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まえがき

近年，材料探索を超高速化・超高効率化する方法論とし

て，1 枚の基板上にマスクを用いて複数の元素を任意の混

合比で化合させ評価するコンビナトリアル手法が注目され
，

，

富士電機においても同手法による材料探索に取り組んでい

る。この方式の強みの一つは，さまざまな合成条件をじゅ

うたん爆撃的にスクリーニングするために，常識的には考

えてもみなかった新物質を生み出す可能性があることであ

る。一方，どの元素の組合せが目標とする物性を高性能化

するかを予見するには，物性の発現機構を理論的に理解し

物質設計しなければならず，独創性が必要なところである。

原子分子レベルの物質の基本法則は量子力学であり，量子

力学を用いて非経験的に物性を予測することを「第一原理

計算を行う」という。未知の物質が予言された場合，その

合成条件を効率よく見いだす手段としてもコンビナトリア

ル手法は威力を発揮する。このような考えで，第一原理計

算を用いた材料設計シミュレーションとコンビナトリアル

手法による合成条件の探索を行った。

第一原理計算の手法
，

液体や固体など身の回りの物質は 1 cm3あたりおよそ

1023 個の原子核と電子から成る集合体である。このような

途方もなく複雑な系を理論的に扱うには幾つかの近似を必

要とする。まず，原子核の質量は電子の質量に比べて十分

大きいので，原子核は固定された点電荷として考える。す

ると，電子状態が分かれば系の基底状態を理解することが

できる。電子の状態はシュレーディンガー方程式 の解

（波動関数φ）として得られる。

………………………………

ここで，左辺第 1項は運動エネルギー，第 2項の Vは

ポテンシャルエネルギー，右辺の Eは全エネルギーを表

す。単純な水素原子の場合，ポテンシャルエネルギーは原

子核と電子のクーロン相互作用であり，厳密解が得られる

が，電子が複数個になると電子ー電子相互作用も考慮せね

ばならない。ましてや 1023 個もの電子を含む物質におい

ては，厳密な扱いは不可能である。そこで，ある電子の振

る舞いに注目して，その電子に及ぼす他の電子からの相互

作用の効果をある平均場で近似（局所密度近似：LDA）

し，一電子方程式に帰着させ，変分原理により方程式を解

く。この手法は密度汎関数法（Kohn-Shamの理論）に基

づいている。ちなみにW. Kohnは 1998 年度のノーベル化

学賞を受賞している。

材料設計シミュレーションの応用例

酸化物材料は，新しい電子材料あるいは機能性材料とし

て注目されている。中でも，図１に示す ABO3を基本とし

た化学式で表されるペロブスカイト型の複合酸化物はＡ，

Ｂのサイトを占める陽イオンの種類の組合せや，層状ペロ

ブスカイト構造を造ることにより，多岐にわたる物性を発

現する。Ｂサイトは主に遷移金属が占め，遷移金属酸化物

の多くがペロブスカイト構造を持つ。ペロブスカイト型酸

化物は，①強誘電体，②強磁性体，③圧電体，④焦電体，

⑤イオン伝導体，⑥電子伝導体，⑦絶縁体，⑧超伝導体，

⑨触媒，⑩超巨大磁気抵抗効果，⑪電気光学効果などの多

彩な機能を有する材料群であるため，材料設計シミュレー

ションに基づき薄膜デバイス応用に有望な新物質が見いだ

される可能性が高い。
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白丸は酸素原子（O）を示す。 
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図１　単純ペロブスカイト構造
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本稿では，新規な強誘電体材料の開発に取り組んだ例を

紹介する。

３.１ 強誘電体材料の非鉛化への取組み

強誘電体材料はコンデンサや圧電素子などとして広くエ

レクトロニクス機器（テレビ，ラジオなどのAV機器，各

種情報通信機器，電子レンジ，冷蔵庫，エアコン，各種医

療機器，制御機器，玩具，自動販売機など）に使用されて

いる。現在最も広く使用されている強誘電体材料の多くは

PbTiO3，Pb（Ti，Zr）O3，（Pb，La）（Ti，Zr）O3など

の鉛（Pb）を含むペロブスカイト型酸化物であり，高い

強誘電性が利用されている。しかし，Pbは人体に有害で

ある。そこで，非鉛系の強誘電体が盛んに研究されている

が，中でも有力なのはビスマス（Bi）系の強誘電体である。

しかし，Biにも毒性があり，Biも含まないことが理想で

ある。また，非鉛，非ビスマス系の（Ba，Sr）TiO3や

Ta2O5なども利用されているが，比誘電率や自発分極量，

圧電特性などにおいて鉛含有強誘電体に匹敵する材料はま

だ開発されていない。

このような状況の中，富士電機では高い強誘電体特性を

有する非鉛，非ビスマスの材料を探索した。

３.２ 強誘電性発現機構に関する考察

強誘電性は材料に電界を印加した際に構成元素が分極す

ることに起因する。長距離力のクーロン力は分極を起こす

働きをするが，短距離力の斥力は結晶の分極を防ぐように

働く。ペロブスカイト型酸化物の PbTiO3が同様な結晶構

造の BaTiO3よりも大きな自発分極を示す理由についてそ

の強誘電性の発現原理を述べた論文がある
，

。それによると，

チタン（Ti）の 3d電子は酸素（O）の 2p電子と混成する

ため共有結合性が生じ，短距離力の斥力を緩和することが

できる。そのような状況のもと PbTiO3の場合，Pbの 6s，

6p電子は酸素の 2p電子と混成し，間接的に共有結合性を

高めているが，BaTiO3の場合，バリウム（Ba）の 5p電

子は酸素の 2p電子と混成しないので，その効果は少ない

と論じている。よって，Pbが元素の周期律表におけるⅣ

族であることが強誘電性の発現に本質的に寄与しているこ

とになる。また，Bサイト（遷移金属）イオン種による強

誘電性の発現の寄与についての論文もある。それによれば，

Ⅳ a族の場合，Ti，Zr，Hfを比較して，遷移金属イオン

の d電子のエネルギー準位が酸素の 2p電子のエネルギー

準位に近い Tiにおいて共有結合性が最も強く強誘電性が

高いと論じている。

そこでＡサイト原子にスズ（Sn），Bサイト原子に Ti

を持つ，化学組成が SnTiO3でペロブスカイト構造を持つ

化合物を考える。Snは Pbと同じⅣ族であり，電子構造

が似ている。Snの 5p電子のエネルギー準位（－5.94 eV）

は Pbの 6p準位（－5.77 eV）と同程度であり，Oの 2p準

位（－14.13eV）により近いので Snの 5p電子と Oの 2p

電子の混成は Pbの場合と同程度である可能性がある。

よって SnTiO3は PbTiO3に匹敵する物性を示すことが予

想される。SnTiO3の存在はこれまでに報告されていない

新規な強誘電体材料である。

３.３ 材料設計シミュレーション結果

周期構造を持つ結晶の電子状態を計算するために CAS

TEP（ケンブリッジ大学で開発された計算ソフトウェア

で内殻電子を擬ポテンシャルで置き換えるコードを有す

る）を用いた。結晶モデルの作成や計算の入出力には，材

料構造解析ソフトウェア（Cerius2）を用い，LDA法によ

り SnTiO3の第一原理計算を行った。また，計算の確から

しさを確認するために構造の知られた PbTiO3と BaTiO3

についての電子状態の理論計算も同様に行った。

計算の第一段階は，構造最適化計算である。まず，適当

な分子構造の初期条件を与え，ある原子軌道波動関数を仮

定し電子分布を計算し，それを平均場のポテンシャルとし

てシュレーディンガー方程式 を解くと新しい波動関数

が得られる。しかし，この新しい波動関数は初めに仮定し

たものとは違っているので，新しく得られた波動関数を用

いて再度シュレーディンガー方程式を解き直す。このよう

な計算を繰り返し，仮定に用いる波動関数と，計算で得ら

れる新しい波動関数が一致するまで計算を繰り返す。この

結果，クーロンポテンシャルが求まり，各構成原子に働く

力が計算できるが，その力の方向に構成原子の位置を少し

変位させ，シュレーディンガー方程式を解き直し，収束す

るまで計算を繰り返す。結晶構造の初期条件として PbTi

O3と BaTiO3の場合は格子定数を文献値から与え，Ti 原

子が格子の中心位置からわずかにずれているとした。Sn

TiO3については格子定数の文献値がないので，初期構造

モデルを PbTiO3と同じ正方晶のペロブスカイト構造とし

て，Snが Pbよりも小さなイオン半径を持つことを考慮
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（6）（5）
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図２　SnTiO3 の構造最適化の計算過程

〈注〉Cerius2 ： MSI 社の登録商標
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して，格子定数を PbTiO3よりも約 0.1
。
Aほど小さくした。

すなわち，a＝ b＝ 3.80
。
A，c＝ 4.05

。
Aとして結晶の電子

状態について全エネルギーを計算し，格子定数と原子位置

の対称位置からのずれをパラメータとして基底状態におけ

る構造最適化計算を行った。

SnTiO3について構造最適化の計算過程を図２に示す。

図２の上段は全電子エネルギー，中段は a，b，c軸の格子

定数，下段は各軸間の空間角を示す。グラフの横軸は計算

の繰り返し回数に相当する。それぞれの値が計算の繰り返

しが進むにつれ収束している。すなわち，SnTiO3は正方

晶のペロブスカイト構造（a＝ b＝ 3.80
。
A，c＝ 4.09

。
A）

でエネルギー的に安定な相を採り得ることを示している。

同様な計算の結果，PbTiO3は正方晶に，BaTiO3は菱面

（りょうめん）体晶に収束した。

計算の最終結果を表１にまとめた。表１において uは原

子位置を，Δは対称な位置からのずれを表す。Exp.の列は

文献値を，LDAの列は計算で構造最適化した結果を示す。

PbTiO3，BaTiO3とも格子定数および原子の対称な位置か

らのずれが文献値とよい一致をしており，計算の確からし

さが確認された。PbTiO3の場合，Ti 原子を＋4価，Pb 原

子を＋2価，O原子を－2価として，原子位置のずれの大

きさと積をとり自発分極量を見積もると 57 µC/cm2が得

られ，文献値（75 µC/cm2）に近い値が得られることを確

認した。

SnTiO3においても Sn 原子が＋2価として同様に自発分

極量を見積もると 73 µC/cm2が得られ，PbTiO3 並みに大

きいことが予想される。

計算の第二段階は，得られた最適化構造における電子状

態密度（DOS）計算である。結果を図３に示す。あらかじ

め考察したように PbTiO3の場合，フェルミ面以下のエネ

ルギーにおいて Pbの 6s，6p準位は Oの 2p準位と混成し

ているが，BaTiO3における Baの 5p準位はフェルミ面以

下 10eV 付近に状態密度を持つため Oの 2p準位と混成し

ていない。一方，SnTiO3の DOSは PbTiO3のそれとよく

似ており，Snの 5s，5p準位が Oの 2p準位と混成してい

る。この DOSを見ると SnTiO3が強誘電体であることが

理解できる。

３.４ コンビナトリアル成膜による合成

SnTiO3を通常の焼結法で合成を試みたところうまく形

成することはできなかった。Snは酸化雰囲気で＋４価に

なりやすく，＋2価である SnOは空気中で徐々に酸化さ

れ SnO2に変化する。よって，空気中で SnOと TiO2を混

合し 1,400 ℃程度の高温で焼結させても，Snは酸化され

ルチル構造の SnTiO4が生成してしまう。そのためペロブ

スカイト構造の SnTiO3はこれまで合成されずに報告例が
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図３　電子状態密度計算の結果

表１　構造最適化計算の結果 

SnTiO3 （正方晶） 

a　 b＝ 

LDA 

3.800 

4.094 

0.000 

0.564 

0.661 

0.137

Exp.

c

u（Sn） 

u（Ti） 

u（O1，O2） 

u（O3） 

PbTiO3 （正方晶） 

a　 b＝ 

LDA 

3.881 

4.183 

0.000 

0.539 

0.615 

0.115

Exp. 

3.899 

4.153 

0.000 

0.538 

0.612 

0.117

c

u（Pb） 

u（Ti） 

u（O1，O2） 

u（O3） 

BaTiO3 （菱面体晶） 

a　 b　 c＝ 

＝ α 

Δ 

Δ 

Δ 

Δ 

β ＝ γ 

＝ 

LDA 

4.002 

89.8 

0.014 

0.000 

0.033 

0.043

Exp. 

4.001 

89.8 

0.013 

0.000 

0.024 

0.031

（Ba） 

（Ti） 

x 

z
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なかったものと思われる。しかし，第一原理計算結果が示

すように SnTiO3がペロブスカイト型結晶でエネルギー的

に安定であることが示されているので，超高真空中で非平

衡成膜法の PLD〔パルスレーザ堆積（たいせき）〕法によ

れば合成できる可能性があると考えた。PLD 法は真空容

器中に設置したターゲット（焼結体または単結晶）にエキ

シマレーザをパルス状に照射しプラズマ化したターゲット

粒子を加熱した基板に堆積し薄膜成長させる方法であり，

酸化物薄膜をエピタキシャル成長させる手段として最も優

れた成膜方法の一つである。そこで東京工業大学鯉沼研究

室と共同研究を行い，同研究室所有の組成温度コンビナト

リアル装置を用い合成条件の検討を行った。図４は 2 元組

成コンビナトリアルにおけるマスクの移動および薄膜堆積

順序を示す。基板に対し可動マスクは位置 A/Bおよび

C/Dと動く。A/Bの期間にターゲット Xをアブレー

ションし蒸発させて，C/Dの期間にターゲット Yをアブ

レーションし蒸発させると，基板上領域①には組成

X100 ％の薄膜が，領域③には組成Y100%の薄膜が，中間

の領域②においては位置により組成 Xと組成 Yを傾斜堆

積することができる。今回はターゲット Xに TiO2を，

ターゲット Yに SnOを用いた。また，基板ホルダの上側

だけを YAGレーザで集光加熱することで基板ホルダに温

度傾斜をつけることができ，この方式で基板温度条件をお

よそ 200 ℃変えた実験が一度で行えた。基板は LaAlO3

（100）面単結晶を用いた（LAO基板と略す）。SnTiO3は

第一原理計算から ab面の格子定数が 3.80
。
Aと見積もられ，

LAO基板の格子定数 3.79
。
Aと整合性が非常によいと考え

られる。

３.５ コンビナトリアルX線測定によるコンビナトリアル膜

の評価

コンビナトリアル成膜により得られる大量の試料を詳細

かつ高速に評価するため，薄膜の評価方法にもコンビナト

リアル手法を適用している。薄膜の構造解析はＸ線回折法

（XRD）でなされるが，通常の XRD測定ではビーム幅が

広いため，目的のピークが得られても，薄膜のどの領域に

存在するかを特定することができない。そこで，ビーム径

を絞り微小領域ごとに測定のできるコンビナトリアルＸ線

測定を行った。すると図５に示す丸で囲んだ限られた領域

のみ，わずかな強度であるがペロブスカイト相を示す 43.9

degにピークが得られ，SnTiO3がエピタキシャル成長す

るとした予想結果と一致した。次に，その領域にのみＸ線

が照射されるように光学系を工夫し，非対称面の測定を
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基板 
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位置B 
X終了 
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Y開始 
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図４　2元組成コンビナトリアルにおけるマスクの移動および

薄膜堆積順序

クランプ 

クランプ 

LaAIO3（100）基板 

700℃ 

520℃ 

SnOTiO2

基板の横方向にはTiO2100%からSnO100%まで組成が傾斜して
おり，基板の縦方向には520℃から700℃まで温度傾斜している。 

図５　薄膜表面の外観およびペロブスカイトのX線ピークが

得られた領域

LAO基板（303） 

縦軸は1/  003，横軸は1/  300を示す。 d d

SnTiO3（303） 

図６　LAO単結晶基板上に形成したSnTiO3 薄膜の逆格子空間

マッピング



材料設計シミュレーション技術

行ったところ，図６に示すように SnTiO3（303）ピークを

測定することができ，格子定数は a＝ b＝3.78
。
A，c＝4.08

。
Aと見積もられ，第一原理計算による予想値（a＝ b＝

3.80
。
A，c＝ 4.09

。
A）とよい一致を示した。温度コンビナ

トリアルによる最適基板温度は 600 ℃付近であったことか

ら，今後は得られた成膜最適条件にて大量合成し，強誘電

性の確認をしていく。また，第一原理分子動力学法を用い

室温における物性を予測し実験結果と比較していく計画で

ある。

材料設計シミュレーションの将来

多くの強誘電体材料は，不純物を混ぜることにより特性

の向上がなされている。また，その高い超伝導転移温度で

常識を破った酸化物高温超伝導体 La2－xBaxCuO4は 4 元系

であり，転移温度が 100Kを超える Bi 系や水銀（Hg）系

は 5 元系であることからすると，やみくもに物質を合成す

ることは効率が悪い。そこで材料シミュレーションに期待

したいところである。そのため富士電機では，東北大学の

宮本研究室と共同研究を行い，高速化計算手法の開発に取

り組んでいる。計算時間の大幅な短縮が可能になれば，コ

ンビナトリアル的にありとあらゆる元素の組合せについて

シミュレーション（コンビナトリアル計算化学と呼ばれる）

を行い，新しい材料を設計することが可能になる。また，

材料設計シミュレーションはセラミック材料，触媒材料，

半導体材料といった化合物物性の予測のみならず，化学反

応も取り込んだシミュレーションを行うことにより，界

面・表面現象や機械工学トライボロジーなどに展開できる

と期待されている。

あとがき

世界を相手に技術競争に勝ち抜くためには，人まねや従

来品の延長上の改良ではない真の材料開発による製品の差

別化を図ることが重要である。そのための技術コンセプト

がコンビナトリアル計算で新材料を設計し，コンビナトリ

アル成膜で合成し，コンビナトリアル評価により成膜条件

の絞込みを行う手法であり，それにより常識の壁を破る材

料が開発できると考えている。そして，省エネルギー・低

環境負荷のデバイスを提供することにより，社会に貢献し

ていく所存である。

本研究は，東京工業大学鯉沼研究室殿，材料・物質研究

機構ナノマテリアル研究所殿，東北大学宮本研究室殿との

共同研究成果である。また，焼結法による試料合成は共立

マテリアル（株）殿，薄膜 4軸Ｘ線測定は理学電機（株）殿に

ご協力いただいた。関係各位に心から謝意を表する次第で

ある。
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解　説 運動解析シミュレーション

要素間に発生する力，トルク，重力などを定義する

ことによってモデルを作成すると，シミュレーション

ツールが運動方程式を自動的に定式化して，時間ス

テップごとの運動情報を算出する。すべての要素は剛

体で構成されるため，要素内の変形は考慮されない

（ただし，ばねを連結した離散化モデルで変形させる

ことにより近似可能）。有限要素法（FEM）による解

析手法と違い，マクロ的な視点で近似した計算である

ため，計算時間が短いことが特徴である。

航空・自動車業界で広く使われており，主にリンク

機構の挙動解析事例が多い。

運動方程式の定式化 

力 
トルク 

機械システム 
（リンク，カムなど） 

物性値 
ジョイント定義 
拘束定義 
接触力定義 

運動 

（加速度）=（力）/（質量） 

位置 
速度 
加速度 
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