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（ 続紙 １ ）                             

京都大学 博士（ 人間・環境学 ） 氏名 浪花 晋平 

論文題目 
Studies on TiO2 Photocatalysis for C–C Bond Formation 
（炭素－炭素結合形成のための酸化チタン光触媒反応に関する研究） 

（論文内容の要旨） 

 環境保護の観点から，省資源・省エネルギーな有機合成反応の開発が望まれている．

有機合成反応の中でも，炭素－炭素結合形成反応は有機分子を構築する重要な反応で

あり，近年では原子効率の高い，炭素－水素結合の直接活性化を伴う直接的な炭素－

炭素結合形成反応の開発が精力的に行われている．この反応は，理論上，副生成物が

水または水素のみとなる理想的な反応であるが，現行の反応系の多くは安定な炭素－

水素結合を活性化するために化学量論量の酸化剤を用いて廃棄物を出していたり，高

温条件を必要とし多くのエネルギーを消費していたりするのが現状である．このよう

な背景のもと，近年，酸化チタンを用いた光触媒反応が注目されている．光触媒反応

は，酸化物などの半導体が光励起されることで進行する．光励起された酸化チタンの

酸化力は炭素－水素結合を直接活性化できるほど十分に強いため，反応は余計な試薬

を用いずとも常温で進行し，さらに反応の副生成物として水素ガスを得ることも可能

である．ただし、酸化チタン光触媒反応の問題点として，反応の選択性が低いことや，

紫外光照射下でしか反応が進行しないことが挙げられる．また，高い活性を持つ光触

媒を効率よく設計するためには，光触媒の構造・物性と光触媒活性の関係を理解する

必要があるが，複数の物性のそれぞれがどれだけ活性に影響を及ぼすかを定量的に議

論している例は少ない．本論文は，酸化チタン光触媒を用いた炭素－炭素結合形成反

応において，選択性の向上と可視光の利用を目指した反応の開発（第一部），及び光

触媒の構造・物性と光触媒活性の定量的関係の解明（第二部）という二つの異なる研

究の成果をまとめたもので，緒言，第一部，第二部，及び総括からなる． 

 緒言では，酸化チタン光触媒に関する研究動向，光触媒反応の原理，及び酸化チタ

ン光触媒を用いた炭素－炭素結合形成反応の特徴と課題を指摘し，第一部と第二部へ

の導入としている． 

第一部は全３章からなり，酸化チタンと吸着分子が作る表面錯合体の可視光励起を

用いた選択的炭素－炭素結合形成反応の開発を扱っている．はじめに第一部の緒言と

して，光触媒的有機変換に関する研究の動向，及び表面錯合体の光励起を用いた反応

の原理と先行研究の紹介を行っている． 

 第１章では，酸化チタンとピリジンが作る表面錯合体の可視光励起を用いること

で，ピリジンとシクロヘキサンの脱水素型クロスカップリング（DCC）反応が選択的

に進行することを示した．紫外光照射下（波長 350 nm 以上）で 33–37%であったD
CC選択率は，可視光照射下（422 nm 以上）で 95–99%に向上した．紫外可視吸収分

光法と同位体置換化合物を用いた反応試験から，紫外光照射下では酸化チタンに生じ

た正孔によってピリジンとシクロヘキサンの両分子が活性化されるのに対し，可視光



照射下ではピリジン表面錯合体の光励起によって生じるラジカルカチオンによって

シクロヘキサンを選択的に活性化できるため，選択的にDCCが進行したと結論した． 

 第２章では，酸化チタンと過酸化水素が作る表面過酸化物種の光励起が，ピリジン

のテトラヒドロフラン（THF）によるミニスキ型の官能基化反応に有効に作用するこ

とを見出した．トリフルオロ酢酸の存在下，過酸化水素を添加することで目的生成物

の収率は8倍向上し，さらに可視光（波長 420 ± 10 nm）を照射することでTHFの酸

化が抑制され，紫外光（360 ± 10 nm）を照射した場合よりも2倍の選択率（40%）で

反応が進行することを見出した．過酸化水素を追加しつつ長時間反応を行ったとこ

ろ，21時間で収率は35%に達した．種々の犠牲剤を用いた反応試験から，可視光照射

下で選択性が向上したのは，酸化チタンに生じた正孔による過酸化水素の酸化が抑制

されたためであると結論した． 

 第３章では，ピリジン表面錯合体の可視光励起を用いることでピリジンとベンゼン

のDCCが選択的に進行することを見出した．ベンゼンも酸化チタン表面上で表面錯合

体を形成することが報告されているが，表面錯合体を形成する複数の有機分子が存在

する反応系であっても，基質濃度を最適化することで選択的に反応を進行させられる

ことが本研究により示された． 

第二部は全２章からなり，特に重要な活性支配因子の候補である光触媒の比表面積

及び光励起キャリアの寿命と，光触媒活性の定量的関係の解明を試みている．はじめ

に第二部の緒言として，比表面積及びキャリア寿命についてそれらの測定手法を含め

て説明し，光触媒活性との相関に関する先行研究を紹介した後，個々の物性の影響を

定性的に議論することの問題点を述べている． 

 第４章では，時間分解可視中赤外吸収分光を用いて，比表面積がキャリアのトラッ

プ状態に与える影響を調べた．異なる比表面積（308, 143, 50 m2g−1）をもつ三つの

アナターゼ酸化チタン試料の過渡吸収スペクトルを測定することで，光励起電子は，

比表面積が大きい時には格子欠陥に捕捉されたトラップ電子として，小さい時（50 
m2g−1）には自由電子として，中程度の時にはその両方の状態で存在していることを

明らかにした． 

 第５章では，ベンゼンの脱水素型ホモカップリング反応を対象として，反応速度式

を用いた統計解析を行い，比表面積及びキャリア寿命と光触媒活性の関係を定量的に

記述するモデル式を提案した．21種類の異なるアナターゼ酸化チタン光触媒によるそ

れぞれの反応速度は，光励起キャリアの生成と再結合，及び反応基質への電荷移動の

三つの素過程のみを考慮して導かれる単純な速度式で説明することができた．この速

度式では，活性支配因子としての比表面積とキャリア寿命の関係が数式上で等価で同

様に重要なパラメータであり，この二つの因子の積が光触媒活性を決める重要なパラ

メータとなっていることを提案した． 

 最後に総括として，第１部と第２部の結論をまとめている． 
 



 

 

（続紙 ２ ）                            

 
（論文審査の結果の要旨） 

 科学技術の進歩がもたらした人口の増加と経済の成長によって，人類が地球環

境に与える影響は無視できないものになっており，環境負荷を低減する持続可能

な対策が求められている．有機化合物は日常生活用製品に多く利用されているの

で，それらの有機化合物の製造プロセスにおける環境負荷の低減が求められ，省

資源かつ省エネルギーの有機合成反応の開発が望まれている．有機合成反応の中

でも，クロスカップリング反応に代表される炭素－炭素結合形成反応は有機合成

の根幹を成す反応である．従来の反応は脱離基を必要とするため，金属塩などの

廃棄物を多く排出していたが，近年は炭素－水素結合の直接活性化を伴う原子効

率に優れたクロスカップリング反応に注目が集まっている．酸化チタン光触媒は

光エネルギーを用いることで，余計な試薬を用いなくても室温付近で直接クロス

カップリング反応を行うことができるのでとても魅力的ではあるが，現状では反

応の選択性が低い，太陽光の大部分を占める可視光を利用できないといった欠点

が挙げられる．従って，酸化チタン光触媒を用いた炭素－炭素結合形成反応を環

境調和型の合成手法として確立するには，反応選択性の向上と可視光応答性の付

与が必須である．加えて，光触媒の構造・物性と光触媒活性の相関を明らかにす

る基礎的な研究も，光触媒の設計指針を確立する上で重要と言える．特に，これ

までの物性活性相関に関する研究は個々の物性の影響を独立にかつ定性的に議論

しているものがほとんどであったが，それぞれの物性が複合的にどれだけ活性に

影響を与えるかを定量的に明らかにすることは，より具体的な設計指針を与える

ために重要である．本論文は，酸化チタンと吸着分子が作る表面錯合体の光励起

を用いることで，可視光を用いた選択的な炭素－炭素結合形成反応を達成できる

ことを示すとともに，光触媒の構造・物性と光触媒活性の定量的な相関を，反応

速度式を用いた統計解析によって明らかにしており，学術的に高く評価できる． 

本学位論文は，第一部(第１章から第３章)に表面錯合体の可視光励起を用いた

選択的炭素－炭素結合形成反応の開発，第二部(第４章，第５章)に光触媒の比表

面積及び光励起キャリア寿命と光触媒活性の定量的関係の解明に取り組んだ成果

を記述している． 

 第１章では，ピリジンと酸化チタンが作る表面錯合体の光励起を用いたシクロ

ヘキサンとの脱水素型クロスカップリング反応（DCC）を検討している．酸化チ

タンを紫外光で励起した場合には33–37%であったDCC選択率が，表面錯合体の可

視光励起を用いることで最大95–99%に向上することを示した．紫外可視吸収分光

と同位体置換化合物を用いた反応試験による反応機構解析を行うことによって，

光励起した表面錯合体によるシクロヘキサンの選択的な活性化が，本反応の選択

的な進行のために重要であることを明らかにした点が高く評価できる． 

 第２章では，過酸化水素と酸化チタンが作る表面過酸化物種の光励起を用いる



 

 

ことで，ピリジンのテトラヒドロフラン（THF）によるミニスキ型の官能基化反

応の選択性を向上させられることを示している．一般に高濃度で活性酸素種が生

成する光触媒的酸化反応は非選択的で有機合成反応に不向きとされてきたが，表

面過酸化物種の光励起を用いることで選択性を向上させられることを示した点が

高く評価できる．この成果は，光触媒を用いた新しい有機変換反応への展開につ

ながることが期待される． 

 第３章では，ピリジンとベンゼンという，ともに酸化チタンと表面錯合体を形

成しうる反応基質を用いた系で，過剰のベンゼンを用いることで選択的なDCCを

実現している．表面錯合体を形成しうる複数の分子が存在する系であっても，濃

度を最適化することで選択的に反応を進行させられることを示したことは，表面

錯合体の反応の広い適用可能性を示したという点で意義深い． 

 第４章では，時間分解可視中赤外吸収分光を用いて，アナターゼ酸化チタン粉

末の比表面積と光励起キャリアの存在状態との関係を明らかにしている．比表面

積が増加するにつれて光励起電子の格子欠陥へのトラップが促進され，キャリア

の存在状態が変化することを示している．一般に光触媒反応において，比表面積

は反応基質の吸着・反応サイト数に相関するパラメータと解釈されるが，キャリ

アの存在状態にも影響を与えることを明らかにした点が高く評価できる． 

 第５章では，ベンゼンの脱水素型ホモカップリング反応において，異なるアナ

ターゼ酸化チタン光触媒を用いた時の反応速度が，光触媒の比表面積と光励起

キャリアの寿命を変数とする単純な反応速度式で説明できることを示している．

光触媒活性の支配因子とされる比表面積とキャリア寿命と，光触媒活性との間の

定量的な関係を明らかにするとともに，反応速度式を用いた統計的な解析が光触

媒の構造・物性・活性の定量的な相関を解明するためにとても有効であることを

新たに示した点は高く評価できる．この成果は，高活性光触媒の定量的な設計指

針の確立につながると期待される． 

 以上のように，本学位申請論文は，環境負荷の低減に貢献する光触媒的有機合

成プロセスを創生するための新たな光触媒反応を開拓するとともに，高活性光触

媒の設計指針の確立につながる新しい解析手法を示したものであり，自然と人間

の共生を目指した化学を追究し，新たな機能を持つ物質を能動的に開発・創成す

る方法論に取り組む，相関環境学専攻 物質相関論講座 物質機能相関論分野にふ

さわしい内容を備えたものである． 

 よって，本論文は博士（人間・環境学）の学位論文として価値あるものと認め

る．また，令和４年１月１３日に，論文内容とそれに関連した事項について試問

を行った結果，合格と認めた． 
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