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1． はじめに

類を含む酸化物イオン伝導体における酸化物イ

材料科学，物質科学，化学，物理学および地球

オン伝導経路と化学結合，酸化物イオン伝導性新

科学において，結晶構造は基本的な情報である。

構造ファミリーNdBaInO4 の発見とイオン伝導度

材料特性のほとんどは電子状態に支配されるの

向上および特許戦略などについて述べる。

で材料の電子密度分布は重要である。イオン伝導
機構の理解にとって，イオン拡散経路は重要であ

2． 構造解析における多面的アプローチ[1,2]

る。希土類を含む化合物は優れたエネルギー・環

単結晶 X 線構造解析では，半ば自動で結晶構造

境材料として利用されている。本講演では，希土

を導くことができる。一方多くのセラミック材料

類を含む化合物の結晶構造およびイオン伝導に

は微粉末で得られることが多く単結晶育成が容

関する原子・イオン・電子レベルでの研究，なら

易ではないことがある上に双晶も度々生じるの

びに新物質探索の最近の成果を中心に解説する。

で，粉末回折データを測定して構造を決めなけれ

特に X 線粉末回折と中性子粉末回折を中心に，電

ばならないケースが多い。その際には，精密化し

子回折，第一原理計算，ラマン散乱など結晶構造

た結晶構造が正しいかどうかを，単結晶構造解析

解析と材料分析における多面的なアプローチ（表

に比べて，より一層慎重に検討しなければならな

１ [1,2]）に力点を置いて説明する。また，最大エ

い。粉末回折データから未知構造解析を行う場合

ントロピー法(MEM: Maximum-Entropy Method)お

には，通常 X 線粉末回折データまたは放射光 X

よび結合原子価(BV: Bond Valence)法など多面的

線粉末回折データを用いることが多い。空間群の

なアプローチ[1,2]によるイオン拡散経路の研究を

候補を絞り決定する，あるいは単相であるか多相

いくつか説明する。可視光応答型光触媒である希

であるかを調べるには，電子回折や収束電子回折，

土類を含む酸窒化物および酸硫化物の構造決定

暗視野像を使うと良い。特に対称心の有無の判断

と電子密度解析，セリア系排ガス浄化触媒の状態

には，収束電子回折の他，SHG(Second Harmonic

図，結晶構造および酸化物イオン拡散経路，希土

Generation)や誘電率などの物性を測定することが
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表１

材料の生成相と原子構造を調べるためのいくつかの実験および理論計算技法*
技法

何がわかるか？

利点

制限

(放射光)X 線

結晶相，格子定数， 試料環境制御(温度, ガス雰囲

時間と空間についての平均周

回折(ブラッ

原 子 座 標 ，

気等)，電子密度解析により化

期構造，軽原子の構造パラメ

グ反射)

ADP**，占有率，

学結合を研究可能，高角度分

ーターと不規則性，粉末回折

電子密度

解能の装置もある，未知構造

では配向と粗大粒子(特に高

解析に適している

温環境下)，電子雲の広がり

中性子回折

結晶相，格子定数， 試料環境制御(温度, ガス雰囲

時間と空間についての平均周

(ブラッグ反

原子座標，ADP，

気等)，軽原子の構造パラメー

期構造，多量のサンプルが必

射)

占有率，中性子散

ターと不規則性，中性子散乱

要，中性子源：加速器または

乱長密度

長密度解析により可動イオン

原子炉が必要

の拡散経路，不規則性，熱振
動を研究可能，同じ席にいる
酸素と窒素原子の占有率を精
密化可能
透過型電子

結晶相，格子定数

制限視野回折，暗視野像，弱

薄膜，薄片や微粒子に対象が

顕微鏡を用

***，微構造，空間

い回折を検出可能， EDS や

限られる，時間平均周期構造，

いた電子回

群

EELS****を併用して局所的

軽原子の構造パラメーターと

な化学組成と電子状態を研究

不規則性，低角度分解能，電

可能，試料温度可変

子線による試料の損傷

結晶相，ラマンシ

試料環境制御(温度, ガス雰囲

構造精密化困難。力の定数の

フト，力の定数

気等)，陰イオンに敏感，中距

解析は容易でない。時間と空

離秩序

間の平均構造。

折
ラマン散乱

密度汎関数

格子定数と原子座

情報量が多い。局所構造(同じ

0 K での安定構造を計算，ス

理 論 (DFT)

標，生成エネルギ

席に存在する原子ごとの位置

ーパーセルのサイズ，f 電子や

による電子

ー，電子密度，電

と環境と電子状態)がわかる

電子相関の扱いは発展途上，

状態の第一

子状態密度，フォ

原理計算

ノン，弾性定数

フォノンは調和モデルで計算

*Elsevier 出版と日本結晶学会の許諾を受けて文献[1,2]の表に基づいて作成。** ADP: 原子変位パラメ
ーター。 ***収束電子回折を使えば構造パラメーターもわかる。 ****EDS (EDX): Energy Dispersive
X-ray Spectroscopy; EELS: Electron Energy Loss Spectroscopy。

有効である。セラミック材料の多くは希土類など

中性子回折を用いることが有効である[1-4]。最終

の重原子と酸素，水素，リチウムなどの軽原子の

的な精密化で得られた結晶構造の各サイトの結

複合系である。歪んだぺロブスカイト型酸化物の

合原子価の総和(BVS: Bond Valence Sum)が期待さ

ように軽原子の微小な変位（位置の変化）により

れる酸化数と一致することを確認するのはもち

対称性が変わる場合も多い。軽原子の位置，占有

ろんのこと，密度汎関数理論(DFT) に基づいた電

率，ならびに原子変位パラメーターを正確に精密

子状態の第一原理計算により最適化された構造

化するためには，軽原子の散乱能が相対的に高い

と一致することを確認しておくとよい。
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図1

Sm2Ti2S2O4.9 の放射光 X 線粉末回折データの MPF 解析により得られた，精密化した結晶構造(a)

および 0.5 Å-3 における実験等電子密度面(b)。(c) Sm2Ti2S2O5 の DFT 計算により得られた 0.5 Å-3 にお
ける等価電子密度面。 IUCr の許諾を受けて文献[7]から複製。

媒として働くことが見出された。光触媒のような
3． 可視光応答型光触媒である希土類を含む酸窒

ナノ粒子の X 線粉末回折データからは，原子配列

化物および酸硫化物の構造決定と電子密度解析

だけはなく，共有結合やイオン結合などの電子状

光触媒を使った水の分解はクリーンで再生可

態に関する情報がわかる。しかしながら，光触媒

能な水素製造法として期待されている[4-6]。 光

の電子密度分布に関する研究は殆ど無かった。そ

触媒は太陽エネルギーを化学エネルギーに変換

こで我々は，いくつかの酸窒化物光触媒と酸硫化

する。今日まで数多くの光触媒が提案されてきた

物光触媒の結晶構造と電子密度を解析して，光触

が，酸化チタンなど金属酸化物光触媒の多くは広

媒における化学結合を調べ，光触媒が可視光を吸

いバンドギャップを有しており，紫外光にしか応

収する構造的要因を研究してきた。ここでは可視

答しない。太陽光において紫外光領域の割合はわ

光応答型光触媒 Sm2Ti2S2O5- [7]および LaTiO2N

ずか 3～5 %である。一方，可視光領域は太陽エネ

[8,9]の結晶構造と化学結合の研究について述べる。

ルギー全体の約 50 %を占める。したがって光触媒

Sm2Ti2S2O5-は可視光に応答する光触媒の一つ

を用いた水の分解による水素の製造を高効率化

であり，犠牲試薬が存在する水溶液から水素また

するためには，可視光に応答する光触媒の開発が

は酸素を発生する。ここで は酸素欠損の濃度を

重要である。比較的最近，いくつかの希土類を含

示す。Sm2Ti2S2O4.9 は Ruddlesden-Popper 型構造を

む酸窒化物と酸硫化物が可視光に応答する光触

有し，正方晶系，空間群 I4/mmm に属し, 格子定
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数 が a = b = 3.82123(2) Å, c = 22.96371(12)

Å,

DFT 計算により得られるバンドギャップの値が

V = 335.312(3) Å (298 K)である

実験値より低く見積もられすぎることは良く知

ことが確認された(図 1(a))。ここで括弧内の数字

られている。しかしながら，DFT 計算で求めた二

はリートベルト解析における標準偏差である。こ

つの化合物のバンドギャップの大小の比較を行

の構造は，岩塩型 Sm2S2 層と ReO3 型 Ti2O5 層から

うことはできる。本研究において Sm2Ti2O7(バン

なる(図 1(a))。また，Sm, Ti, S, O1, O2 の BVS はそ

ドギャップの DFT 計算値は約 3 eV)と比較して

れぞれ 3.2, 3.9, 2.0, 2.03, 1.99 であると見積もられ

Sm2Ti2S2O5 のバンドギャップの計算値は 0.9 eV と

た。これは各イオンが Sm , Ti , S , O1 , O2 で

低く，実験結果（Sm2Ti2S2O4.9 のバンドギャップ

あることと合致する。S の価数が2 であることは

=1.9～2.3 eV < Sm2Ti2O7 のバンドギャップ=4.5 eV）

XPS の既報とも矛盾しない。図 1(b)と(c)に示すよ

の大小関係を再現している。このことは，

うに。Ti-O 間には Ti 3d と O 2p 軌道の重なりに依

Sm2Ti2S2O5-の光学的な測定で観測された小さい

る共有結合が存在する。一方，S および Sm 原子

バンドギャップが，不純物準位や表面準位などの

はよりイオン結合的である。Sm2Ti2S2O5-の S 原子

局在化されたエネルギー準位に由来するもので

と他の原子との間の結合がイオン的であること

はなく，本質的なバンド構造によるものであるこ

は，この化合物中では S 原子が硫化物イオンと

とを意味している。したがって，この物質では可

して存在することを明確に示している。

視光により非局在化された電子－正孔対が生成

 = =  = 90°,

3

3+

4+

2-

2-

2-

DFT 計算の結果，Sm2Ti2S2O5 のバンドギャップ

され，水を全分解する可能性が残されていると言

は 0.9 eV と見積もられた(図 2)。この値は実験値

える。また，図 2 は Sm2Ti2S2O5 の価電子帯の上端

1.9-2.3eV より低い。本研究の DFT 計算では一般

の主成分として S 3p 軌道が含まれることを示し

化勾配近似(GGA)を用いている。GGA に基づいた

ている。Sm2Ti2O7(バンドギャップの実験値が 4.5
eV, DFT 計算値は約 3 eV)と比較すれば，主として
S 3p 軌道の寄与により Sm2Ti2S2O5 のバンドギャ
ップが低下していることがわかった。図 2 に示す
ように価電子帯の上端の成分として O1 2p 軌道の
寄 与 も 若 干 あ る 。 Sm2Ti2O7 で は 見 ら れ な い
Sm2Ti2S2O5 における O 2p の部分状態密度(PDOS)
の広がりは，S 原子の存在のために歪んだ Ti 配位
多面体に起因するのかもしれない。
可視光応答型光触媒であるペロブスカイト型
酸窒化物 LaTiO2N を用いた水の分解は，クリーン
で再生可能な水素製造法として期待されている。
酸化物 La2Ti2O7 は 3.3～3.8 eV の広いバンドギャ
ップを示すが，O の一部を N に置換した酸窒化物
LaTiO2N は 2.1 eV の狭いバンドギャップを有する。
このようにペロブスカイト型酸化物 ABO3 の O の
一部を N に置換したペロブスカイト型酸窒化物

図2

Sm2Ti2S2O5 における Ti, O, S および Sm

軌道に対する全および部分状態密度(DOS) の
図の一部。 IUCr の許諾を受けて文献[7]から
複製。

ABO2N は狭いバンドギャップを有し，光触媒活性，
光学的性質や誘電性を示し，顔料として使用する
ことができる(A は比較的大きな陽イオン，B は比
較的小さな陽イオンである)。
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制限視野電子回折，中性子および放射光 X 線粉

ベルト精密化した後に MEM 解析を行った。中性

末回折データのリートベルト解析により，

子データの MEM 中性子散乱長密度分布は，精密

LaTiO2N は直方(斜方)晶系の空間群 Imma のペロ

化した結晶構造における La，Ti，(O,N)それぞれ

ブスカイト型構造を有することが判明した。精密

の原子の中心に局在している (図 3(a,b))。この結

化した格子定数は a = 5.57137(17), b = 7.8790(2), c

果は，結晶構造の妥当性と OH 基や NH4 基といっ

= 5.60279(11) Å, = 90 °であった(302.7 K)。

た他の種が混合していないことを示す。放射光デ

LaTiO2N の結晶構造は Ti(O,N)6 八面体と La から

ータの MEM 電子密度分布は精密化した結晶構造

成る。精密化した構造の La，Ti，(O1,N1)，(O2,N2)

と合致した(図 3(a,c))。また MEM に基づいたパタ

の酸化数は Bond Valence Sum によりそれぞれ 3.0，

ーフィッティング(MPF)において，構造因子に関

4.1，2.4，2.3 と見積もられた。これは La の価数

する信頼度因子 RF は，リートベルト解析の RF =

3.0，Ti4+の価数 4.0，O2-と N3-の平均価数 2.3 とよ

0.43 %から 0.05 %に向上した。この結果は MEM

く一致している。空間群 Imma の LaTiO2N の回転

電子密度分布の妥当性を示している。図 3(c)の

系は Glazer の記号で a0bbと表される。精密化し

MEM 電子密度分布は Ti 陽イオンと(N,O)陰イオ

た構造における Ti(O,N)6 八面体の反位相回転角は

ン間に共有結合が存在する実験的証拠を明確に

10.404(5)°であった。

示している。LaO 間の結合はよりイオン的であ

3+

LaTiO2N の中性子および放射光データのリート

る 。 Ti(O,N) 共 有 結 合 上 の 最 小 電 子 密 度 は
0.5360.578 Å-3 であり，平均値は 0.56 Å3 であっ
た。
DFT 計算によって得られた電子の部分状態密
度(Partial Density of States: PDOS)に示すように，
Ti(O,N)の共有結合は Ti 3d 軌道と(N 2p, O 2p)軌
道の重なりによって形成される (図 4)。価電子帯
の上端は主として N 2p 軌道からなり(図 4 の(a))，
伝導帯の下端は主として Ti 3d 軌道からなる(図 4
の(b))。価電子帯の幅が約 5 eV と広いが，その原

図 3

LaTiO2N の(a)精密化した結晶構造，(b)

等中性子散乱長密度面，(c) MEM 電子密度の
等密度面，(d) DFT 価電子密度の等密度面。英

図 4

国化学会と日本結晶学会の許諾を受けて文献

状態密度。英国化学会と日本結晶学会の許諾

[8,9]から複製。

を受けて文献[8,9]から複製。

LaTiO2N の全電子状態密度と部分電子

29

因は(i)N 原子の存在により価電子帯の上端が押し

分率である。酸化物イオンのバルク拡散は，酸素

上げられたこと，および(ii)Ti(O,N)間の共有結合

の吸蔵放出プロセスにおける一つの段階である

の形成が考えられる。N 原子の存在により価電子

(図 5 (右)の(4) [1])。したがって，より高度な触媒

帯の上端が押し上げられ，Ti(O,N)共有結合の存

材料を開発するためには，CexZr1-xO2 バルク内にお

在により価電子帯の幅が広がったため，酸化物

ける酸化物イオンの拡散をよく理解することが

La2Ti2O7 のバンドギャップ(3.3～3.8 eV)に比べて

重要である。また，酸化物イオン拡散は結晶構造

酸窒化物 LaTiO2N は 2.1 eV の狭いバンドギャップ

に依存するので，生成相や状態図，ならびに結晶

を有する。その結果 LaTiO2N は可視光に応答する

構造を調べることが有用である。我々は CexZr1-xO2

と考えられる。本研究では N 原子の存在を，中性

の生成相および結晶構造，CeO2-ZrO2 系状態図を

子および放射光回折データのリートベルト解析

研究して多くの論文にまとめ [1]，広く引用され

において精密化した占有率と EDS 分析により確

ている。図 6(a)に示すように，CeO2-ZrO2 系平衡

かめた。そして Ti(O,N)結合における共有結合を

状態図には(立方＋正方)などの 2 相共存領域が存

放射光 X 線回折データの MEM 解析により確かめ

在する。ジルコニアセラミックスでは陽イオンの

た。

拡散が遅いため Zr/Ce 組成比の変化を伴う反応に
は時間がかかる。そのため組成が均一な試料にお

4． セリア系排ガス浄化触媒の状態図，結晶構造

ける温度変化に伴う相変化を表す“準安定”状態図

および酸化物イオン拡散経路，ならびに蛍石型構

が実用上有用である。図 6(b)に，同素相境界を含

造を有する化合物における可動イオンの拡散経

む組成が均一な CexZr1-xO2 固溶体の“準安定”状態

路

図を示す。高温側あるいはセリア側から液相，立
セリアやセリア―ジルコニア固溶体は，触媒，

方相，t''-form，t'-form，m'-form の領域が存在する。

高靭性セラミックス，イオン伝導体などとして用

ここで，t''-form と t'-form は“準安定”な正方相で

いられる重要な材料である。特にセリア―ジルコ

あり，前者と後者の軸率 c/aF はそれぞれ 1 および

ニア固溶体 CexZr1-xO2 は，自動車排ガス浄化触媒

＞1 である。m'-form は“準安定”な単斜相である。

として広く用いられており，新車のほぼ 100%の

平衡状態図(図 6(a))では正方 ZrO2 へ CeO2 を固溶

割合で実装されている。ここで x は CeO2 のモル

させたときの固溶限は最大でも CeO2 濃度が 12 モ

図 5 酸素吸蔵放出プロセスにおける 4 個のステップ(右)。その一つ(4)が酸化物イオンのバルク拡散
である。高温中性子回折法と差結合原子価の総和(DBVS)によって調べたナノ(～10 nm)結晶質正方晶
系 Ce0.5Zr0.5O2 (1023 K)の結晶格子における酸化物イオンの拡散経路（Elsevier 出版の許諾を得て文献
[1]から複製）
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図6

(a) CeO2–ZrO2 系平衡状態図および(b)同素相境界を含む“準安定”状態図（Elsevier 出版の許諾を

得て文献[1]から複製）
ル%であるが，組成が均一な CexZr1-xO2 の相図（図

大きさの目安であると見なせる。

6(b)）においては CeO2 濃度が最大約 90 モル%ま

CexZr1-xO2 における酸化物イオンの拡散経路を

で固溶限が広がっている。領域が広がった“準安

調べるために，高温中性子回折法，リートベルト

定”な正方 t'相やそれを還元した試料が触媒とし

解析および MEM により中性子散乱長密度分布を

て利用されている。

解析した(図 8(a,b)) [11]。その結果，酸化物イオン

結晶構造解析によって精密化された原子変位

は<111>方向へ異方性熱振動を示すことがわかっ

パラメーターは，原子の位置の不規則性の目安に

た。この異方性熱振動は，<100>に沿った酸化物

なる。実際，組成が均一な CexZr1-xO2 の酸化物イ

イオンの拡散経路を示唆している（図 8(a,b)の経

オンの原子変位パラメーターが増加すると共に，

路(A)）[1,11]。また，<110>方向および<111>方向

酸化物イオンの拡散係数が増加すること(図 7)を

への酸化物イオンの拡散経路の可能性も示して

見出した[10]。酸素の原子変位パラメーターの大

いる（図 8(a,b)の経路(B,C)）[1,11]。しかしながら，

きさが，酸化物イオンの拡散係数と酸素吸蔵能の

サイト間がつながった経路を可視化することは
できなかった。そこで，bond valence-based energy
(BVE)図 (図 8(c-e))，および difference bond valence
sum (DBVS)図(図 8(f,g))を用いて酸化物イオンの
拡散経路を調べた[1]。ここで任意の位置 x に置い
た テ ス ト イ オ ン に 対 す る bond valence sum
BVS(x)は BVS(x) = ∑𝑁
𝑗=1 [𝑚𝑗 exp (

𝑅0 −𝑑𝑗 (𝒙)
𝑏

)] であ

る。式中の記号の意味は文献 [1]を参照の事。
difference bond valence sum(DBVS)は酸化物イオン
図 7

(a) CexZr1–xO2 における原子変位パラメ

O2では DBVS(x) = BVS(x) – 2 により，銅陽イオン

ーターと酸化物イオンの拡散係数の関係

Cu+では DBVS(x) = BVS(x) – 1 により定義される。

（American Institute of Physics と Elsevier 出版

BVE は次式により計算した(式中の記号の意味は

の許諾を得て文献[1, 10]から複製）

文献[1]を参照の事)。
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2

BVE+/–(x) = ∑𝑁
𝑗=1 (𝑚𝑗 𝐷0 {exp[𝛼(𝑅min − 𝑑𝑗 (𝒙))] − 1} − 1)
BVE+/+,–/–(x) =

図8

∑𝑁
𝑗=1 {ConvEV

𝑚𝑗 |𝑉TI ||𝑉𝑗 |
1/2

𝑑𝑗 (𝒙)(𝑛qnTI 𝑛qn𝑗 )

∙ [erfc (

𝑑𝑗 (𝒙)
𝜌

) − erfc (

𝑑cutoff
𝜌

)]}

(a,c,f) 立方 Ce0.5Zr0.5O2 と(b,d,e,g) 立方 CeO2 の中性子散乱長密度分布(a,b)，bond valence-based

energy (BVE)図(c-e)，および difference bond valence sum (DBVS)図(f,g)。（American Institute of Physics
と Elsevier 出版の許諾を得て文献[1, 11]から複製）
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BVE 図と DBVS 図は両方共<100>方向と<110>

の拡散経路は，ナノ(～10 nm)結晶質正方晶系

方向に沿った酸化物イオンの拡散経路を示した。

Ce0.5Zr0.5O2 (1023 K)でも観察される[1,12]。図 5(左)

これらの経路は三次元のネットワークを形成す

に示すように，<100>方向に沿った酸化物イオン

る。一方，<111>に沿った経路は BVE 図で確認さ

の拡散経路は三次元のネットワークを形成する。

れるのに対し，DBVS 図では観察されない。この

希土類酸化物 R2O3 は，酸素空孔濃度を増やすた

矛盾は，今後検討されるべき課題である。BVE 図

めのドーパントや高温の蛍石型構造を安定化す

(図 8(c,e))を用いて見積もった<100>方向に沿った

る安定化剤として度々利用されている。高温中性

酸化物イオンの移動に対するエネルギー障壁は，

子回折法と MEM により，イットリアを添加した

Ce0.5Zr0.5O2 と CeO2 で夫々0.24 eV と 0.78 eV であ

セリアでは<100>方向と<110>方向に沿った酸化

った[1]。これは，CeO2 に比べて Ce0.5Zr0.5O2 の酸

物 イ オ ン の 拡 散 経 路 が 観 察 さ れ た ( 図 9(a))

化物イオンの拡散係数が高いことと合致する。

[1,13,14]。また，高温中性子回折法と MEM によ

<100>方向と<110>方向に沿った酸化物イオン

図9

り，酸化イッテルビウムを添加して安定化された

(a, d) MEM 中性子散乱長密度分布，(g) MEM 電子密度分布，(b, e, h) 対応する BVE 図および(c,

f, i) 対応する DBVS 図。(a, b, c) Ce0.93Y0.07O1.96 (1434 °C), (d, e, f) -Bi1.4Yb0.6O3 (738 °C), (g, h, i) -CuI
(487 °C)。（Elsevier 出版, American Institute of Physics と王立化学会の許諾を得て文献[1, 13-16]から複
製）
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立方欠陥蛍石型酸化ビスマスにおいて<100>方向
に沿った酸化物イオンの拡散経路が観察された
(図 9(d)) [1,14,15]。興味深いのは，CuI のような陽
イオン伝導体においても，拡散経路が陰イオン伝
導体と同じように<100>に沿っていることである
(図 9(g)) [1,14,16]。これらの結果(図 9(a,d,g))は，
BVE 図(図 9(b,e,h))および DBVS 図(図 9(c,f,i))によ
っても支持される[1]。即ち，立方ならびに少し歪
んだ蛍石型構造を有するイオン伝導体において
は，<100>方向に沿った曲線的なイオン拡散経路
が共通の特徴である[1,14]。
5． K2NiF4 型酸化物の異方性熱膨張の構造的要因
[17-20]
希土類イオン R は，K2NiF4 型酸化物 A2BO4(図
10)における A サイトの構成元素として用いられ
る。K2NiF4 型酸化物 A2BO4 は固体酸化物形燃料電

図 11

池(SOFCs)材料として検討されている。SOFCs 材

熱膨張 Δa / a0 および Δc / c0。米国化学会の許

料をはじめ様々な材料の作製と利用において，熱

諾を受けて文献[19]から複製。

(a) LaSrAlO4 と(b) Sr2TiO4 の格子定数の

膨張とその異方性が重要である。K2NiF4 型酸化物
A2BO4 の中には，LaSrAlO4 など異方性熱膨張を示
す化学組成と(図 11(a))，Sr2TiO4 など熱膨張が比較
的等方性である組成がある(図 11(b))。しかしなが
ら，その構造的要因はよくわかっていなかった。
我々は，この問題を解決するために，価数変化し
ない構成元素 A, B からなる化学膨張を示さない
K2NiF4 型 酸 化 物 A2BO4 （ CaYAlO4, CaErAlO4,

図 12

(a) LaSrAlO4 と(b) Sr2TiO4 の 298-1273 K

における a 軸と c 軸に沿った平均熱膨張係数。
c 軸の平均熱膨張係数 αc への原子間距離の熱
図 10

K2NiF4 型酸化物 A2BO4 の結晶構造。米

国化学会の許諾を受けて文献[19]から複製。

膨張係数 α(X-Y)の寄与。 米国化学会の許諾を
受けて文献[19]から複製。
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LaSrAlO4, Sr2TiO4）の結晶構造の温度依存性，熱

る。

膨張とその異方性，ならびに電子密度分布を高温

ガリウム酸ランタン(LaGaO3)系材料は SOFCs

中性子回折，放射光 X 線回折，第一原理電子計算

の固体電解質として，マンガン酸ランタン

により調べた[17-20]。

(LaMnO3)系などマンガン複酸化物およびコバル

K2NiF4 型酸化物 CaYAlO4, CaErAlO4, LaSrAlO4

ト酸ランタン(LaCoO3)系材料などコバルト複酸

は異方性熱膨張を示す。この原因は，Al–O1 に比

化物は SOFCs の空気極として利用されている。こ

べて Al–O2 結合長の熱膨張係数が高いためであ

れらの材料はペロブスカイト型構造あるいは歪

ることを格子定数と結合長の温度依存性から明

んだペロブスカイト型構造を有する。

らかにした(図 12(a))。A2.5+2B3+O4 という陽イオン

Sr, Mg および Co を添加したガリウム酸ランタ

と B の価数の組み合わせが，K2NiF4 型酸化

ン(La0.8Sr0.2)(Ga0.8Mg0.15Co0.05)O3-は 1392 oC におい

物 CaYAlO4, CaErAlO4, LaSrAlO4 の異方性熱膨張

て立方晶系（空間群 Pm3 m ）のペロブスカイト型

の原因であると考察した。実際，A

構造を有する(図 14) [21]。リートベルト解析によ

A

2.5+

3+

2.5+

3+

2Al

O4 では，

Al–O1 に比べて Al–O2 結合が長く，結合原子価が

り得られる原子変位パラメーターの異方性から，

小さく，電子密度が低く(図 13(a))，結合が弱いた

イオンの伝導に関する情報がわかる。ペロブスカ

め，力の定数が小さく，熱膨張係数が高くなる。

イト型酸化物 ABO3 の特徴の一つは酸素原子 O の

そのため格子定数の熱膨張係数が異方性を示す

原子変位パラメーターの異方性である。図 14(a)

ことがわかった。A2+2B4+O4 という陽イオン A2+と

に示すように GO 結合に垂直な<100>方向に大き

B の 価 数 の 組 み 合 わ せ が ， K2NiF4 型 酸 化 物

な熱振動を示す。同様な異方性熱振動は立方晶系

Sr2TiO4 の等方性熱膨張の原因である。実際 ，

ペ ロ ブ ス カ イ ト 型

Sr2TiO4 では Ti–O1 と Ti–O2 の結合長が比較的等

La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2- O3-，La0.4Ba0.6CoO3-においても

しく，そのため A2.5+2B3+O4 と比較して，相対的に

観察される[22-24]。そして，隣の酸素原子席との

Ti–O2 結合の結合原子価が高く，電子密度が高く，

間で中性子散乱長密度が接続しており，酸化物イ

結合が強いため，力の定数が大きく，熱膨張係数

オンの拡散経路を示している。拡散経路の中心付

が低くなる。そのため LaSrAlO4 (A

近では，経路は<110>方向に沿っている。<110>は，

4+

2.5+

3+

2B

O4)と比

La0.6Sr0.4CoO3- ，

較して TiO2 (BO2)結合長の熱膨張係数が小さ

[110], [11̅0], [011], [01̅1], [101], [1̅01]などを含み，

くなり(図 12(b))，結果的に格子定数の熱膨張係数

酸化物イオンの伝導経路は 3 次元で等方的なネッ

が等方性を示すことがわかった。一般に K2NiF4
型酸化物 A2BO4 の熱膨張係数は，類似した化学組
成のペロブスカイト型 ABO3 の熱膨張係数より低
いと言われている。しかしながら，本研究により，
CaYAlO4, CaErAlO4, LaSrAlO4 および Sr2TiO4 の平
均熱膨張係数は，それぞれ YAlO3, ErAlO3, LaAlO3,
SrTiO3 の平均熱膨張係数より高いことがわかった
[17-20]。
6． 希土類を含むイオン伝導体におけるイオン拡
散経路の解明[21-30]
La などの希土類元素 R は，ペロブスカイト
ABO3 における A サイトを占有するなど，種々の
構造を持つイオン伝導体の重要な構成元素であ

図 14

(La0.8Sr0.2)(Ga0.8Mg0.15Co0.05)O3- (1392

o
図C)の(a)中性子散乱長密度分布，(b)結晶構造，
13 (a) LaSrAlO4 と(b) Sr2TiO4 の実験 MEM
(c)
(Ga0.8Mg0.15Co0.05)O6 八面体を用いて描いた
電子密度分布。米国化学会の許諾を受けて文

結晶構造。Elsevier 出版の許諾を受けて文献
献[19]から複製。
[21]から複製。
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トワークを形成する。すなわち，図 14(a)の結果は
ペロブスカイト型イオン伝導性材料におけるイ
オン伝導が 3 次元で等方的であることの実験によ
る直接証拠である。ペロブスカイト型酸化物にお
けるイオン拡散経路におけるもう一つの特徴は，
拡散経路が直線(図 14 の点線 C1－C2)では無く，
曲線(図 14 の C1－C2 間の矢印付実線)であること
である。これは陽イオン（ABO3 では B)と陰イオ
ン（ABO3 では O2－)の間の距離をある程度一定に
するように酸化物イオンが移動するためである
と考えられる。類似の<110>に沿った酸化物イオ

図 14
o

(La0.8Sr0.2)(Ga0.8Mg0.15Co0.05)O3- (1392

C)の(a)中性子散乱長密度分布，(b)結晶構造，

ンの曲線的な拡散経路はペロブスカイト型混合

(c) (Ga0.8Mg0.15Co0.05)O6 八面体を用いて描いた

伝導体 La0.4Ba0.6CoO3- においても観察された[24]。

結晶構造。Elsevier 出版の許諾を受けて文献

近年，高いイオン伝導度を示す混合伝導体とし

[21]から複製。

て層状ペロブスカイト型構造を有する酸化物が
発見され，注目を集めているが，その原子スケー

係数や計算機シミュレーションにより

ルでのイオン伝導機構は未解明であった。層状ペ

PrBaCo2O5+ のイオン伝導機構を研究した例はあ

ロブスカイト型酸化物の中でも，プラセオジムと

ったが，高いイオン伝導度が発現する機構を，実

バリウムが規則配列した PrBaCo2O5+の酸化物イ

験により原子スケールで研究することが望まれ

オン伝導度は特に高い。通常，プラセオジムやバ

ていた。PrBaCo2O5+の結晶構造と中性子散乱長密

リウムなどの陽イオンが不規則に配列した方が，

度分布を中性子回折データのリートベルトおよ

酸化物イオン伝導度が高いと期待されるが，プラ

び MEM 解析により検討した結果，Pr 陽イオン近

セオジムとバリウムが規則配列しているのに，酸

くの頂点酸素 O2 と，コバルト－酸素面（赤道面）

化物イオン伝導度が高い理由は謎であった。拡散

上の酸素 O3 を介して酸化物イオンが移動するこ

図 15 層状ペロブスカイト型コバルト酸化物 PrBaCo2O5+の結晶構造（a）と中性子散乱長密度分布
(b) （1000℃）米国化学会の許諾を受けて文献[25]から複製。
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とがわかった(図 15 の矢印で示す O2O3 経路)[25]。
Pr2NiO4 系酸化物などの K2NiF4 型酸化物は酸化
物イオン-電子混合伝導体であり，メンブレン反応
器の酸素透過膜や次世代の低温作動型 SOFCs の
空気極として期待されている。K2NiF4 型酸化物に
おける酸化物イオンの拡散経路は長い間未解明
であった。そこで Pr2NiO4 系酸化物の中でも酸素
透 過 率 が 高 い 組 成 の 一 つ で あ る
(Pr0.9La0.1)2(Ni0.74Cu0.21Ga0.05)O4+δ 等を選択して高温
で結晶構造と拡散経路を研究した[26-28]。この化
合物は 1016℃において正方晶系の空間群 I4/mmm
に属する K2NiF4 型構造をとることが確認された
(図 16 (a))。この結晶構造ではペロブスカイト型
(Pr0.9La0.1)(Ni0.74Cu0.21Ga0.05)O3

層 と 岩 塩 型

(Pr0.9La0.1)O 層が c 軸に沿って交互に積層している。
O2

原 子 の 熱 楕 円 体 の 異 方 性 は

(Ni0.74Cu0.21Ga0.05)O 結合に垂直な方向に極端に大
きい。また，格子間サイトに O3 原子が存在する。

図

16

K2NiF4 型 酸 化 物 (Pr0.9La0.1)2-

(Ni0.74Cu0.21Ga0.05)O4+δ の結晶構造(a)と中性子
散乱長密度分布(b)。O2 は頂点酸素，O3 は格
子間酸素である。米国化学会の許諾を受けて
文献[26]から複製。

図 16(b)の中性子散乱長密度の等値面に示すよう
に，酸化物イオンの拡散経路は，…O2O3O2
…の様に 2 次元で異方性である。このように
K2NiF4 型酸化物における酸化物イオンの拡散に
とって，O2 原子の異方性熱楕円体と格子間 O3 原
子が大きな役割を果たしている。そして 2 次元の
拡散経路のネットワークが形成されることが，c
軸に沿ったイオン伝導度よりも ab 面上でのイオ
ン伝導度が高いことを説明する。
Pr2NiO4 の Ni 席に Cu を一部置換すると，
Jahn-Teller 効果により頂点酸素 O2 と(Ni,Cu,Ga)席
の原子間距離が増加し，結合が弱くなって O2 が
移動し易くなると考えられる。そのため頂点酸素
O2 の位置がシフトしやすくなって，格子間酸素
O3 が入り易くなり，酸化物イオン伝導度が高く
なる[28]。また，Ni 席の平均酸化数は+2.5 である
と BVS により見積もられるが，価数が+3 と高い
Ga3+を Ni 席に部分置換することにより，過剰酸素
量，すなわちキャリアとなる格子間酸素量が増加
して，酸化物イオン伝導度が増加することも見出
した[28]。
本節では，中性子粉末回折法と MEM によりわ

図 17

1558℃においてその場測定した中性子

回折データを解析して得られた，
La9.69(Si5.70Mg0.30)O26.24 の結晶構造(上の図)と
等中性子散乱長密度面(下の図)。O4 はアパタ
イトチャンネル内の酸素である。米国化学会
の許諾を受けて文献[29]から複製。
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かったペロブスカイト型酸化物イオン伝導体と

ているのに対し，c 軸に垂直なO4O5O3経路

層状ペロブスカイト型酸化物イオン伝導体にお

は隣の単位胞にまでは完全には連結していない。

ける酸化物イオンの拡散経路の研究について述

従って，c 軸に垂直なO4O5O3経路に比べて，

べた。同様に中性子粉末回折法と MEM によりア

c 軸に沿ったO4O4O4拡散経路の方が，高い

パタイト型ランタンシリケート酸化物イオン伝

イオン伝導度を期待され，既報における単結晶の

導体とチタン酸ランタンリチウムイオン伝導体

イオン伝導度の異方性と合致する。

の構造とイオン拡散経路を調べた。図 17 に示す

リチウムを添加したチタン酸ランタン ABO3 ペロブス

ように，アパタイト型 La9.69(Si5.70Mg0.30)O26.24 にお

カイト(A=La2/3-x, B=Ti) La2/3-xLi3xTiO3 は最もリチウ

いて可視化された酸化物イオンの拡散経路は二

ムイオン伝導度が高い固体電解質の一つである。

種類ある。一つは c 軸に沿ったO4O4O4拡散

そのため，多くの研究者が La2/3-xLi3xTiO3 材料の結

経路。もう一つは c 軸に垂直なO4O5O3経路

晶構造を研究してきた。しかし，Li 陽イオンの位

である。室温では局在している酸化物イオンが温

置と拡散経路は良くわかっていなかった。我々は

度の上昇と共に拡がって，O4O4O4および

室温における La0.62Li0.16TiO3 ペロブスカイトにお

O4O5O3のように連結して移動し易くなるこ

けるリチウム陽イオンの位置と拡散経路を明ら

とがわかった。これはイオン伝導度が温度上昇と

かにした(図 18)。Li は La が欠損した La2O2 層

共に増加することに対応する。c 軸に沿った

(002)面上の La と O の隙間である格子間 2c 席に存

O4O4O4拡散経路は隣接した単位胞に連結し

在し，(002)面上に二次元の拡散経路を形成する。
7． 酸化物イオン伝導を示す新構造ファミリー
NdBaInO4 の発見，イオン伝導度の向上と特許公開
[31-34]
4 節および 6 節で示したように，イオン伝導機
構，とりわけイオン拡散経路は結晶構造に強く依
存する。特定の結晶構造で高いイオン伝導度が発
現する。したがって，イオン伝導性を示す「新し
い結晶構造ファミリー」を発見することは，未来
の科学技術の発展の鍵となると考えられる。酸化
物イオン伝導体の発見の歴史をたどると，まずは
蛍石型酸化物イオン伝導体が発見，開発された。
その後，ペロブスカイト型酸化物イオン伝導体が
発見，開発されてきた。4 節と 6 節で示したよう
に，蛍石型構造ファミリーとペロブスカイト型構
造ファミリーでは，酸化物イオン拡散経路は三次
元のネットワークを形成する。最近では 6 節で説
明したような層状ペロブスカイト型酸化物が高

図 18

La0.62Li0.16TiO3 の精密化した結晶構造

(上図)と(002)面上における MEM 中性子散乱

い酸化物イオン伝導度を示すことがわかってき
た。通常不規則構造の方がイオン伝導の観点から

長密度分布（下の図。Li+陽イオンの拡散経路

有利であると思われるが，PrBaCo2O5+のように陽

を示す）。米国化学会の許諾を得て文献[30]か

イオン Pr と Ba が規則配列した層状構造であって

ら複製。

も，酸化物イオン拡散経路が形成されれば(図 15)，
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高いイオン伝導度を発現することができる。そこ

(A,A')2BO4 の中に，ニッケル酸プラセオジム固溶

で著者らは比較的サイズが大きな異なる陽イオ

体(Pr0.9La0.1)2(Ni0.74Cu0.21Ga0.05)O4+ のような高い

ン A と A'が規則配列した新しい層状構造を持つ新

酸素透過率を示す混合伝導体が報告されている

物質 AA'BO4 の探索を行った。AA'BO4 を選んだの

からである。LaSrAlO4 など K2NiF4 型構造を有す

は ， K2NiF4 型 構 造 を 有 す る 酸 化 物 A2BO4 や

る酸化物 (A,A')2BO4 では陽イオン A と A'のサイズ

図 19

NdBaInO4 の放射光 X 線（a 左）と中性子（a 右）粉末回折データのリートベルト解析図形と

(b)精密化した結晶構造。米国化学会の許諾を得て文献[31]から複製。

図 20

NdBaInO4 (1000℃)の差結合原子価の総和(Difference Bond Valence Sum)の等値面。米国化学会

の許諾を得て文献[31]から複製。
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が近いものが多く，A と A'が同じ結晶学サイトに

構造を有することがわかった(図 19(b))。すなわち

存在する。著者らは新しい層状酸化物を見つける

新しい構造ファミリーの酸化物イオン伝導体を

ために，陽イオン A と A'のサイズが異なる AA'BO4

発見したことになる。NdBaInO4 はペロブスカイト

酸化物を探索した。様々な元素の組み合わせを調

ユニット（図 19, 20 の(A,A')BO3 unit）と La2O3 型

べたが，その中で NdBaInO4 酸化物を発見した

(A-希土構造)Nd2O3 ユニット（図 19, 20 の AO unit）

[31,33]。Ba, Nd, In の組み合わせは比較的イオン半

が交互に積層した層状構造を有すると見なせる。

径が大きく，イオン伝導性に有利であると考えた。

合成した試料の電気伝導度の酸素分圧依存性を

また，Ba と In のイオン半径比は，BaInO3 ペロブ

測定し，酸素分圧が 3.2×1011 ～3.0×1019 気圧の

スカイトユニットを形成するのに有利であると

範囲で電気伝導度は一定であり，純酸化物イオン

考えた。

伝導が示唆された（図 21(a)の黒い水平な線）。し

固相反応法により NdBaInO4 を合成できた。具

たがって，狙い通り A 陽イオン Nd（図 19(b)の●）

体的には原料粉末である BaCO3, Nd2O3 と In2O3 を

と A'陽イオン Ba（図 19(b)の●）が規則化した，

混合，仮焼後，粉砕・混合してから圧粉して，空

新しい層状化合物 AA'BO4 (A = Nd, A' = Ba, B = In)

気中 1400℃で焼結した。NdBaInO4 の X 線，放射

を発見したのである。図 20 に示すように，酸化

光 X 線および中性子粉末回折データを用いて未

物イオンに対する差結合原子価の総和(Difference

知構造解析と結晶構造の精密化を行った(図 19(a))。

Bond Valence Sum)の等値面は，酸化物イオン伝導

その結果，NdBaInO4 は過去に報告の無い型の結晶

が主として Nd2O3 ユニット周辺で起こることを示

図 21

NdBaInO4 と Nd0.9Sr0.1BaInO3.95 の電気伝導度の酸素分圧依存性(858℃)(a)およびアレニウスプ

ロット（赤が全電気伝導度，黒が酸化物イオン伝導度）(b)。英国化学会の許諾を得て文献[32]から
複製。
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図 22

Nd0.9Sr0.1BaInO3.95 の精密化した結晶構造(左図，24℃)と結合原子価に基づいた酸化物イオンの

エネルギー図（右図，800℃）。英国化学会の許諾を得て文献[32]から複製。
唆している。したがって，Nd2O3 ユニット周辺に

よって確認 した。基本物質と 同様，

主たる酸化物イオン拡散経路が存在する新しい

Nd0.9Sr0.1BaInO3.95 についても，放射光 X 線および

層状構造を有する酸化物イオン伝導体を発見し

中性子粉末回折測定を行った。また，高温におけ

たと考えられる。

る中性子回折測定も実施した。基本物質 NdBaInO4

図 20 に示すように，酸化物イオン伝導が主と

の結晶構造を初期構造として，リートベルト法に

して Nd2O3 ユニット周辺で起こるので，Nd 席の

よる構造精密化を行った結果，置換した Sr は，狙

一部を Nd に比べてサイズが大きく価数が小さな

い通り Nd 席に置換していることが確認された(図

Sr で置換すれば，酸素空孔，すなわちキャリア濃

22 の左図)。さらに，酸素の占有率を解析した結

度が増加し，酸化物イオン伝導に対するボトルネ

果，基本物質 NdBaInO4 では確認できなかった酸

ックサイズが増大してイオン伝導度が高くなる

素席に空孔が存在することが明らかとなった。こ

と期待される。そこで，実際に Sr の置換量を種々

れはキャリアとなる酸素空孔量の増加を示す直

試したところ，Nd を 10 mol% Sr に置換した

接的な証拠である。さらにイオンの移動経路上の

Nd0.9Sr0.1BaInO3.95 が基本物質である NdBaInO4 よ

ボトルネックに注目したところ，Sr 置換によって

り約 20 倍高い酸化物イオン伝導度を 858℃におい

陽イオンが形成する三角形の大きさがわずかに

て持つことがわかった（図 21(a)）[32]。イオンの

大きくなっていることがわかった。これは，酸化

移動度向上は，イオン伝導の活性化エネルギーと

物イオンの移動度が上がっていることを示して

して評価することができる。酸化物イオン伝導の

おり，Nd を Sr により置換することによって酸化

アレニウスプロットから，活性化エネルギーを計

物イオン伝導の活性化エネルギーが低下する実

算したところ，NdBaInO4 では 0.91(4) eV となり，

験結果を説明している。さらに，結合原子価法に

Nd0.9Sr0.1BaInO3.95 では 0.795(10) eV となった。こ

基づいて酸化物イオンのエネルギーを計算した

れらの結果は，当初の狙い通りキャリア濃度の増

ところ，Nd0.9Sr0.1BaInO3.95 は，基本物質 NdBaInO4

加とボトルネックサイズの拡大により酸化物イ

に比べエネルギー障壁が低い拡散経路を持つこ

オン伝導度の向上を達成できたことを示唆して

と が 明 ら か と な っ た 。 図 22 の 右 図 は ，

いる。実際にキャリア濃度が増加しボトルネック

Nd0.9Sr0.1BaInO3.95 の結晶構造内における結合原子

サイズの拡大が起きているかは，結晶構造解析に

価に基づいた酸化物イオンのエネルギー図であ
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り，Nd 席を一部 Sr で置換した La2O3 型(A-希土構

4.

八島正知，「イオン伝導体，混合伝導体と光

造または A 型)Nd2O3 ユニット付近を 2 次元に酸化

触媒の構造物性 -ペロブスカイト型とその類

物イオンが拡散することを示唆している。

縁酸化物における可動イオンの拡散経路，お

以上の様に，新構造ファミリーが発見されたの

よび Sm2Ti2S2O4.9 における化学結合の可視化

で，米国，韓国，日本で物質構造特許を出願し，
公開されている[34]。この特許では既約格子定数

-」，セラミックス，43, [11] 922-928, (2008).
5.

を利用して幅広い物質系に網をかけている。

八島正知，「可視光で水を分解する光触媒の
結晶構造と電子密度分布」，燃料電池，10, [4]
100-112 (2011).

8． おわりに

6.

エネルギー・環境材料の精密構造解析と新物質

～窒素と共有結合が可視光に応答させる～」，

探索に関する著者らの研究を紹介した。精密構造
解析だけを行うのではなく，その結果に基づいて

八島正知，「水から水素を作る光触媒の構造

Materials Stage, 11, [5] 15-17 (2011).
7.

M. Yashima, K. Ogisu, K. Domen, “Structure and

今後も新しい構造ファミリーの新物質を発見し，

electron density of oxysulfide Sm2Ti2S2O4.9 as a

材料特性と構造ならびに化学結合を研究してい

visible light responsive photocatalyst”, Acta

きたい。

Crystallogr. B, 64, [3] 291-298 (2008).
8.

M. Yashima, M. Saito, H. Nakano, T. Takata, K.
Ogisu, K. Domen, “Imma Perovskite-Type
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