪みが生じ，局所的な電場勾配が増強した結果，電荷分離が促進された

ためであると考えられる．さらに Ni と Ta を共ドープすると，Ni のみの場合よりもマイクロ秒領域に残存する光励起電

子の数が増加した．SrTiO3に Ni をドープすると，Ti4+ が Ni2+に置換され，1 つの酸素欠陥ができる．しかし，Ni の 2

倍量の Ta5+を共ドープすると結晶内でトータルの電荷が補償され，再結合中心となりうる酸素欠陥の生成が抑制される．

さらに，電荷の大きな Ta5+により局所的な電場勾配も増強される．これらの理由から，Ni と Ta を共ドープした試料は

Ni のみの場合よりも，キャリアの寿命が延びたと考えられる． 

次に，Ni-Ta を共ドープした SrTiO3の可視光応答を調べた (図 3)．その結果，430－470 nm の可視光でも過渡吸収が

観測され，光励起電子が生成することがわかった．そして，励起波長が 355 nm の場合に比べて 430，450，470 nm と

長波長の光で励起した方が光励起電子の寿命が長くなる，という現象が観測された．この結果は、紫外光より可視光の方

がより有効に利用できる可能性が有ることを示唆している． 
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図 2. Ni をドープした SrTiO3に UV パルスを照射して生成した

光励起電子による赤外吸収強度の時間変化．2000 cm-1における

変化を測定した． 

10-4

10-3

200150100500
Time / s

A
bs

or
ba

nc
e

SrTiO3

Ni-Ta doped

Ni doped

0 100 200 300 400 500
Time / s

0.2

0.4

0.6
0.8

1

No
rm

al
ize

d
a

bs
or

ba
nc

e

Excited by 470 nm
430 nm
450 nm

355 nm

図 3. Ni-Ta を共ドープした SrTiO3における光励起電子の再結合

速度の励起波長依存性． 




