࠙◊✲㒊ࠚ

ᛂຊ༳ຍࡼࡿᕧᅽ㟁≉ᛶࢆ᭷ࡍࡿᅽ㟁యⷧ⭷ࡢ㛤Ⓨ

㔝ᬛஓ
㸦ぢᕤᴗᏛ ࣐ࢸࣜࣝᕤᏛ⛉㸧

ὠ┤ྐ
㸦ぢᕤᴗᏛ ᶵჾศᯒࢭࣥࢱ࣮㸧

㸯㸬ࡣࡌࡵ
ⷧ⭷ࡢ㟁Ẽ≉ᛶࡣ୍⯡ⓗ⤖ᬗ㓄ྥᛶࡸᚤ⣽ᵓ㐀ࠊṧ␃ᛂຊ࡞ࡼࡾࡁࡃᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࠋ㏆ᖺࡇࢀ
ࡽࡢᅉᏊࡢ࠺ࡕࠊṧ␃ᛂຊࡀᅽ㟁≉ᛶ࣭ᙉㄏ㟁≉ᛶࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇࡀ᫂ࡽࡉࢀࠊᅽ⦰᪉ྥ
ࡢᛂຊࢆⷧ⭷༳ຍࡍࡿࡇ࡛ࠊ༢⤖ᬗ௨ୖࡢ㟁Ẽ≉ᛶࡀᚓࡽࢀࡿࡸࠊ࣮࢟ࣗࣜⅬࡀୖ᪼ࡍࡿ⌧㇟ࡀሗ
࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊከࡃࡢ◊✲⪅➼ࡼࡗ࡚ⷧ⭷ࡢṧ␃ᛂຊไᚚ᪉ἲࡀ᳨ウࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋࠊ
ࡇࢀࡽࡢไᚚ᪉ἲࡢከࡃࡣ༢⤖ᬗᇶᯈࢆ⏝࠸࡚ṧ␃ᛂຊࢆไᚚࡍࡿࡓࡵࠊࢥࢫࢺ㠃ࡽᐇ⏝ࡁ࡞ㄢ
㢟ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀᑐࡋᡃࠎࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࠊᾮ┦ἲࡼࡾస〇ࡋࡓࢳࢱࣥ㓟ࢪࣝࢥࣥ㓟㖄(PZT)
ⷧ⭷ࢆ⏝࠸࡚ࠊࣂࢵࣇ࣮ᒙࡢᵓ㐀タィࡼࡾᕷ㈍ࡢ Si ᇶᯈୖ࡛ࠊ┠ⓗࡍࡿᅽ⦰᪉ྥࡢᛂຊࢆ༳ຍࡍࡿ
ࡇᡂຌࡋࡓࠋ
ᮏ⏦ㄳ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ᥦࡋࡓ᪤Ꮡࡢࢩࣜࢥࣥᇶᯈࢆ⏝࠸ࡓⷧ⭷ࡢṧ␃ᛂຊࢆไᚚࡍࡿ᪉ἲࢆ
ᅽ㟁యⷧ⭷㐺⏝ࡋࠊᛂຊไᚚࡋࡓᅽ㟁యⷧ⭷ࢆᾮ┦ἲࡼࡾస〇ࡋࠊᕧ࡞ᅽ㟁≉ᛶⓎ⌧ࢆ┠ᣦࡍࠋࡲ
ࡓࠊXRD ࡼࡾṇ☜࡞⤖ᬗṍ㔞ࢆ⟬ฟࡍࡿࡇ࡛ࠊṍࡳᅽ㟁≉ᛶࡢ㛵ಀࢆㄪᰝࡋࡓࠋ
㸰㸬◊✲⤒㐣
ᮏ⏦ㄳ◊✲࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆᇶ Si ᇶᯈୖࡢ PZT ⷧ⭷ᑐࡋ࡚ࡼࡾࡁ࡞ᅽ⦰
ᛂຊࡀ༳ຍ࡛ࡁࡿࣂࢵࣇ࣮ᵓ㐀ࡋ࡚ࠊLa(Sr,Co)O3(LSCO)/LaNiO3(LNO)ᵓ㐀ࡢᾮ┦ἲࡼࡿస〇ࢆヨ
ࡳࡓࠋࡇࢀࡣࠊᾮ┦ἲࡼࡾ Si ᇶᯈ┤ୖ࣏ࣛࢫ࡞ LNO ᒙࢆ✚ᒙࡍࡿࡇ࡛ࠊSi ᇶᯈࡢప࠸⇕⭾ᙇಀ
ᩘ㉳ᅉࡍࡿࡁ࡞ᘬࡗᙇࡾᛂຊࢆ⦆ࡍࡿࡇࠊ⇕⭾ᙇಀᩘࡢࡁ࡞ LSCO ࢆ LNO ୖ✚ᒙࡍࡿࡇ
࡛ࠊLSCO ୖ✚ᒙࡍࡿ PZT ᑐࡋ࡚ࡁ࡞ᅽ⦰ᛂຊࢆ༳ຍࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓㥑య⁐ᾮࡢ
Ꮫタィࢆ⾜࠸ࠊ⇕ฎ⌮᮲௳ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡛ Si ᇶᯈୖ a ㍈㑅ᢥ㓄ྥࡋࡓ LSCO/LNO ᵓ㐀ࢆస〇ࡍࡿ
ࡇᡂຌࡋࡓࠋࡲࡓࠊᚓࡽࢀࡓࣂࢵࣇ࣮ᒙୖ PZT ࢆᾮ┦ἲࡼࡾస〇ࡋࡓࡇࢁࠊPZT ࡶ a-ࠊc㍈᪉ྥ㑅ᢥ㓄ྥࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆฟ᮶ࡓࠋᚓࡽࢀࡓⷧ⭷ࡢ⤖ᬗṍࡳࡣ XRD ཬࡧ TEM ࡼࡾほᐹࡋࠊ
ᅽ㟁≉ᛶࢆᅽ㟁ᛂ⟅㢧ᚤ㙾(PFM)ࡼࡾ ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᛂຊ༳ຍࡼࡾᙜึࡢ┠ⓗࡢ㏻ࡾᅽ㟁≉ᛶ
ࡢྥୖࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡋࡋࠊࡑࡢྥୖ㔞ࡣᮇᚅࡋ࡚࠸ࡓ್ࡣ฿㐩ࡋ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢཎᅉࡣࠊࡁ࡞⤖
ᬗṍࡳࢆ༳ຍࡋࡓࡇ࡛ࠊPZT ࡢ⤌ᡂࡢ࠺ࡕ᭱ࡶᅽ㟁≉ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ MPB ⤌ᡂࡀ Ti
ࣜࢵࢳഃࡶࡋࡃࡣ Zr ࣜࢵࢳഃࢩࣇࢺࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋᚋࠊ⤖ᬗṍࡳ༳ຍࡢṇ☜࡞ MPB
⤌ᡂࢆ᥈⣴ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊᙜึ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡓᕧ࡞ᅽ㟁≉ᛶࡢⓎ⌧ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
㸱㸬◊✲ᡂᯝ
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Fig.1 PZT(002)㠃ࡢȏゅ౫Ꮡᛶ
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Fig.1 ᚓࡽࢀࡓ LSCO/LNO ୖ✚ᒙࡋࡓ PZT ⷧ⭷
(002)㠃ࡢࣆ࣮ࢡ⨨ࡢȏゅ౫Ꮡᛶࢆ♧ࡍࠋ ᐃࡢ⤖ᯝࠊ
ᚓࡽࢀࡓ PZT ⷧ⭷ࡣ⣙ 1.1GPa ࠸࠺㠀ᖖࡁ࡞
ᅽ⦰ᛂຊࡀ༳ຍࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ
◊✲࡛ࠊPZT ⷧ⭷ࢆ LNO ୖ✚ᒙࡉࡏࡓሙྜࠊࡑࡢṧ
␃ᛂຊࡣᅽ⦰᪉ྥ⣙ 0.35GPa ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊᮏ⏦ㄳ◊✲࡛ᥦࡋࡓࣂࢵࣇ࣮ᒙࡢ✚ᒙᵓ㐀ࢆ
⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊᚑ᮶ࡢ⣙ 3 ಸࡢᅽ⦰ᛂຊࢆ༳ຍࡍࡿࡇ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⤖ᬗṍࡳࢆ TEM
ほᐹࡼࡿ SAED(Selected Area Electron Diffraction)
ࣃࢱ࣮ࣥࡽホ౯ࡋࡓࡇࢁࠊXRD ゎᯒࡢ⤖ᯝྠᵝ
ࠊLNO ୖࡢ PZT ẚ࡚ࠊLSCO ୖࡢ PZT ࡛ࡣࠊ
㠃እ᪉ྥ⤖ᬗ᱁Ꮚࡀࡁࡃఙ㛗ࡋࠊ㠃ෆ᪉ྥࡁ
ࡃ⦰ࡋ࡚࠸ࡿ⌧㇟ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊLSCO ୖࡢ
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Fig.2 LSCO ࡢ⭷ཌࡢ㐪࠸ࡼࡿ PZT ⷧ⭷
ࡢᙉㄏ㟁≉ᛶࡢኚ

1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800

LSCO(10L)
LSCO(6L)

d33(pm/V)

Polarization(PC/cm2)

PZT ࡛ࡣࠊLNO ୖࡢ PZT ẚ࡚ࡁ࡞ᅽ⦰ṍࡳࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᇶ♏
◊✲࡛ࡣࠊࣂࢵࣇ࣮ᒙࡢ⭷ཌࡼࡾ⤖ᬗṍ㔞ࡀኚࡍࡿࡇࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏ⏦ㄳ◊✲࡛ࡶࠊ
LSCO ࡢ⭷ཌࢆኚࡉࡏࡓ PZT ⷧ⭷ࢆస〇ࡋࠊࡑࢀࡽࡢ㟁Ẽ≉ᛶࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡛㟁Ẽ≉ᛶࡢᛂຊ
౫Ꮡᛶࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋࡓࠋ
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Fig.3 LSCO ࡢ⭷ཌࡢ㐪࠸ࡢࡼࡿ PZT ⷧ⭷ࡢᅽ
㟁≉ᛶࡢኚ

ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࠊࣂࢵࣇ࣮ᒙࡢ⭷ཌࢆཌࡃࡍࡿࡇ࡛ࠊSi ᇶᯈࡽࡢᘬࡗᙇࡾᛂຊࢆ⦆ࡍࡿࡇ
ࡀฟ᮶ࠊ⤖ᯝⓗⷧ⭷ᑐࡋ࡚ࡁ࡞ᅽ⦰ᛂຊࢆ༳ຍࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆሗ࿌ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ᮏ⏦ㄳ◊✲࡛ࡶྠᵝࡢ⌧㇟ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࠊLSCO10 ᒙ✚ᒙࡉࡏࡓࡶࡢ LSCO6 ᒙ✚ᒙ
ࡉࡏࡓࡶࡢ࡛ࡣࠊ๓⪅ࡢ᪉ࡀᙉㄏ㟁≉ᛶཬࡧᅽ㟁≉ᛶ᪉ࡶ㧗࠸ࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ≉ᮏ⏦ㄳ࡛
┠ⓗࡋ࡚࠸ࡓᅽ㟁≉ᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊLSCO ࢆ 10 ᒙ✚ᒙࡍࡿࡇ࡛ d33max=⣙ 800pm/V 㠀ᖖⰋ
ዲ࡞≉ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢ್ࡣࠊᾮ┦ἲࡼࡾస〇ࡋࡓ PZT ⷧ⭷࠾ࡅࡿᅽ㟁ᐃᩘࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ
ሗ࿌್ẚ㍑ࡋ࡚㠀ᖖ㧗࠸್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅽ㟁≉ᛶࡢᛂຊࡼࡿྥୖࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤖ᬗṍࡳࡀ༳
ຍࡉࢀࡿࡇ࡛ࠊศᴟ㍈᪉ྥࡢ᱁Ꮚࡀఙ㛗ࡋࡇࢀࡼࡾᅽ㟁≉ᛶࡀྥୖࡍࡿ Intrinsic ࡞ຠᯝࠊ⤖
ᬗṍࡳࡀࢻ࣓ࣥࡢࢫࢵࢳࣥࢢᙳ㡪ࢆ࠼ࠊࡇࡢࢻ࣓ࣥࢫࢵࢳࣥࢢࡼࡾᅽ㟁≉ᛶࡀྥୖࡍ
ࡿ Extrinsic ࡞ຠᯝࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡋࠊ⌧Ⅼ࡛ࡣᅇࡢᅽ㟁≉ᛶྥୖࡢせᅉࡀࡕࡽࡢᅉᏊ
ࡼࡾࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࢆ⤖ㄽ࡙ࡅࡿࡇࡣฟ᮶࡞࠸ࠋ
ࡲࡓ㏆ᖺࠊࣜࣛࢡࢧ࣮ᆺᙉㄏ㟁యᮦᩱ࡛࠶ࡿ Pb(Mg,Nb)O3-PbTiO3 ⣔ࡢᮦᩱ࠾࠸࡚ࠊ⤖ᬗṍࡳ
ࡼࡾ㟁Ẽ≉ᛶࡀ᭱࡞ࡿ MPB ⤌ᡂࡑࡢࡶࡢࡀࢩࣇࢺࡍࡿࡇࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊPZT ⣔࠾࠸࡚
ࡶྠᵝࡢ⌧㇟ࡀ㉳ࡇࡿணࡉࢀࡿࠋᮏ⏦ㄳ◊✲࠾࠸࡚⣙ 1.1GPa 㠀ᖖࡁ࡞ᅽ⦰᪉ྥࡢṧ␃
ᛂຊࢆ༳ຍࡋࡓሙྜࠊࡇࡢᙳ㡪ࡼࡾ MPB ⤌ᡂࡑࡢࡶࡢࡀࢩࣇࢺࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࠊᛂຊ༳ຍ
࠾ࡅࡿ MPB ⤌ᡂࢆ᪂ࡓ᥈⣴ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᛂຊ༳ຍࡢຠᯝࡼࡾᙉ
ㄏ㟁≉ᛶཬࡧᅽ㟁≉ᛶࡀྥୖࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊྠࡌࡃᛂຊຠᯝࡼࡾ㟁Ẽ≉ᛶࡀ᭱ࢆࡿ MPB ⤌
ᡂࡑࡢࡶࡢࡀࢩࣇࢺࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡁ࡞ᅽ⦰ᛂຊୗ࡛ࡢ┿ࡢ MPB ⤌ᡂࢆ᥈⣴ࡍࡿࡇ࡛ࠊᅇሗ
࿌ࡋࡓ್௨ୖࡢᙉㄏ㟁≉ᛶࡸᅽ㟁≉ᛶࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

㸲㸬ࡲ  ࡵ
ᮏ⏦ㄳ◊✲࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ Si ᇶᯈୖࡢᅽ㟁యⷧ⭷ࡢᛂຊไᚚ㛵ࡍࡿᇶ♏◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ
⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊPZT ⷧ⭷≉ᛶྥୖࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡁ࡞ᅽ⦰᪉ྥࡢᛂຊࢆ༳ຍࡋࠊࡇࡢᛂຊຠᯝࢆ⏝
ࡋ࡚ࠊᕧ࡞ᅽ㟁≉ᛶࡢⓎ⌧ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋᚓࡽࢀࡓⷧ⭷ࡢṧ␃ᛂຊ≧ែࡣࠊXRD ゎᯒཬࡧ TEM ⏬ീゎᯒ
ࡽⷧ⭷ࡢ⤖ᬗṍࡳࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡛⟬ฟࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᪉ࡢ ᐃᡭἲࡽྠ⛬ᗘࡢ⤖ᬗṍࡳ㔞ࡀほ
ࡉࢀࠊᚓࡽࢀࡓⷧ⭷ࡢṇ☜࡞ṧ␃ᛂຊ≧ែࢆ⟬ฟࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏ⏦ㄳ◊✲࡛ᥦࡋࡓᛂ
ຊไᚚ᪉ἲࢆ⏝ࡍࡿࠊSi ᇶᯈୖࡢ PZT ⷧ⭷ᑐࡋ࡚⣙ 1.1GPa ࠸࠺㠀ᖖࡁ࡞ᅽ⦰ᛂຊࢆேᕤⓗ
༳ຍࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋࡉࡽᅽ㟁≉ᛶࢆホ౯ࡋࡓࡇࢁࠊࡁ࡞ᅽ⦰᪉ྥࡢṧ␃ᛂ
ຊࢆ༳ຍࡋࡓࡇ࡛ࠊᾮ┦ἲࡼࡾస〇ࡋࡓ PZT ⷧ⭷࡛ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅽ㟁ᐃᩘࢆࡁࡃ㉸࠼ࡿ d33max=

⣙ 800pm/V ࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡋࡋࠊࡇࡢࡁ࡞ᅽ⦰ṧ␃ᛂຊࡼࡾ MPB ⤌ᡂࡑࡢࡶࡢࡀࢩࣇࢺࡋ࡚
࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᛂຊ༳ຍࡢ┿ࡢ MPB ⤌ᡂࢆ᥈⣴ࡍࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾⰋዲ࡞ᅽ㟁≉ᛶࡀⓎ⌧
ࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ
ᮏ⏦ㄳ◊✲࡛ࡣࣔࢹࣝᮦᩱࡋ࡚ᐇ⏝ᮦᩱ࡛࠶ࡿ PZT ᑐࡋ࡚ᛂຊຠᯝ㉳ᅉࡍࡿᕧ࡞ᙉ
ㄏ㟁≉ᛶࡸᅽ㟁≉ᛶࡢⓎ⌧ࢆ┠ᣦࡋࡓࡀࠊᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊྠࡌࡃ MPB ⤌
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【研究部】

研 究 課 題 名
サブナノクラスターを基盤とした新物質創製のための実験と大規模計算の協同
研究代表者名
豊田工業大学・クラスター研究室・市橋正彦
研究分担者名
九州大学・大学院理学研究院・寺嵜 亨
豊田工業大学・クラスター研究室・安松久登
東北大学・金属材料研究所・川添良幸
東北大学・金属材料研究所・水関博志
１．はじめに
二酸化炭素 CO2 からのメタノール CH3OH の生成は以下のように発熱的に進行する。
CO2 + 3H2 o CH3OH + H2O  0.51 eV
(1)
このため、反応の活性化エネルギーを下げるために銅などの金属を触媒として用いることが研究されてい
る。我々は、サイズ選別した銅クラスターイオン Cun+ (n = 37)およびコバルトクラスターイオン Con+ (n =
37)への二酸化炭素と水素の共吸着とクラスター上での反応を研究し、コバルト 5 量体イオン Co5+上でメ
タノール生成が効率よく進行することを示唆する結果を得た。
２．研究経過
実験は豊田工大・クラスター研の金属クラスター反応解析装置を用いて行なった。高真空下で生成した金
属クラスターイオンをサイズ選別し、サイズの揃った金属クラスターイオンを CO2, D2 またはそれらの混合
気体中に導入し反応させ、質量分析法を用いて生成イオンを同定した。一方、計算では、密度汎関数法
(Gaussian03)を用いて反応物、反応中間体、生成物の構造を求め、反応過程を考察した。基底関数系として
は LanL2DZ を用い、交換・相関相互作用には BPW91 を用いた。

Ion Intensity (arb. units)

３．研究成果
Cun+と CO2, D2 との反応
CO2 との反応では、Cu3+が最も効率よく CO2 を吸着し、サイ
ズの増加とともに吸着効率は減少することがわかった。ま
Co5+
+
+
た D2 との反応では、Cu5 および Cu7 においてのみ吸着生成
物 Cun+(D2)が観測された。CO2/D2 混合気体との反応では、
Cu5+においてのみ共吸着生成物である Cu5+(CO2)(D2)が検出
Co5+(D2)x
Co5+(D2)x(CO2)
された。
1 2
+
Con と CO2, D2 との反応
0 1 2
Co5+(CD4O)
CO2 との反応では 35 量体が CO2 を吸着することが判明し
た。一方、D2 との反応では、Con+ (n = 4, 5)が D2 を効率よく
吸着することがわかった。特に、Co5+では D2 が 2 分子吸着
した Co5+(D2)2 も観測された。また、CO2/D2 混合気体との反
-10
0
10
20
30
40
50
60
応では、Co4+, Co5+において共吸着が観測された。特に Co5+
Mass Number Shift (m/z)
+
で は 共 吸 着 生 成 物 で あ る Co5(D2)2(CO2) な ど に 加 え て
Co5+(CD4O)が生成することが見出された(図 1 参照)。これは
図 1. Co5+と CO2/D2 混合気体との反応。CO2
+
CD4O が安定な組成として Co5 上で存在していることを示
と D2 の分圧はそれぞれ 5 u 10-3 Torr および
唆しており、この組成はメタノールの組成と一致している。
1 u 10-3 Torr。
質量スペクトル上に観測された他の生成イオンから考える
とこの反応は以下のように進行するものと考えられる。
Co5+ + CO2 + 2D2 ooo Co5+(CO2)(D2)2
(2)
+
+
(3)
Co5 (CO2)(D2)2 + D2 o Co5 (CD4O)
密度汎関数法を用いた計算
Co5+は 3 角両錐構造がエネルギー的に安定であるが、CO2 と H2 の共吸着により、Co5+上で CO2 と H2 との反
応が起こると、図 2 のように 4 角錐構造の Co5+に 2 つのOH と 1 つのCH2 が結合した構造が安定となる。
これにさらに H2 が反応すると、Co5+ 上で H2O が容易に生成し、これがクラスターから脱離 し て
Co5+(CH3)(OH)が生じる。ここでは、Co5+は再び 3 角両錐構造に戻ることになる。
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Co5+

Co5+(CH2OH)(OH)

+

Co5 (CH2)(OH)

Co5+(CH3)(OH)2(H)
Co5+(CH3)(OH)
+
Co5 (CH3)(OH)(H2O)

図 2. 密度汎関数法によって求めた、反応過程に現れる安定な反応中間体の構造。
４．ま と め
CO2 の水素化によるメタノール合成触媒として、コバルトクラスターがはたらく可能性を実験的に示すこ
とができた。さらに、密度汎関数法を用いた反応過程の解明によって、Co5+上での CO2 と H2 との反応では、
Co5+の構造が 3 角両錐構造と 4 角錐構造との間を転移して、反応中間体を安定化していることが見出され
た。
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【研究部】

研 究 課 題 名	
  単結晶強誘電体ナノロッドアレイの圧電特性とドメイン構造の観察

研究代表者名
名古屋大学・大学院工学研究科・山田智明
研究分担者名
東北大学・金属材料研究所・木口賢紀

１．はじめに
	
  強誘電体は優れた圧電特性を示すことから、薄膜化する事で“究極の小型圧電材料”としての応用が期
待されている。しかし、薄膜は基板に拘束されているため、その圧電特性はバルクの単結晶やセラミック
スよりも大幅に低いことが知られている。一方で、ナノロッドのような基板上に成長した１次元構造では、
基板の拘束を受けずに格子の変形やドメイン分域の移動が可能であるため、薄膜よりも大きな圧電特性が
期待されるほか、１次元構造に特異な境界条件によって、バルクや薄膜にはない巨大な圧電特性を示す可
能性も理論的に示されている。しかし、ナノスケールの１次元構造の圧電特性やドメイン構造の詳細はほ
とんど明らかになっていない。
	
  我々は、高い圧力領域（数 Torr）でのレーザー堆積法により、強誘電体 Pb(Zr,Ti)O3 の単結晶ナノロッ
ドアレイの成長に成功している。そこで本研究では、このナノロッドアレイを用いて、強誘電体の１次元
構造における圧電特性とドイメン構造の評価を試みた。
２．研究経過
	
  本研究では、上記の手法で (100)SrRuO3//SrTiO3 上に堆積させた Pb(Zr,Ti)O3 ナノロッドアレイを用い
た。XRD によりドメイン構造を、TEM により微構造や化学組成の分布を調べた。また、ピエゾ応答顕微
鏡と電界下放射光 XRD を用いて圧電特性を調べた。

４．ま	
 と	
  	
 め	
 
	
  本研究により、Pb(Zr,Ti)O3 ナノロッドの微構造・化学組
成分布・ドメイン構造が初めて明らかになったほか、バルク
と同様の高い圧電性を示す事を見いだした。今回観測された
高い圧電特性の起源は、基板の拘束力の有無で定性的に説明
できるが、更に径を細くすることで、ナノスケールの１次元
構造に特異な物性の発現が期待できる。そのためには、ナノ
ロッドのサイズ（径）制御を今後実現する必要がある。
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1 µm

Fig.1 Cross sectional TEM image of
Pb(Zr,Ti)O3 nanorods grown on
(100)SrRuO3//SrTiO3

Nanorods

Δx

３．研究成果
	
  Pb(Zr,Ti)O3 ナノロッドの断面 TEM 像を図１に示す。
Pb(Zr,Ti)O3 は基板直上では膜であり、厚み約 170nm 以上の
領域でナノロッドを形成している事が分かった。また EDS
分析の結果から、ナノロッドの化学組成は場所によらず均一
であることが分かった。更に、ナノロッドの XRD 逆格子空
間マッピング測定から、ナノロッドは分極軸が基板垂直方向
に沿った c ドメインのみを有している事が示唆された。ナノ
ロッドでは何故 c ドメインのみが形成されるのかについては
不明である。今後、異なる条件で作製したナノロッドを比較
するなど、更なる検討が必要である。
	
  ナノロッドの圧電性を定量的に調べるために、ナノロッド
の上部と下部の間に電界を印加した時の結晶格子面間隔の
変化を放射光 XRD で測定した。その結果、図２に示すよう
に、電界印加によるナノロッドの格子歪みは、薄膜のそれよ
りも大きく、バルクの理論計算値と同様であった。ナノロッ
ドのような１次元構造は基板にほとんど拘束されないため、
薄膜に比べ大きな圧電性を示したと考えられる。

Bulk
(Theoretical estimation)

Thin Film

Fig.2& Electric& ﬁeld/induced& strain& of&
Pb(Zr,Ti)O3& nanorods& and& thin& ﬁlm.&
TheoreAcal& curve& for& bulk& Pb(Zr,Ti)O3& is&
also&drawn.&

