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Titanium sub-oxide was synthesized from three types titanium-dioxide which has a rutile structure or an
anatase structure, ultrafine particles. In this study, the chemical reduction process using a sodium borohydride
was employed in order to develop of new synthesis method with the low cost and the high versatility. After
the chemical reduction process, all samples were colored to black from white. Thus, the oxygen vacancy site
may be introduced to all samples. In this time, rutile type and anatse type titanium dioxides were kept their
crystal structures. On the other hand, ultrafine particle of titanium dioxide changed to rutile structure.

１．緒言
現在，酸化チタンは白色顔料への利用に始まり，脱硝触媒用担体，イオン交換吸着材，紫外線吸収剤，プラスチックの
補強材，光触媒など多岐に渡る用途にて既に利用させている．これらの用途での機能向上および既存の用途以外への更な
る応用展開を目的とし，近年，還元性酸化チタンが注目を集めている．還元性酸化チタンは，酸素欠損サイトの存在によ
り，通常の白色酸化チタンと異なり，黒色を呈しており電気伝導性にも優れている．また，バンドギャップもドナー準位
が形成されるため通常の白色酸化チタンと比べて狭い．加えて，通常の白色酸化チタンと同様に化学的安定性に優れてい
る．このため，水分解反応の光触媒および固体高分子形燃料電池用の非貴金属系触媒や触媒担体，リチウムイオン二次電
池の電極材料などへの応用利用を目的とした研究開発が行われている．一般的な還元性酸化チタンの作製法は，水素雰囲
気下における熱処理または強力な還元剤を用いた化学還元，強力な UV レーザの使用が求められる．このため，形態の制
御が難しく，均質な還元性酸化チタンを大量に合成することが難しい．更なる高機能化による酸化チタンの利用用途の拡
充を促す意味では，低コストかつ汎用性を有する還元性酸化チタンの新規合成手法の開発が重要な検討な項目の１つであ
る．この解決策の１つとして，近年，酸化チタンをトポタクティクスに還元する手法(1)が報告され注目を集めた．他方で，
水分解反応の光触媒としてアナターゼ構造を維持したままの還元性酸化チタン(2)やルチル構造を有する還元性酸化チタ
ン(3)も報告されている．これらが注目を集めた理由として，還元性酸化チタンにおいても，形態および結晶構造を制御す
ることが可能となることが挙げられる．しかしながら，これら既報の手法では各合成手法に対して特定の結晶構造のみ合
成され汎用性に乏しい．一方で，これら報告の注目の高さから判断すると，安価な手法での還元性酸化チタンの形態およ
び結晶構造の制御法の確立が望まれていると言える．そこで，本研究では，市販の三種類の酸化チタンを出発物質とした
化学還元法を用いた簡便かつ安価な手法にて還元性酸化チタンの合成を目的とした．

２．実験手順
市販のルチル型(和光純薬工業㈱；~5 µm, 99.9%)およびアナターゼ型(Sigma Aldrich Corporation；~325 mesh, ≥99%)，超
微粒子状(石原産業㈱；ST-01，~7 nm，300 m2 g−1)の酸化チタンを出発物質とした．市販の酸化チタンに酸素欠損サイトを
導入させるため還元剤として水素化ホウ素ナトリウムを用いた．重量比 1：8 の割合で酸化チタンと水素化ホウ素ナトリ
ウムを窒素雰囲気下にて 30 分間混合した後，坩堝に移して蒸留水を加え，蓋をした状態で窒素雰囲気下から取り出した．
その後，大気中にて 100℃で 1 時間保持し，所定の温度まで昇温し 12 時間焼成を行なった．焼成後に蒸留水で洗浄し，
残留ナトリウムを除去した．乾燥後に得られた粉末を評価試料とした．

３．結果と考察
水素化ホウ素ナトリウムを用いた化学還元処理を行なうことで，ルチル型およびアナターゼ型，超微粒子の三種類全て
の TiO2 において黒色化が確認された．一般に TiO2 に酸素欠損サイトが導入されると黒色を呈することが知られているた
め，三種類の TiO2 にも酸素欠損サイトが導入されたと考えられる．加えて，紫外-可視領域における拡散反射スペクトル
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から，バンドギャップを見積もると化学還元処理によりバンドギャ
ップエネルギーが小さくなっていた．これは，酸素欠損サイトが導
入されることで，ドナー準位が形成されバンドギャップエネルギー
が減少したと考えられる．化学還元処理前後における長距離間秩序
を XRD により調査した（図 1）．ルチル型 TiO2 およびアナターゼ
型 TiO2 では，化学還元処理後においても明らかに出発物質の結晶
構造を維持していた．しかしながら，ピーク強度はルチル型 TiO2
およびアナターゼ型 TiO2 ともに減少しており，化学還元処理を行
なうことで長距離間秩序が低下することが示唆された．また，ピー
ク強度の減少率は，アナターゼ型 TiO2 の方が大きい．他方，超微
粒子である ST-01 では，化学還元処理を行なうと長距離間秩序が失
われ明確な回折ピークを観察することが出来なかった．さらに，中
長距離間秩序に化学還元処理が与える影響をラマン分光法により
調査した（図 2）．ただし，超微粒子 TiO2 である ST-01 を測定する
際に異なるレーザ強度を用いたため，本報告では強度の議論は行な
えない．XRD の結果と同様に，ルチル型 TiO2 およびアナターゼ型
TiO2 では，出発物質と同じ結晶系であることが示された。しかし，
超微粒子状の TiO2 である ST-01 では出発物質がアナターゼ構造で
あるにも関わらず，化学還元処理後にはルチル構造へと相転移して
いることが示された．XRD およびラマン分光の結果から，最安定
構造のルチル型 TiO2 の方が，酸素欠損サイト導入後も結晶構造を
維持し易く，アナターゼ構造では粒径が小さい場合にルチル構造に

図 １．化学還元処理前後におけるルチル型 TiO2 および

相転移することが示唆された．

アナターゼ型 TiO2，超微粒子 TiO2 の XRD パターン．

酸素欠損サイト導入前後の酸素還元反応に対する触媒能を電気化学的手法により比較すると，酸素欠損サイトの存在に
より触媒能が向上することが確認された．

４．まとめ
市販品の三種類の酸化チタン(ルチル型構造およびアナターゼ型構造，超微粒子状)を出発物質として水素化ホウ素ナト
リウムを還元剤とした化学還元法を実施した．その結果，ルチル型構造およびアナターゼ型構造では，酸素欠損サイトを
導入後にも出発物質の結晶構造を維持していた．今後，還元処理条件の最適化を行ない酸素欠損量の制御を目指したい．
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図 ２．化学還元処理前後におけるルチル型 TiO2 (A)およびアナターゼ型 TiO2 (B)，超微粒子 TiO2 (C)のラマンスペクトル．

