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Low temperature synthesis of transition-metal nitrides using boron nitride as a nitrogen source/ ○Takahiro Yamada 

Titanium nitride (TiN) crystals and some sodium borates (Na3BO3 and Na4B2O5) were formed by heating titanium 

oxides (TiO, TiO2, and FeTiO3) and sodium metal (Na) in a boron nitride (BN) crucible at 1000–1100˚C for 10 h. 

The TiN crystals had octahedral shapes and reached the maximum size of approximately 100 μm. It is considered 

that the thermodynamics driving force for formation of the TiN crystals by the reaction of titanium oxides, BN, and 

Na is owing to the formation of Na3BO3 and Na4B2O5 which have large negative free energies of formation.   
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【緒言】代表的な遷移金属窒化物である窒化チタン(TiN)は高融点(2950˚C)，高硬度，優れた化学・熱的

安定性，高い電気・熱伝導性などの特性を有し，サーメット材料，切削工具や医療器具のコーティング

などに利用されている．一般に，TiN の粉末は金属 Ti を窒素ガス中 1200˚C 以上で加熱する直接窒化法

1)や，金属 Ti よりも安価な二酸化チタン(TiO2)と炭素の混合物を窒素ガス中 1200–1400˚C で加熱する炭

素還元窒化法 2)によって合成される．また，近年では，塩化アンモニウムやナトリウムアミドなどの固

体の窒素源を用いた TiN 粉末の合成 3, 4)の研究も行われている．講演者らは，これまでに金属ナトリウ

ム(Na)をフラックスに用いた窒化ガリウム(GaN)や炭化ケイ素(SiC)，また二ケイ化鉄(β-FeSi2)などの低温

合成プロセスを開発しており 5–7)，最近，金属 Na を用いることで，Ti 酸化物と窒化ホウ素(BN)が反応し

TiN が生成する現象を見出した 8)．本講演では，この TiN の生成機構を明らかにするため，Ti 酸化物の

原料や種々の加熱条件で得られる試料の結晶相や形態を調べた結果を発表する． 

【実験方法】原料の Ti 酸化物には，TiO(99.5%)，TiO2(99.99%)，および FeTiO3(99.9%)粉末を用いた．大

気中で所定量秤量した各 Ti 酸化物粉末を Ar 雰囲気のグローブボックス内で BN(99.5%)製の坩堝に投入

し，Ti 酸化物に対し 5 倍モル量の金属 Na 片(99.95%)を加えた後，この坩堝をステンレス鋼製の容器内

に封入した．電気炉で 1000˚C または 1100˚C で 10 h 加熱し，

室温まで炉冷後．グローブボックス内で容器を開封して坩堝

を取り出した。この坩堝を減圧容器内に移し，300˚C で 12 h

加熱して試料から金属 Na を蒸発除去した．Na 除去後の試料

は蒸留水や塩酸水溶液で洗浄した後，乾燥させた．Na 除去後

と洗浄後の試料の粉末 X 線回折(XRD)パターンを測定し，結

晶相を同定した．試料の形態を光学顕微鏡と走査型電子顕微

鏡(SEM)で観察し，波長分散型 X 線分析(WDX)法で構成元素

の定量分析を行った． 

【実験結果】各Ti酸化物原料と金属NaをBN坩堝中で1100˚C, 

10 h 加熱した後，Na 除去と水または酸洗浄を行ったところ，

金色のフレーク状または粉末状の試料が得られた．Fig. 

1(a,b,c)に水洗浄後の各試料の粉末 XRD パターンを示す．TiO

を原料に用いた試料は TiN が主相で，TiB2や未同定相，原料

の TiO も比較的多く含まれていた．TiO2を原料とした試料は

TiN が主相で，TiB2がわずかに含まれていた．FeTiO3を用い

Fig. 1. Powder XRD patterns of the samples 

prepared from TiO (a), TiO2 (b), and FeTiO3 

(c, d) after washing with water (a–c) and 

hydrochloric acid (d). 



て合成された試料は TiN と Fe の２相で構成され，TiB2は含ま

れていなかった．この Fe は酸洗浄で取り除かれ，TiN の単相試

料が得られた(Fig. 1(d))． 

Fig. 2 に TiO2を原料として 1000˚C と 1100˚C で加熱後，Na を

除去し，水洗浄した試料の SEM 像を示す．試料は，主に 5–50 

µm の八面体形状の結晶粒の凝集体で，その粒径は加熱温度が

高いほど大きくなる傾向があった．1100˚C で合成された試料で

は，100 µm 程度まで成長した結晶粒も観察された．単結晶 XRD

解析により，これらの結晶は(111)面が発達した TiN 単結晶であ

ることが示された．TiO や FeTiO3を原料に用いて合成された試

料にも TiN の八面体単結晶が数多く観察された．WDX 分析の

結果，いずれの Ti 酸化物原料から得られた TiN 単結晶も，ほ

ぼ化学量論組成を有することが示された． 

金属 Na 除去後の試料には，水洗浄後の試料の結晶相以外に

Na3BO3や Na4B2O5などのナトリウムホウ酸塩が含まれていた．

これらの化合物の 1100˚C における標準生成自由エネルギー

ΔGf0 は，Na4B2O5 で−1641 kJ/mol (1100˚C)，Na3BO3 では−1077 

kJ/mol (600˚C) (1100˚C の熱力学データの報告なし)と負に大きい．一例として示す反応式(1)のように，本

合成プロセスにおける TiN の生成は，Na と Ti 酸化物が坩堝材の BN と反応し，BN の窒素と Ti 酸化物

の酸素が入れ替わる広義のメタセシス反応であり，その駆動力はナトリウムホウ酸の大きな ΔGf0である

と推測された． 

9 TiO2 (s) + 8 BN (s) + 18 Na (g) → 8 TiN (s) + TiB2 (s)+ 6 Na3BO3 (l)   (1) 

本研究の反応系において，比較的大きな TiN 単結晶が生成した要因は，余剰の金属 Na 融液（蒸気）

や生成したナトリウムホウ酸塩の液相の関与や，BN 坩堝の表面から N が反応系へ徐々に供給されるこ

とが考えられる．本研究における Na を用いた金属酸化物と固体窒素源(BN)の反応による TiN の生成反

応は，他の金属窒化物合成への応用も期待でき，金属窒化物の単結晶や粉末の新しい低温合成法として

発展する可能性がある． 
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Fig. 2. SEM images of the samples 

prepared from TiO2 by heating at 

1100˚C (upper) and 1000˚C (lower). 
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