物質内電磁場増強効果による高活性へマタイト光触媒の開発
Intra field enhancement of hematite for highly efficient photocatalyst
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要旨
いわゆる赤さびであるヘマタイト(α-Fe2O3)は以下の利点により，光触媒ナノ材料として期待される。
すなわち， (1) 可視光吸収可能（バンドギャップ 約 2.1 eV）, (2) 熱力学的・化学的安定性，(3)
低コスト である。一方で，低光吸収度，および短キャリア拡散距離による低い変換効率が高効率化
への課題である。本研究では，ヘマタイト材料内の電磁場増強の実現，およびその光触媒活性との
相関の解明を目指した。具体的には 4 種類の形状のヘマタイトを合成し，その物質内電場増強度を
理論解析した。また実験系にて，光触媒性能と増強度との関係を調査し議論した。本研究の成果は，
光触媒活性へのメカニズム考察，および高効率化にむけて新たな材料設計指針を提案する。
1. はじめに
光触媒は(1) 水素発生，(2) 抗菌・殺菌作用，

を工夫（例：薄層構造，量子ドット構造など）

(3) 光化学合成 などの応用性により，その発

し，再結合確率を低下させることである[2-4]。

見依頼，今日に至るまで大変精力的に研究が行

これらの工夫により種々のパラメーターが改

われている[1]。動力源の光の中でも，可視光は

善され，一定の成果が報告されている。しかし，

室内の主な光エネルギー源であり，また太陽光

実用化への更なるブレイクスルーが望まれて

の約 40 %を占める。これを活用する研究は持続

いる現状である。

可能な社会の実現において大きなテーマであ
り続けている。

本研究では，物質内電磁場増強効果に注目し
てその光触媒効果との相関関係の調査を試み

その材料候補として，いわゆる赤さびである

た。具体的には，4 種類の形状(球：Sphere, 棒

ヘマタイトは(α-Fe2O3)は以下の理由で有望で

状：Rod, 円柱：Cylinder , 多面体：Polyhedron)

ある。すなわち，(1) 可視光吸収可能，(2) 熱

のナノヘマタイトを合成し，その光触媒活性度

力学的に最安定構造，(3) 化学的安定性，(4)

を検証した。また各形状をシミュレーション上

低コスト などの利点を有する点である。その

に再現し，Finite-Difference Time-Domain (FDTD)

一方で，低光吸収性，および短キャリア拡散距

法による理論計算により材料内部の電磁場分

離による高い再結合確率の克服が高活性化へ

布増強度を計算した。これが材料内の光吸収度

の課題となっている[2]。この課題の克服のた

増強に相当すると考えた。これらの相関関係が

め，既存研究では大きく以下の 2 つのアプロー

明らかになれば,材料形状とサイズを制御する

チが行われてきた。すなわち，(1) 他材料との

ことのみで，低光吸収性の課題を克服できるこ

複合によるバンドギャップエンジニアリング

とになる。本研究により，ナノ光触媒合成の新

およびキャリア伝導度改善 (2) 形状・構造

たな設計指針を提案することとなる。

2. 実験方法

った（科学技術研究所(株)，keyFDTD）。すなわ

2.1 ナノヘマタイト合成

ち，cylinder, sphere, rod, polyhedron 形を測定し

ヘマタイトは水熱合成法を用いて合成した。合

たサイズにてモデリングソフトウェアで設計

成条件および添加物を工夫することによりそ

した。 ヘマタイトの屈折率の物性値を 2.951、

の形状を作り分けた。具体的には, 6 mmol の塩

複素屈折率の物性値を 0.413 とし，また溶媒（周

化第二鉄(FeCl3・6H2O)と 6 mmol のグリシン

囲）の屈折率を 1.33（水）とした。入射光波長

(C2H5NO2)を 45 ml の脱イオン水に投入し，十

は白色 LED のピークである 450 nm に設定した。

分に攪拌した。攪拌を続けながら，アンモニア
水(NH3・H2O)を 15 ml 加えた。rod ヘマタイト

3. 実験結果

合成時には、さらにヒドラジン水和物(N2H4・

図 1 に合成したナノヘマタイトの電子顕微鏡

H2O)を 0.5 ml 滴下した。これら作製した溶液を

(SEM)像を示す。

オートクレーブ容器にて，所定の温度、時間で
加熱することで形状を作り分けた。具体的な条
件を以下の表 1 に示す［5］。合成後，遠心分離，
洗浄処理，乾燥工程を経て，各ナノ粒子を得た。
表 1. 各ナノヘマタイトの合成条件
加熱温度
Sphere

時間

既製品を使用(高純度化学社)

polyhedron

200℃

5h

cylinder

120℃

10h

rod

140℃

10h

2.2 光触媒性能評価

図 1. 4 種類の形状のヘマタイト SEM 像

メチレンブルー水溶液(MB)の濃度変化から，
ヘマタイトの光触媒活性を評価した。すなわち

これらの SEM 像より，合成条件の微修正によ

濃度 1×10-5 mol/l の MB を 100 ml にヘマタイト

り形状を作り分けられていることが確認され

を 50 mg，および 35%過酸化水素水 0.5 ml を投

た。これらのサイズ分布をヒストグラムにより

入した。色素とヘマタイトとの吸着平衡をとる

確認したところ，すなわち，rod：71±14 nm,

ため，暗所で 10 分間攪拌し続けた。その後，可

Sylinder: 190±40 nm, Polyhedron: 187±37 nm,

視光(白色 LED:強度 20 mJ/cm2)を照射した。一

Sphere: 147±28 nm と確認された（図 2）
。
また，

定照射時間毎に分散液を取り出し，遠心分離後， 合成したサンプルについてフーリエ変換型赤
外分光(FT-IR)を用い，解析を行った(図 3)。全て
MB 上澄み液を紫外可視分光光度計で測定し，
吸光度から濃度変化を評価した。

の合成したヘマタイトにおいて，特徴的な Fe-O
振動バンドが 440, 520 cm-1 に観測された。また，

2.3 物質内電磁場増強度の理論計算

水熱合成の過程で表面に残存している水分子

材料内の物質内電磁場増強度は，実験系と同

が確認された（3362, 1633, 1344, 914 cm-1）。この

様の条件を設定し，FDTD 法にて理論計算を行

傾向はすべての合成へマタイトにおいて同様

であった。次に SEM により観測されたサイズ・
形状よりモデル作製を用い，FDTD 法にて各ヘ
マタイトの物質内電磁場増強度をコンピュー
ター上で理論計算した。
その結果を図 4 に示す。
各構造の中心位置においての xz 平面での断面
計算結果を示した。材料が存在している場合の
電場分布を E2, ない場合の電場分布を E02 とし，
増強度 EF=(E/E0)2 として，カラーバーにてその
強度分布を示している。各構造にて，物質内に
一定の光強度分布が見られる。これらは材料内
での光吸収増強に相当すると考えられる。また，
Polyhedron ,Cylinder 形では，その表面近傍にお
いても強い強度分布が確認される。この強度分
布は表面での色素分布分解にも関与している

図 3. 合成ヘマタイトの FTIR スペクトル
ことが考えられる（後述）。図 5 に光触媒実験で
の MB 色素濃度の光照射による経時変化(C:MB
濃度，C0:MB 初期濃度)を示した。この結果より，
形状の変化により，その活性度が異なっている
こ と が分 かる 。こ のグラ フ プロ ファ イル を
exponential fitting を以下の式に基づき行い，比
例定数に相当する k:反応速度定数を算出した。
(

𝐶
) = 𝐴exp(−𝑘𝑡)
𝐶0

(1)

𝐶
) = 𝑘𝑡 + 𝑙𝑛𝐴
𝐶0

(2)

ln (

解 析 の 結 果 ， 各 反 応 速 度 定 数 k は Sphere:
0.0013/min,

Rod:

0.0055/min,

Polyhedron:

0.017/min, Cylinder: 0.019/min となった。この半
速度定数を，ヘマタイトの密度(5.24 g/cm3)，お
よび各体積を考慮して，単位個数あたりの反応
速度定数に算出しなおした。また，図 4 で理論
計算した物質内増強度の数値を積分し，相関関
係を調べた。その結果を図 6 に示す。この結果，
理論計算で得られた光吸収度の値と，個数あた
りの反応速度定数には指数関数的な対応関係
が見られた。またその反応速度差は最大で約 74
倍（Cylinder: 4.32/min count, Rod: 0.058/min count）
となった。このことは，サイズ・形状を適切に

図 2. 各ヘマタイトのサイズ分布ヒストグラム

設計し，光吸収性を向上させることが，光触媒
性能にとって肝要であるといえる。また特に，

られる。すなわち表面において起こる分解反応
を促進する効果があることが想定される。これ
までの結果により，以下の光触媒設指針が提案
できる。(1) FDTD 法にて理論計算を行い，電磁
場強度分布を計算することにより，適切なサイ
ズ・形状を探索する。(2) 最適構造を目指してヘ
マタイト合成をする。 また，関連報告として，
特定の結晶面が高い表面エネルギーをもち，こ
れが分解反応に寄与するとも報告されている
[2-5]。本研究で得られた研究成果はこれらの結
図 4. 各ヘマタイトの FDTD 計算結果

果とおおよそ一致するものであった。すなわち，
本研究の成果により，材料表面エネルギーのみ
ならず，形状による光吸収プロファイルも同様
に触媒活性にとって重要であることが分かっ
た。これら二つの要素の協奏的な効果がある事
が推察される。

図 6. 反応速度定数と物資内増強度の関係

4. まとめ
本研究では水熱合成法を用い 4 種類の形状
図 5. 光触媒実験結果 (a) 分解による
MB 濃度の変化，(b) kinetic カーブ解析

(Sphere, Rod, Polyhedron, Cylinder)のナノヘマタ
イトを合成した。これらの形状・サイズを考慮
し，単位個数あたりの分解反応速度定数を算出

Cylinder, Polyhedron 形にて特に良い分解効率が

した。その結果，最大で約 74 倍の分解速度差が

見られたのは，図 4 に示されたように，表面近

観測された。これを考察するため，実験と同じ

傍での高い電場分布に起因するのではと考え

状況にて理論計算(FDTD 法)を行い，各形状で

の物質内増強度を算出した。その結果，単位個
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