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INTRODUCTION 

液中レーザーアブレーション法は、気相法等に
比べ真空系や冷却系等の装置を必要とせず、より簡
便で低コストのナノ粒子生成法として知られる。こ
のことから近年、この手法を用いて金属や金属酸化
物、有機化合物等、様々な材料のナノ粒子生成研究
が数多く行われるようになってきた。しかし一方で
レーザー光を発振させるには大きな電力を要するた
め、作成したナノ粒子の応用先は表面加工や医学応
用等、高付加価値のものに限られるという側面もあ
る。これに対し当研究所では、太陽光を励起エネル
ギー源とした太陽エネルギーレーザーの開発を行っ
ており、このレーザーを水素生産等のエネルギー関
連分野へ応用することを目標としている。水素生産
技術に関する研究は国内外で行われ、水との反応性
が高い金属（活性金属）を用いて水を直接還元して
水素を得る手法は早くから注目されてきた。しかし
これらの手法では、反応効率を上げるため金属を微
細化（ナノ粒子化）する必要があること、水と反応
した金属酸化物を再利用するためには、水素等によ
り金属酸化物を再還元しなければならない等の問題
点もある。これに対し、レーザーアブレーション法
を応用して金属酸化物の還元とナノ粒子化を一段階
で行うことができれば、これらの問題点を解決でき
る可能性がある。ただし、液中レーザーアブレーシ
ョン法では溶媒として水が用いられることが多く、
この場合一旦生成した金属粒子が水との反応により
再酸化されることが予想される。これに対して、近
年溶媒として酸化力の弱い有機溶媒を用いる手法が
検討されている。川崎ら 1)はアセトンを用いて酸化
銀や酸化銅粒子の還元とナノ粒子化を行い、粒径
10nm 付近の銀および銅ナノ粒子の生成に成功して
いる。本研究では、水素発生源となる金属として鉄
を選択し、ナノ秒パルスレーザーを用いた液中レー
ザーアブレーション法による酸化鉄の還元、ナノ粒
子化実験と生成物の物性評価を行った結果について
報告する。また生成物を用いた水素生成実験結果に
ついても報告する。 

MATERIALS AND METHODS 

鉄の酸化物には酸化第二鉄（Fe2O3）、四酸化三
鉄（Fe3O4）、酸化第一鉄（FeO）の 3 種があり、結
晶構造を考慮するとその種類は多い。Fe3O4は赤色を
呈し、四酸化三鉄は黒色、酸化第一鉄は黒色である

が金属光沢を持つといった特徴を持つ。鉄は銀白色
（灰色）であり、レーザー照射時の鉄の酸化状態の
変化を目視で確認できる。液中レーザーアブレーシ
ョン実験図を Fig.1 に示す。反応槽には底部が円錐
状となっている梨型フラスコを用いた。酸化鉄試料
と溶媒を入れた後アルゴン置換を行い、その底部か
らレーザー光を打ち上げる方式である。この方式で
は、粒径の大きな酸化鉄粉末はフラスコの底部に沈
殿するためレーザー光を酸化鉄試料に直接照射でき
る、照射により微細化した試料は溶媒内に分散する
が、溶媒の熱対流により撹拌と同様の効果が得られ
る等の利点がある。またフラスコの容積を大きくす
ることで酸化鉄の重量を増やすことができ、生成効
率を増大させることが可能である。酸化鉄試料には、
粒径 45μm（325 mesh）の粉末状酸化第二鉄（Fe2O3、
純度＞98%（キシダ化学））を用いた。溶媒にはアセ
トン（分光分析用 純度 >99%、和光純薬）を用い
た。レーザー光源にはナノ秒パルス YAG レーザー
（Surelite II (コンティニュアム社)、波長 1064nm、パ
ルス幅 8ns（FWHM）、光径 6mmφ、強度<300mJ/pulse、
繰り返し周波数 10Hz）を使用した。粒径分布測定に
は動的光散乱式粒径分布測定装置（LB-550、
HORIBA）を使用した。走査型電子顕微鏡（SEM）
観測には FE-SEM（JSM-6340F、日本電子）を使用
した。 

RESULTS AND DISCUSSION 

Fig. 2に、Fe2O3/アセトン試料（5mg/30ml）の照
射前、およびレーザー照射（ 1064nm,1W(100mJ 
/pulse)）を 15分行った後の写真を示す。照射前の懸 

  Fig.1 Experimental set up for laser ablation in liquid. 
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濁液試料は Fe2O3により赤色を呈するが、レーザー
照射後は黒色化し、その効率は 20mg/h であった。
またレーザー波長を 532nm（第二高調波、1W (100mJ 
/pulse) ）に変更し実験を行ったところ、その効率は
基本波を用いた場合に比べ約 6 倍（120mg/h）に増
大した。また照射後の試料を遠心分離すると、一部
銀白色を呈する粒子が堆積した。このことから試料
は Feまで還元が進行している可能性がある。 

Fig. 2 Pictures of Fe2O3/Acetone samples (a)before、
(b)after laser irradiation. 

  実験後の生成物の物性評価のため、レーザー照
射後の試料の粒径分布測定を行った。その結果、平
均粒子径は 25.3nm で、10~500nm の粒径分布が得
られた。また試料を乾燥後 SEM により観測したと
ころ、粒径 20~100nm近辺のナノ粒子が観測された
（Fig. 3）。一方で、試料の一部は数 10nm 径のナノ
粒子同士が凝集し、粒径 1µm程度の 2次粒子を形成
することも分かった。これらの結果から、レーザー
照射による酸化鉄のナノ粒子化が確認できたが、ア
セトン中においてもナノ粒子間の凝集は起こりうる
ことが分かった。次に電子線マイクロアナライザ
（EPMA）により生成物表面の組成を観測した。そ
の結果、Feと Oの平均の存在比は化学量論比（モル
比）で Fe:O＝53.6:47.4（約 1:1）であった。Fe2O3の
組成比（Fe:O＝１:1.5）に比べ酸化数が低下しており、
Fe2O3が還元され Fe あるいは Fe3O4、FeO が生成す
ることが分かった。 

Fig.3 SEM image of iron (oxide) nanoparticles generated 
by laser ablation in liquids. 

  実験で得られた生成物の水素発生能について検
討するため、水素発生装置を作成して実験を行った。
実験図を Fig. 4に示す。装置内に試料を入れ、水（水
蒸気）を装置内に通して水を直接還元する。装置内
部にはスチールウールを配して粒子の流出を防いだ。
また常温では鉄ナノ粒子と水との反応性が低いため、

装置全体をホットプレートにより加熱した。水の還
元により生成する水素は水上置換法により回収、そ
の容積を測定した。Fig. 5に、Fe2O3/アセトン試料レ
ーザー照射（1064nm,1W(100mJ/pulse), 15min.）して
作成した試料 70mgを用い、反応温度 673Kで実験を
行った結果を示す。水を 25ml 注入した時点で気体
発生は停止し、全体で 25mlの気体が生成した。Fe2O3
の全てが Feに還元されたと仮定すると、水の還元で
生成する水素量は 26.1mlで、実験値は理想値と比較
して 96%の気体発生量があることがわかった。この
ことから作成した試料の組成は鉄が主であり、また
ナノ粒子化したことにより効率良く水素発生が起こ
る可能性が高い。しかし、試料は黒色を呈しており
FeO あるいは Fe3O4もある程度含まれると考えられ、
また溶媒との反応による炭化物の存在の有無につい
ても明確ではない。今後発生気体の分析等を進め、
より定量的な検討を行う。 

Fig. 4 Experimental set up for hydrogen production. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 5 Generated hydrogen using Fe2O3 after laser 
ablation. 

CONCLUSION 

本研究では、有機溶媒を用いた液中レーザーア
ブレーション法を用いて酸化第二鉄（Fe2O3）の還元、
ナノ粒子化実験と生成物の物性評価を行った。その
結果 Fe2O3の還元により Fe あるいは Fe3O4、FeO の
ナノ粒子が生成することを確認した。また生成物を
用いた水素発生実験から、生成物の組成は鉄（Fe）
が主であり、ナノ粒子化することにより効率良く水
素発生する可能性が高いことが分かった。一方、ナ
ノ粒子の酸化状態の詳細や有機溶媒との反応性等明
確ではない点あり、今後組成および構造分析、発生
気体の分析等を含めより詳細に検討を進めていく。 

REFERENCES 

 [1] M. Kawasaki, M, Nishimura, J. Phys. Chem. C,          
    112,15647 (2008).  
 

(a)                      (b) 

         

1W 
15min. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25 30
Water (mL)

V
o

lu
m

e
 o

f 
g

e
n

e
ra

g
e

d
 h

y
d

ro
g

e
n

 (
m

L
)

Ideal volume 26.1 (mL)

673K

Fe
2
O

3
 70mg

5mg x14 times

 

 

100nm 


