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研究成果の概要（和文）：塩化カルシウム溶融塩中、還元剤金属カルシウムを用いた無電解還元法により、電解コンデ
ンサ用チタン-ジルコニウムマイクロポーラス合金を試作した。酸化物の還元速度は、用いた酸化物粒子径の減少とと
もに増大した。これに伴い、還元金属中に含まれる不純物酸素濃度も減少した。最適な条件を用いて無電解還元を行う
ことにより、低不純物酸素濃度・高比表面積を持つマイクロポーラスチタン-ジルコニウム合金を作製することができ
た。

研究成果の概要（英文）：A metallic titanium and zirconium alloy particles for electrolytic capacitor 
applications was produced by electroless reduction with a calcium reductant in calcium chloride molten 
salt. The reduction rate of oxide was observed to increase with decreasing particle size; accordingly, 
the residual oxygen content in the reduced titanium decreases. A micro-porous Ti-Zr alloy with low oxygen 
content and large surface area was successfully fabricated by electroless reduction under optimal 
conditions.

研究分野： 電気化学、表面化学、微細加工
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１．研究開始当初の背景 
 チタン（Ti）の酸化物は高い誘電率を持つ
ため、Ti のアノード酸化皮膜を電解コンデン
サ用の誘電体として応用するための研究開
発が活発に行われてきた。しかしながら、ア
ノード酸化の初期に酸化皮膜が結晶化して
酸素ガス発生を伴いながら成長するため、欠
陥部の無い良好なアノード酸化皮膜を得る
ことは困難であった。Ti 系電解コンデンサは
21 世紀の今なお実現していない。一方、近年、
Ti にジルコニウム（Zr）などの各種合金元素
を添加してアノード酸化を行うことにより、
アノード酸化において生成する酸化皮膜の
結晶化を抑制し、欠陥部の少ないアノード酸
化皮膜が形成できることが報告され、新規 Ti
系電解コンデンサ実用化へのブレークスル
ーとして期待されている。これらの研究にお
いては、Ti-Zr 合金電極をマグネトロンスパ
ッタリング法により製膜してアノード酸化
に供しているが、今後、この技術を工業的な
電解コンデンサ製造プロセスに応用するた
めには、表面積の大きな Ti-Zr 合金微粒子を
安価に製造するプロセスの開発が極めて重
要である。 
 通常、Ti、Zr およびハフニウム（Hf）の周
期表 4 族元素は、クロール法を用いて工業的
に製錬される。クロール法は、鉱石由来の酸
化物原料を塩素ガスによって塩化物とし、こ
れをマグネシウム（Mg）還元することによ
って金属とする２段階バッチプロセスから
なる。Ti 地金の価格が高い理由は、クロール
法が連続製錬のできないバッチタイプのプ
ロセスから構成されるためである。クロール
法を用いて上述の電解コンデンサ用 Ti-Zr 合
金を作製するためには、1）各酸化物の塩化、
2）Mg 還元、3）破砕、4）合金化・粉末化、
5）焼結、6）アノード酸化など、非常に多く
のプロセスが最低限必要になると予想され
る。このような複雑なプロセスは製造コスト
の上昇に反映されるため、Ti 系電解コンデン
サのための最適な合金作製法とは言いがた
い。 
 
２．研究の目的 
 本研究においては、新規な Ti 系電解コン
デンサを作製するための工学的なアプロー
チとして、Ti および Zr の酸化物粉末を金属
カルシウム（Ca）により直接還元して合金微
粒子を得る、シンプルなプロセスの開発に挑
戦した。溶融塩中における酸化物の Ca 還元
挙動を詳細に検討するとともに、酸化物粒子
の微細化によって表面積の大きな Ti-Zr マイ
クロポーラス合金を作製することを試み、こ
の還元法を、新規な電解コンデンサを作製す
るための電極材料製造法として提案した。 
 
３．研究の方法 
 図 1 は、本研究に用いた Ca 還元装置の模
式図を示している。試料として、a）酸化物
原料である TiO2、ZrO2、およびそれらの混

合物、b）溶融塩である無水 CaCl2、還元剤
である金属 Ca 粒の 3 種類を用いた。工業用
純 Ti ビーカー中に上述の a）〜c）を投入し
たのち、Ti ビーカーを SUS316L 製ステンレ
ス反応容器中に封入した。ステンレス容器を
電気炉内に設置したのちに真空とし、873 K
の脱水処理を 10 min 行った。脱水処理のの
ち、電気炉内をアルゴン Ar 雰囲気（大気圧）
とし、1173 K の酸化物還元を種々の時間行
った。還元においては、酸化物の還元に必要
な Ca の理論化学当量を e = 100 %と定義し、
投入 Ca 量を 100〜400 %に調整した。Ca 還
元ののち、Ti ビーカー中の凝固塩を水洗およ
び酸洗することにより、還元試料を分離・回
収した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 Ca 還元装置の模式図 
 
 還元試料の酸素濃度分析および X 線回折
（XRD）を行い、酸化物還元の程度を評価す
るとともに、還元試料の表面および断面を走
査型電子顕微鏡（SEM）により観察した。
Ti-Zr 合金試料の場合には、生成した合金の
元素濃度マッピング分析を電子線プローブ
微小分析（EPMA）により行った。また、還
元試料の表面積を BET 法により測定した。 
 
４．研究成果 
 図 2 は、ZrO2粉末、CaCl2および金属 Ca
を Tiビーカー中に投入して 1173 Kの還元を
1 h 行ったさいの、還元試料の SEM 写真を
示している。e = 100 %においては（図 2b）、
ZrO2 は完全に還元されず、低級酸化物 Zr3O
および複合酸化物 CaZrO3が生成した。これ
は、溶融状態にある金属 Ca の蒸気圧が高い
ために一部が揮発・飛散したこと、および Ti
ビーカーやステンレス容器表面の酸化物還
元に消費されたためと考えられる。一方、還
元剤Caの増大によってZrO2は完全に還元さ
れ、金属 Zr 相が生成した（図 2c および 2d）。
生成した Zr は微量の酸素を固溶しており、
その酸素固溶量は還元剤 Ca 量および還元時
間の増大とともに減少した。生成した金属 Zr
相は、直径数 100 nm〜数 µm程度の粒子が
焼結したマイクロポーラス構造を持つこと
がわかった。一方、e = 300 %以上の過剰な
Ca 量を用いた Ca 還元の場合には、Zr 中の



酸素固溶量が逆に増大することがわかった。
TiO2還元の場合にも ZrO2とほぼ同様の実験
結果が得られた。以上の実験結果より、TiO2

および ZrO2を Ca 還元するためには、やや過
剰量の Ca 還元剤を投入することが最適であ
ると結論づけられた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 ZrO2酸化物粉末および還元試料の表面
SEM 写真 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 生成した Ti-Zr マイクロポーラス合金
の断面 SEM 写真 
 
 TiO2-ZrO2 混合粉末を用いて同様の Ca 還
元を行うと、マイクロポーラス構造を持つ
Ti-Zr 合金が生成した。Ti および Zr の濃度分
布は、Ca還元時間が長いほど均一になった。
これは、高温の溶融塩中で各元素が相互拡散

して均一化したためである。一方、還元時間
の増大により、生成した合金の焼結が進行し、
ポーラス構造の表面積が減少することがわ
かった。図３は、TiO2-ZrO2 混合粉末を e = 
200 %の条件で2 h還元した試料の断面SEM
写真を示している。複雑な形状を持つ Ti-Zr
合金が生成している様子が観察されるが、エ
ポキシ樹脂はポーラス構造の内部までしっ
かりと浸透しており、表面から内部まで連続
したポーラス構造であることがわかる。得ら
れたTi-Zr合金の酸素濃度は0.20 wt%と低く、
電解コンデンサの電極材料として十分利用
できると予想される。 
 酸化物原料の平均粒子径をマイクロメー
トルオーダーからサブミクロン、さらに 10 
nm 程度まで小さくしたものを用いて同様の
Ca 還元を行うと、酸化物粒子が微細なほど
還元速度が増大し、得られた還元金属中の酸
素濃度が低くなることがわかった（図 4）。す
なわち、ナノ酸化物粒子を用いて Ca 還元を
行うことにより、低酸素濃度のポーラス金属
を高速で生成することができる。これは、Ca
還元の反応表面積が増大したためと考えら
れる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4 マイクロ、サブミクロンおよびナノ粒
子を用いて Ca 還元を行ったさいの、還元金
属中の酸素濃度変化 
 
 一方、Ca 還元により一度金属相が生成し
てしまうと、高温の溶融塩中においてただち
に金属同士の焼結が進行するため、生成する
金属のポーラス形状は、酸化物粒子のサイズ
によらずほぼ一定となることがわかった。 
 以上、ナノサイズの TiO2-ZrO2混合粉末を
Ca 還元することにより、組成均一性に優れ
た Ti-Zr マイクロポーラス合金を作製するこ
とができた。本研究において開発したプロセ
スは、混合した酸化物粉末を直接金属に還元
し、「1 プロセス」で表面積の大きな Ti-Zr 合
金を形成できることに大きな特徴を持つ。作
製したマイクロポーラス合金をアノード酸
化して表面に良好な誘電特性を持つ複合ア
ノード酸化皮膜を化成することにより、高い
電気容量を持つ新規な Ti-Zr 電解コンデンサ
として応用することができる。結論として、



本研究において見いだされた合金還元プロ
セスは、高い電気容量を持つ新規な Ti-Zr 電
解コンデンサ電極材料製造法として工業的
に応用できる。 
 
 
５．主な発表論文等 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
 
〔雑誌論文〕（計 2 件） 
1） Tatsuya Kikuchi, Masumi Yoshida, Shiki 

Matsuura, Shungo Natsui, Etsuji Tsuji, 
Hiroki Habazaki, Ryosuke O. Suzuki, Rapid 
reduction of titanium dioxide nano-particles 
by reduction with a calcium reductant, 
Journal of Physics and Chemistry of Solids, 
査読有, 75, 1041-1048 (2014) 
DOI: 10.1016/j.jpcs.2014.04.016 

2） Tatsuya Kikuchi, Masumi Yoshida, Yoshiaki 
Taguchi, Hiroki Habazaki, Ryosuke O. 
Suzuki, Fabrication of a Micro-Porous Ti-Zr 
Alloy by Electroless Reduction with a 
Calcium Reductant for Electrolytic Capacitor 
Applications, Journal of Alloys and 
Compounds, 586, 査読有, 148-154 (2014) 
DOI: 10.1016/j.jallcom.2013.10.052 

 
〔学会発表〕（計 5 件） 
 
1） 菊地竜也、カルシウム還元を用いた電解

コンデンサ用マイクロポーラス合金の作
製（招待講演）、2014 年電気化学秋期大
会、2014 年 9月 28 日、北海道大学（北海
道札幌市） 

2） 吉田雅純、チタニアナノ粒子のカルシウ
ム還元によるポーラスチタンの作製、第
30 回 ARS 弘前コンファレンス、2013 年 11
月 7 日、弘前パークホテル（青森県弘前
市） 

3） 吉田雅純、チタニアナノ微粒子の Ca 還元
によるポーラスチタンの作製、日本金属
学会第 153 回講演大会、2013 年 9 月 19
日、金沢大学（石川県金沢市） 

4） 石田龍馬、ジルコニアナノ粒子のカルシ
ウム還元挙動、日本金属学会第 153 回講
演大会、2013 年 9月 17 日、金沢大学（石
川県金沢市） 

5） 石田龍馬、マイクロ・ナノジルコニア粒
子のカルシウム還元、日本金属学会・日
本鉄鋼協会両北海道支部合同夏季サマー
セッション、2013 年 7月 26 日、室蘭工業
大学（北海道室蘭市） 

 
６．研究組織 
(1)研究代表者 
 菊地 竜也（KIKUCHI TATSUYA） 

北海道大学・大学院工学研究院・准教授 
 研究者番号：６０３７４５８４ 
 


