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要旨 

高い反応効率をもつ炭素被覆 TiO2 を作製するため、フルフリルアルコールを蒸気重合させることによって、酸

化チタン粒子の周りに厚みの均一な炭素層を被覆させた。また、重合反応の前駆溶液に界面活性剤を添加するこ

とによって、界面活性剤の分解による炭素層のナノポーラス化を試みた。SEM 観察および TG 測定より、約 2 

wt％炭素層が TiO2の周りに被覆されたことが分かった。XRD 測定より、炭素被覆による TiO2の結晶構造の変

化も見られなかった。 

In order to produce carbon-coated TiO2 with high reaction efficiency, a carbon layer with a uniform thickness is 

coated around the titanium oxide particles by performing a vapor phase polymerization by furfural alcohol. In 

addition, by introducing a surfactant to the precursor solution of the polymerization reaction, an attempt was made 

to enable the carbon layer to be nanoporous by decomposing the surfactant. From SEM observation and TG 

measurement, it was found that about 2wt% carbon layer was coated around TiO2. XRD measurement shows that 

nothing changed in the crystal structure of TiO2 due to the carbon coating. 

 

１ はじめに 

光触媒は、家電製品、日用品、車両、水処理に至る

まで非常に幅広い分野で活躍している。しかし紫外線

を浴びることでしか触媒として機能しないため反応

効率が悪いという欠点を持つ。近年、炭素材料との複

合による触媒性能の向上を目的に様々な研究が報告

されている[1]。炭素層の堆積には、水熱プロセスがよ

く使用されているが、炭素層の厚さおよび均一性を制

御することができず、炭素層による表面積の増大、電

荷輸送能力の向上が制限されている。より高い反応効

率をもつ炭素被覆TiO2を作製するため、本研究では、

フルフリルアルコールを蒸気重合させることによっ

て、酸化チタン粒子の周りに厚みの均一な炭素層を被

覆させた。また、界面活性剤を含む前駆溶液を使用し、

界面活性剤の分解による炭素層のナノポーラス化を

試みた（図 1）。 

２ 実験方法 

 界面活性剤（テトラプロピルアンモニウムブロミ

ド:TPABr）、H2O、EtOH、H2SO4をモル比 1：200：

100：1.8 で前駆溶液を調製した。この溶液 1ml を TiO2

粉末（P25）0.25ｇに滴下し、溶液を粉末に浸漬した。

得られた試料と 0.5ml のフルフリルアルコール（FA）

を混ざらないように密閉容器（簡易型オートクレーブ）

の中に置き、120℃で蒸気重合させた。得られた試料を

90℃，24ｈ乾燥させた後、アルミナボードに入れ、電

気炉を用いて窒素雰囲気下で 2ｈ焼成を行った。重合

時間 1h および焼成温度 600℃の試料をNP1, 重合時

間 2ｈおよび焼成温度 800℃の試料を NP2 と称した。

粉末 X 線解析（XRD）および走査電子顕微鏡(SEM)を

用い、試料の結晶構造と表面構造の評価を行った。TG

測定より、炭素被覆層の質量を求めた。 

図 1. 本研究の合成手法 



3 結果と考察 

図 2 に試料 P25 および NP１の写真および SEM 像

を示す。原料として用いた P25 は白色であり、作製し

た炭素被覆 P25 は黒色に変色した。試料の色が均一で

あるため、炭素も均一的に存在していると考えられる。

SEM 像より、炭素被覆の試料 NP１は原料の P25 よ

り、少し凝集したように見える。これは樹脂の重合お

よびその後の炭素の被覆による凝集であると考えら

える。また、P25 と NP１の粒子径がほぼ同じである

ことより、被覆された炭素の厚みがかなり薄いと推測

できる。 

 

 

被覆した炭素の量を調べるため、試料を空気雰囲気

で 800℃まで TG 測定を行った。その結果を図 3 に示

す。200℃から 400℃にかけての緩い質量減少は P25

による減少と予想される。また 300℃から 500℃にか

けての急な質量減少は、大気中の酸素と試料に含まれ

る炭素との燃焼反応による減少と考えられる。炭素の

燃焼による重量減少より、NP1 の炭素被覆量が約 1.5 

wt％、NP2 の炭素被覆量が約 2.5 wt％であることが分

かった。重合時間の長い NP2 が炭素量も多いことか

ら、重合時間による炭素被覆量または被覆膜の厚みの

制御が可能であると考えられる。 

試料の XRD パターンを図 4 に示す。すべての試料

において、少しルチル相が見えたがほとんどアナター

ゼ相であることが分かった。炭素被覆および焼成温度

による結晶構造の変化は見られなかった。 

 

 

4 まとめ 

 フルフリルアルコールを蒸気重合および炭化させ

ることによって、炭素被覆 TiO2を作製した。SEM 観

察および TG 測定より、約 2 wt％炭素層が TiO2の周

りに被覆されたことが分かった。重合反応の前駆溶液

に界面活性剤を添加することによって、界面活性剤の

分解による炭素層のナノポーラス化を試みたが、ナノ

ポーラスの形成を確認するため、窒素吸着による比表

面積の測定が必要となる。また、XRD 測定より、炭素

被覆による TiO2 の結晶構造の変化も見られず、TiO2

の触媒性能の向上が期待できる。 
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図 4. 試料の XRD パターン 

図 2. 試料の写真および SEM 像 

図２.試料の TG 測定 
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図 3. 試料の TG 測定結果 


