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(57)【要約】
【課題】中温域で水が脱離せずに熱的安定性が高い新規
の酸水酸化物及びその製造方法を提供すること。
【解決手段】本発明に係る酸水酸化物は、Ｂａ２Ｉｎ２
Ｏ４（ＯＨ）２で表され、六方晶構造を有するものであ
る。このような酸水酸化物は、３０体積％以上の水蒸気
を含む雰囲気下、３００℃以上で加熱することにより製
造することができる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２で表され、
六方晶構造を有する、酸水酸化物。
【請求項２】
Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２で表され、
Ｘ線回折測定によって測定した回折パターンにおいて、回折ピークが少なくとも、
２θ＝８．９１〜９．４１°、１８．１２〜１８．６２°、２３．７３〜２４．２３°
、２７．４４〜２７．９４°、２９．７５〜３０．２５°、３１．７３〜３２．２３°、
３９．５６〜４０．０６°、４４．９３〜４５．４３°
の範囲に現れる結晶構造を有する、酸水酸化物。
【請求項３】
Ｘ線回折測定によって測定した回折パターンにおいて、２θ＝２７．４４〜２７．９４
°の範囲に現れる回折ピーク強度を１００％としたときの、それぞれの前記回折ピークが
、
２９〜４３％ （２θ＝８．９１〜９．４１°）
１１〜１７％ （２θ＝１８．１２〜１８．６２°）
９〜１３％
（２θ＝２３．７３〜２４．２３°）
７〜１１％
（２θ＝２９．７５〜３０．２５°）
３０〜４５％ （２θ＝３１．７３〜３２．２３°）
５〜８％
（２θ＝３９．５６〜４０．０６°）
８〜１２％
（２θ＝４４．９３〜４５．４３°）
となる強度で現れる結晶構造を有する、請求項２に記載の酸水酸化物。
【請求項４】
昇温速度１０℃／分で２５℃から６００℃まで昇温したときの質量減が、加熱前の質量
に対し、２．７質量％以下である、請求項１〜３のいずれか１項に記載の酸水酸化物。
【請求項５】
請求項１〜４のいずれか１項に記載の酸水酸化物を含む、プロトン伝導体。
【請求項６】
請求項１〜４のいずれか１項に記載の酸水酸化物を含む、触媒担体。
【請求項７】
Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５を、３０体積％以上の水蒸気を含む雰囲気下、３００℃以上で加熱す
ることにより、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２で表され、且つ六方晶構造を有する酸水酸化
物を得る、酸水酸化物の製造方法。
【請求項８】
Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５を、３０体積％以上の水蒸気を含む雰囲気下、３００℃以上で加熱す
ることにより、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２で表され、且つＸ線回折測定によって測定し
た回折パターンにおいて、回折ピークが、２θ＝８．９１〜９．４１°、１８．１２〜１
８．６２°、２３．７３〜２４．２３°、２７．４４〜２７．９４°、２９．７５〜３０
．２５°、３１．７３〜３２．２３°、３９．５６〜４０．０６°、４４．９３〜４５．
４３°の範囲に現れる結晶構造を有する酸水酸化物を得る、酸水酸化物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、酸水酸化物及びその製造方法、イオン伝導体、プロトン伝導体、並びに触媒
担体に関する。
【背景技術】
【０００２】
酸水酸化物は、複数種のアニオンが同一化合物に含まれる複合アニオン化合物の一つで
２−
−
ある。この酸水酸化物は、酸化物イオン（Ｏ
）と水酸化物イオン（ＯＨ ）が共存す
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る化合物である。複合アニオン化合物は単純な酸化物と比較し、特異な結晶構造や配位環
境を有していることから、酸水酸化物は、触媒担体、イオン伝導体、電極触媒等への応用
が期待されている。
【０００３】
ところで、触媒担体、イオン伝導体、電極触媒等の各種材料として用いる場合、その用
途によっては中温域（４００〜６００℃）で使用されることもある。しかしながら、酸水
酸化物は、通常その結晶格子中に内包される水分子が約３００℃までしか安定に存在でき
２−
ず、中温域では水が脱離するため、このような温度で酸化物イオン（Ｏ
）と水酸化物
−
イオン（ＯＨ ）が共存する酸水酸化物に特異的な結晶構造を維持することができない。
【０００４】
このような材料として、例えば非特許文献１には、正方晶の酸水酸化物Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ
５（Ｈ２Ｏ）ｘが、約３００℃より水の脱離を起こし、中温域で酸水酸化物の結晶構造を
維持できないことが報告されている。なお、この正方晶Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５（Ｈ２Ｏ）ｘは
、３００℃以下の低温ではプロトン伝導性を有する材料であるが、約３００℃以上では、
水の脱離により結晶構造を維持できず、そのプロトン伝導性は失われる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｊ．Ｂｉｅｌｅｃｋｉ，Ｓ．Ｆ．Ｐａｒｋｅｒ，Ｌ．Ｍａｚｚｅｉ，Ｌ
．Ｂｏｒｊｅｓｓｏｎａ，Ｍ．Ｋａｒｌｓｓｏｎ，Ｊ．Ｍａｔｅｒ．Ｃｈｅｍ．Ａ ４，
１２２５（２０１６）．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、以上の実情に鑑みてなされたものであり、中温域で水が脱離せずに熱的安定
性が高い新規の酸水酸化物及びその製造方法を提供すること目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者らは、上述した課題を解決すべく鋭意検討を重ねた。その結果、特定の結晶構
造を有するＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２酸水酸化物が高い熱的安定性を有すること、及び
このような酸水酸化物はＢａ２ＩｎＯ５を極めて高濃度の水蒸気中で熱処理を施すことに
より得られることを見出し、本発明を完成するに至った。具体的に、本発明は以下のもの
を提供する。
【０００８】
（１）Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２で表され、六方晶構造を有する、酸水酸化物。
【０００９】
（２）Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２で表され、Ｘ線回折測定によって測定した回折パタ
ーンにおいて、回折ピークが少なくとも、２θ＝８．９１〜９．４１°、１８．１２〜１
８．６２°、２３．７３〜２４．２３°、２７．４４〜２７．９４°、２９．７５〜３０
．２５°、３１．７３〜３２．２３°、３９．５６〜４０．０６°、４４．９３〜４５．
４３°の範囲に現れる結晶構造を有する、酸水酸化物。
【００１０】
（３）Ｘ線回折測定によって測定した回折パターンにおいて、２θ＝２７．４４〜２７
．９４°の範囲に現れる回折ピーク強度を１００％としたときの、それぞれの前記回折ピ
ークが、
２９〜４３％ （２θ＝８．９１〜９．４１°）
１１〜１７％ （２θ＝１８．１２〜１８．６２°）
９〜１３％
（２θ＝２３．７３〜２４．２３°）
７〜１１％
（２θ＝２９．７５〜３０．２５°）
３０〜４５％ （２θ＝３１．７３〜３２．２３°）
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５〜８％
（２θ＝３９．５６〜４０．０６°）
８〜１２％
（２θ＝４４．９３〜４５．４３°）
となる強度で現れる結晶構造を有する、（２）に記載の酸水酸化物。
【００１１】
（４）昇温速度１０℃／分で２５℃から６００℃まで昇温したときの質量減が、加熱前
の質量に対し、２．７質量％以下である、（１）〜（３）のいずれかに記載の酸水酸化物
。
【００１２】
（５）（１）〜（４）のいずれかに記載の酸水酸化物を含む、プロトン伝導体。
【００１３】
（６）（１）〜（４）のいずれかに記載の酸水酸化物を含む、触媒。
【００１４】
（７）Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５を、３０体積％以上の水蒸気を含む雰囲気下、３００℃以上で
加熱することにより、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２で表され、且つ六方晶構造を有する酸
水酸化物を得る、酸水酸化物の製造方法。
【００１５】
（８）Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５を、３０体積％以上の水蒸気を含む雰囲気下、３００℃以上で
加熱することにより、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２で表され、且つＸ線回折測定によって
測定した回折パターンにおいて、回折ピークが、２θ＝８．９１〜９．４１°、１８．１
２〜１８．６２°、２３．７３〜２４．２３°、２７．４４〜２７．９４°、２９．７５
〜３０．２５°、３１．７３〜３２．２３°、３９．５６〜４０．０６°、４４．９３〜
４５．４３°の範囲に現れる結晶構造を有する酸水酸化物を得る、酸水酸化物の製造方法
。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、中温域で水が脱離せずに熱的安定性が高い新規の酸水酸化物及びその
製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】ペロブスカイト構造の模式図である。
【図２】ブラウンミラーライト構造の模式図である。
【図３】立方晶構造を有するＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２の模式図である。
【図４】原料試料、実施例１の試料及び比較例１の試料のＸ線回折パターンである。
【図５】実施例１の試料及び比較例１の試料のＩＲスペクトルである。
【図６】原料試料、実施例１の試料及び比較例１の試料のＴＧチャートである。
【図７】実施例１の試料のＱ−ＭＳチャートである。
【図８】比較例１の試料のＱ−ＭＳチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
以下、本発明の具体的な実施形態（以下、「本実施の形態」という。）について詳細に
説明する。なお、本発明は、以下の実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を
変更しない範囲で変更が可能である。
【００１９】
≪１．酸水酸化物≫
本実施形態に係る酸水酸化物は、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２で表され、六方晶構造を
有するものである。
【００２０】
従来、化学式Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２で表される化合物としては、正方晶構造を有
するものが知られている（例えば、上記非特許文献１参照）。上述したとおり、このよう
な酸水酸化物は、約３００℃より水の脱離を起こし、中温域で酸水酸化物の結晶構造を維
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持できない。これに対し、六方晶構造を有するＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２では、６００
℃超まで水の脱離を起こさず、中温域でも酸水酸化物の結晶構造を安定に維持することが
できる。
【００２１】
Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２の結晶構造の相違により、それらの熱的安定性が異なる理
由は必ずしも明らかではないが、六方晶構造を有するＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２では、
正方晶構造を有するＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２に比べて、水酸化物イオンが強く結合し
ているためであると考えられる。詳細は後述するが、このことは、例えば両者の赤外吸収
分光（ＩＲ）スペクトルのＯ−Ｈ伸縮振動に由来するピーク位置についての両者の相違か
らも説明することができる。
【００２２】
ここで、「六方晶構造を有する」とは、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２の場合には、Ｘ線
回折測定によって測定した回折パターンにおいて、回折ピークが少なくとも、２θ＝８．
９１〜９．４１°、１８．１２〜１８．６２°、２３．７３〜２４．２３°、２７．４４
〜２７．９４°、２９．７５〜３０．２５°、３１．７３〜３２．２３°、３９．５６〜
４０．０６°、４４．９３〜４５．４３°の範囲に現れる構造を有することを意味してい
る。これらのピークのピーク強度比は、その結晶構造における特定方向の秩序性を表して
いるに過ぎないため特に限定されない。また、結晶構造の秩序性や不純物の存在によって
は、他のピークが現れ得ることもあるため、これらの回折ピーク以外の回折ピークが現れ
るものであってもよい。なお、「回折ピークが２θ＝Ｘ〜Ｙ°の範囲に現れる」とは、そ
のピークのピークトップがＸ〜Ｙの範囲に含まれていることを意味する。したがって、例
えばブロードなピークにおいて、ピークの端部から端部まで含まれていることを要しない
。
【００２３】
詳細は後述するが、これらの回折ピークの位置は、従来公知の立方晶構造を有するＢａ
２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２のおいて現れる回折ピークの位置とは一致しない。また、ＩＣＤ
Ｄ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｅｎｔｒｅ ｆｏｒ Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ Ｄ
ａｔａ）及びＩＣＳＤ（Ｉｎｏｒｇａｎｉｃ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｄ
ａｔａｂａｓｅ）の両データベースには、少なくともＢａ及びＩｎを含み、且つこれらの
パターンと一致する化合物は存在していない。すなわち、本実施形態の六方晶構造を有す
る」とは、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２は新規の酸水酸化物であると考えられる。
【００２４】
Ｘ線回折測定によって測定した回折パターンにおけるピークの強度比は、上述したとお
り限定されないが、その結晶の秩序構造は例えば製造方法に大きく影響され得る。一例と
して、後述する製造方法では、以下の表１に示すピーク強度比を示すＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（
ＯＨ）２が得られる。なお、表１においては、２θ＝２７．４４〜２７．９４°に現れる
回折ピークの強度（すなわち、ピーク高さ）を１００％としたときの他のピークの回折ピ
ークのピーク強度の割合を示す。また、表１には各ピークの面指数（ｈｋｌ）の帰属を合
わせて示す。
【００２５】
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【表１】

【００２６】
このような酸水酸化物は、Ｂａサイト、Ｉｎサイト、Ｏサイト及びＯＨサイトそれぞれ
のサイトに、総イオン数に対し、合計で５モル％以下の不純物元素を含むことができる。
不純物元素としては、Ｂａサイトには、Ｃａ、Ｓｒ、Ｌａを含むことができる、Ｉｎサイ
トには、Ｇａ、Ａｌ、Ｓｃ、Ｆｅを含むことができる。Ｏサイトには、Ｆ、Ｃｌを含むこ
とができる。また、それぞれのサイトには、総イオン数に対し、５モル％格子欠陥を含む
ことができる。
【００２７】
上述したとおり、このような酸水酸化物は熱的安定性が高いものである。具体的に、昇
温速度１０℃／分で２５℃から６００℃まで昇温したときの質量減が、加熱前の質量に対
し、２．７質量％以下であることが好ましく、２．５質量％以下であることがより好まし
く、２．０質量％以下であることがさらに好ましく、１．７質量％以下であることが特に
好ましく、１．５質量％以下であることが最も好ましい。一方で、この質量減としては低
いほど好ましく、０質量％以上、１質量％以上であってよい。なお、この質量減は、主と
して水の脱離によるものを想定している。すなわち、有機化合物等で被覆されている等、
他の化合物の脱離を伴う場合には、質量減に影響のない程度に除去した上で測定を行うも
のとする。なお、従来公知の正方晶構造を有するＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２について質
量減を測定すると、２．９質量％程度となる。
【００２８】
また、このような酸水酸化物は、ＩＲ分析を行った場合において、ＩＲスペクトルの３
−１
２００〜３５００ｃｍ
にピークを有することが好ましい。このようなピークはＯ−Ｈ
伸縮振動によるものであるが、その中でも特に結晶中での化学結合が強く安定性が高いも
のと考えられる。なお、従来公知の正方晶構造を有するＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２では
、六方晶構造を有するＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２よりピーク強度が極端に小さい。
【００２９】
以上のような酸水酸化物によれば、熱的安定性が高く、例えば６００℃程度まで安定に
その結晶構造を維持することができる。したがって、例えば、低温域（４００℃未満）の
みならず中温域（４００〜６００℃）において使用するための触媒担体、プロトン伝導体
、電極触媒等に用いることができる。特に、イオン伝導体としては、これまで中温域で稼
働する有用な材料が見出されていなかった（Ｔ．Ｎｏｒｂｙ，Ｓｏｌｉｄ Ｓｔａｔｅ
Ｉｏｎｉｃｓ，１２５，１（１９９９）参照）。これに対し、六方晶構造を有するＢａ２
Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２では、中温域でも水酸化物イオンを安定的に保持することから、中
温域で作用するイオン伝導体としての実用化が期待される材料である。
【００３０】
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≪２．酸水酸化物の製造方法≫
以下、上述したような酸水酸化物Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２の製造方法の一例を説明
する。このような酸水酸化物は、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５を、３０体積％以上の水蒸気を含む雰
囲気下、３００℃以上で加熱することにより製造することができる。
【００３１】
このような製造方法において、原料であるＢａ２Ｉｎ２Ｏ５は、一般式Ａ２Ｂ２Ｏ５で
表される直方晶系ブラウンミラーライト（Ｂｒｏｗｎｍｉｌｌｅｒｉｔｅ）型構造と呼ば
れる結晶構造を有している。この結晶構造は、一般式ＡＢＯ３で表されるペロブスカイト
（Ｐｅｒｏｖｓｋｉｔｅ）構造から１／６の酸素が欠損した原子配置に相当する。図１は
、ペロブスカイト構造の模式図である。また、図２は、ブラウンミラーライト構造の模式
図である。図２に示すように、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５においては、ＩｎＯ６八面体とＩｎＯ４
四面体が交互に積層し、酸素欠損サイトが秩序配列している。
【００３２】
このＢａ２Ｉｎ２Ｏ５は吸湿性が高いため、これを水蒸気分圧ｐ（Ｈ２Ｏ）約３０ｈＰ
ａ（約２体積％の水蒸気，室温における飽和水蒸気濃度に近い）に数日間接触させると、
酸素欠損サイトと気相中の水分子とが反応し（下記（１）式参照）、結晶格子中に水分子
が取り込まれ、正方晶構造を有するＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２に変化することが知られ
ている（Ｗ．Ｆｉｓｃｈｅｒ，Ｇ．Ｒｅｃｋ，Ｔ．Ｓｃｈｏｂｅｒ，Ｓｏｌｉｄ Ｓｔａ
ｔｅ Ｉｏｎｉｃｓ １１６，２１１（１９９９）参照）。図３は、立方晶構造を有する
Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２の模式図である。
・・
×
・
Ｈ２Ｏ＋Ｖｏ
＋Ｏｏ →２ＯＨｏ
・・・（１）
・・
×
（Ｖｏ
：酸素欠損サイト、Ｏｏ ：格子酸素）
【００３３】
本実施形態の酸水酸化物の製造方法では、３０体積％以上の水蒸気を含む雰囲気下、３
００℃以上の条件、すなわちより高湿、高温の条件で原料であるＢａ２Ｉｎ２Ｏ５に対し
、加熱処理を施すことにより、得られるＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２が立方晶構造ではな
く、六方晶構造を有するものとなる。そして、このようにして得られる六方晶構造を有す
るＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２は、ＯＨがＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２に強く吸着してお
り、熱的安定性に優れるものである。
【００３４】
加熱処理の温度としては、３００℃以上であれば特に限定されないが、３５０℃以上で
あることが好ましく、３７０℃以上であることがより好ましく、４００℃以上であること
がさらに好ましく、４５０℃以上であることが特に好ましい。加熱処理の温度が所要の値
以上であることにより、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２が六方晶構造を有するものとなる。
特に、４００℃以上では、単相で六方晶構造を有するＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２が形成
される。一方で、加熱処理の温度としては、８００℃以下であることが好ましく、７５０
℃以下であることがより好ましく、７００℃以下であることがさらに好ましく、６５０℃
以下であることが特に好ましい。加熱処理の温度が所要の値以下であることにより、一度
形成されたＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２の六方晶構造からの水の脱離、すなわちＢａ２Ｉ
ｎ２Ｏ５の再形成を抑制することができる。
【００３５】
処理における雰囲気としては、３０体積％以上の水蒸気を含む雰囲気であれば特に限定
されないが、雰囲気中の水蒸気量としては、例えば３２体積％以上であることが好ましく
、３５体積％以上であることがより好ましく、３７体積％以上であることがさらに好まし
く、４０体積％以上であることが特に好ましい。水蒸気量が所要の値以上であることによ
り、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２が六方晶構造を有するものとなる。一方で、雰囲気中の
水蒸気量としては、例えば１００体積％以下、９０体積％以下、８０体積％以下、７０体
積％以下、６０体積％以下であってよい。雰囲気中の水蒸気量が所要の値以下であること
により、ガス閉塞等を防止し、反応効率を高めることができる。なお、水蒸気以外のガス
としては、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２及び水蒸気と反応せず、また
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は加熱処理の際にこれらの可能物と反応する化合物を分解等により放出しないものである
ことが好ましい。このようなガスとしては、例えば一般的に不活性のガスとして知られる
窒素やアルゴンが挙げられる。なお、以下において、水蒸気以外のガスとして用いること
ができるガスを、便宜上「不活性ガス」という。
【００３６】
加熱処理の時間としては、特に限定されないが、３０分以上であることが好ましく、１
時間以上であることがより好ましく、１．５時間以上であることがさらに好ましく、２時
間以上であることが特に好ましい。加熱処理の時間が所要の値以上であることにより、Ｂ
ａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２の形成反応を十分に進行させることができる。一方で、加熱処
理の時間としては、例えば１０００時間以下、５００時間以下、３００時間以下、１００
時間以下、５０時間以下、３０時間以下であってよい。なお、加熱処理の時間が長いほど
結晶性の高いＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２を得ることができる。
【００３７】
上述した雰囲気中の水蒸気量は、２０℃の飽和水蒸気量２．４体積％を大幅に超えるも
のである。このような水蒸気量を達成するための具体的な手段について、以下説明する。
【００３８】
３００℃以上の所定の温度に設定された空間（以下、「反応空間」ということもある）
内に、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５を配置する。次いでこの反応空間内に液体の水を導入する。この
ようにして沸点を超える温度に維持された反応空間に導入された水は、ただちに蒸発して
水蒸気となり、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５と反応して六方晶構造を有するＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ
）２を形成する。
【００３９】
この反応空間は、密閉系でも開放系でも良いが、水蒸気を含むガスを連続的に導入して
効率よくＢａ２Ｉｎ２Ｏ５と水蒸気とを反応させる観点から、開放系であることが好まし
い。
【００４０】
反応空間が密閉系の場合、その反応空間としては、密閉され且つ加熱処理の温度を維持
できるものであれば特に限定されず、例えば各種の容器や反応器を用いることができる。
加熱処理の際には、その容器や反応器の周囲にヒーター等の加熱装置を設けて、その内部
を加熱してもよい。なお、加熱処理の経時にしたがって、水蒸気はＢａ２Ｉｎ２Ｏ５と反
応してその量が減少する。六方晶構造を有するＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２を得るために
は、少なくとも所定の時間、水蒸気量が３０体積％以上の雰囲気でＢａ２Ｉｎ２Ｏ５を処
理する必要がある。そこで、系内の水蒸気量が３０体積％を下回る場合、新たに水を導入
することができる。
【００４１】
反応空間が開放系である場合、その反応空間としては、例えば、少なくとも大気に開放
され且つ加熱処理の温度を維持できるものであれば特に限定されず、例えば筒状の反応管
を用いる。以下、このような反応管を用いる場合の操作をより具体的に説明する。
【００４２】
反応管には一方の口（以下、「ガス導入口」という。）から不活性ガスを導入し、管内
部を通過させ、もう一方の口（以下、「ガス排出口」という。）から排出する。この反応
管の両端以外のいずれかの箇所には、原料であるＢａ２Ｉｎ２Ｏ５が配置される。そして
このＢａ２Ｉｎ２Ｏ５が配置されている箇所及びその周囲の箇所にはヒーター等の加熱装
置が配置されており、これにより、それらの箇所が３００℃以上に維持される。また、ガ
ス導入口より（不活性ガスの流れを基準とした場合における）下流側、且つＢａ２Ｉｎ２
Ｏ５が配置された位置よりも上流側、且つ少なくとも１２０℃以上となる位置に、反応管
内に水を導入するための導入口（以下、「水導入口」という。）を設ける。
【００４３】
このように配置された反応管において、ガス導入口から不活性ガスを導入する。一方で
、反応水導入口から液体の状態で高温の反応管内に導入された水は、ただちに水蒸気に変
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化するとともに、水導入口の上流から流れてきた不活性ガスとともに、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５
が配置される下流へ流される。このようにしてＢａ２Ｉｎ２Ｏ５まで到達した水蒸気は、
Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５と反応して、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２を形成する。そして、不活性
ガスと未反応の水蒸気は、ガス排出口より排出される。なお、配管は直線状であっても、
曲線状であってもよく、またその向きも限定されず、上下左右、いずれの向きであっても
よい。
【００４４】
このような場合において、水蒸気ガス流量と不活性ガス流量の総和（以下、「ガス総流
量」という。）としては、特に限定されないが、例えば原料であるＢａ２Ｉｎ２Ｏ５１ｇ
あたりの流量が１０ｍＬ／分以上であることが好ましく、２０ｍＬ／分以上であることが
より好ましく、５０ｍＬ／分以上であることがさらに好ましい。ガス総流量が所要の値以
上であることにより、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２が六方晶構造を有するものとなる。一
方で、ガス総流量の総和としては、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５１ｇあたりの流量が５００ｍＬ／分
以下、２００ｍＬ／分以下、１５０ｍＬ／分以下であってよい。
【００４５】
原料であるＢａ２Ｉｎ２Ｏ５としては、特に限定されず、その製造方法も限られず、従
来公知の製造方法（各種の固相法、液相法）により製造したものを用いることができる。
【００４６】
例えば、Ｂａ源とＩｎ源の粉末の混合物を７００℃以上１１００℃未満で仮焼成した後
、１２００℃以上１５００℃以下で本焼成することにより、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５を製造する
ことができる。
【００４７】
こ の 場 合 に お い て 、 Ｂ ａ 源 と し て は 、 Ｂ ａ Ｃ Ｏ ３ 、 Ｂ aＯ ２ 、 Ｂ ａ (Ｎ Ｏ ３ ) ２ 、 Ｂ ａ （
Ｃ Ｈ ３ Ｃ Ｏ Ｏ ） ２ 、 Ｂ ａ (Ｃ Ｈ ３ Ｃ Ｈ (Ｏ Ｈ )Ｃ Ｏ Ｏ ) ２ 等 を 用 い る こ と が で き る 。 ま た Ｉ ｎ
源 と し て は 、 Ｉ ｎ ２ Ｏ ３ 、 Ｉ ｎ (Ｎ Ｏ ３ ) ３ 等 を 用 い る こ と が で き る 。
【実施例】
【００４８】
以下に、本発明の具体的な実施例を示してより詳細に説明するが、本発明は以下の実施
例に何ら限定されるものではない。
【００４９】
［試料の調製］
（原料試料Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５の合成）
ＢａＣＯ３及びＩｎ２Ｏ３を、モル比が１：１となるように秤量した。樹脂製ミルポッ
トに樹脂製コートボールと各原料粉末をエタノール約２０ｍＬとともに入れ、２０時間湿
式混合を行った後、粉砕し、８０℃で乾燥させた。次いで乾燥後の粉体を、大気中で、昇
温速度５℃／分で１０００℃まで昇温した後、１０００℃で１０時間仮焼した。仮焼後の
試料は、５３μｍのふるいで整粒した後、成形用金型を用いて一軸加圧約５ＭＰａでペレ
ット状に仮成形し、静水圧加圧約２００ＭＰａで成形体とした。この成形体を、大気中、
昇温速度５℃／分で１２００℃まで昇温した後、１２００℃で１０時間焼結して原料試料
を得た。
【００５０】
（実施例１）
原料Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５と水蒸気の反応は、ガス流通式の反応管を反応場とする装置を用
いて行った。反応中、反応管にガス導入口から５０ｍＬ／分となるように窒素ガスを導入
し、管内部を通過させ、ガス排出口から排出することを連続的に行った。この反応管の中
央部には、原料であるＢａ２Ｉｎ２Ｏ５を配置した。このＢａ２Ｉｎ２Ｏ５が配置されて
いる箇所及びその周囲の箇所にヒーターを配置し、それらの箇所を反応中５００℃に加熱
した。また、ガス導入口より下流側、且つＢａ２Ｉｎ２Ｏ５が配置された位置よりも上流
側、且つヒーターの配置部（５００℃）に、反応管内に水を導入するための水導入口を設
けた。
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【００５１】
このように配置された装置において、反応中、反応管のガス導入口から窒素ガスを５０
ｍＬ／分となるように導入した。一方で、反応中、水導入口から水を液体の状態で４０．
１５μＬ／分（理想気体を仮定して、水蒸気換算で５０ｍＬ／分）となるように導入した
。このような条件下で３時間、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５を加熱して試料を得た。
【００５２】
（比較例１）
ヒーターの加熱温度を２００℃に変更した以外、実施例１と同様にしてＢａ２Ｉｎ２Ｏ
５を加熱して試料を得た。
【００５３】
［試料の解析］
（Ｘ線回折測定）
原料試料、実施例１の試料及び比較例１の試料についてＸ線回折測定を行った。図４は
、原料試料、実施例１の試料及び比較例１の試料のＸ線回折パターンである。図４のＸ線
回折パターンより、原料試料は、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５単相であることが確認された。また、
比較例１の試料は、正方晶構造を有するＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２単相であることが確
認された。その一方で、実施例１の試料については、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５のＸ線回折パター
ン及び正方晶構造を有するＢａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２のＸ線回折パターンのいずれにも
一致しなかった。また、ＩＣＤＤ及びＩＣＳＤデータベースには、少なくともＢａ及びＩ
ｎを含み、且つこれらのパターンと一致する化合物は存在していないことが確認された。
【００５４】
そこで、他元素系の化合物を参考にして結晶構造の解析（各ピークの面指数の帰属）を
行った。その結果、六方晶系ＢａＭｎＯ３の結晶構造を参考にして各ピークの面指数の帰
属を行うと、最も偏差が小さいことから、実施例１の試料は六方晶系であることが確認さ
れた。
【００５５】
表２に、各ピークの位置、それに対応するｄ値、面指数の帰属、回折ピークの割合及び
六方晶系を仮定した場合の理論値との偏差を示す。
【００５６】
【表２】

【００５７】
（赤外吸収分光測定）
実施例１の試料及び比較例１の試料について、ＩＲ測定を行った。図５は、実施例１の
−１
試料及び比較例１の試料のＩＲスペクトルである。この結果より、約２５００ｃｍ
〜
−１
３７００ｃｍ
付近にＯ−Ｈ伸縮振動に起因するブロードなピークが観測された。実施
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例１の試料と比較例１の試料が示すピーク形状が異なることから、結合状態の異なる水酸
化物イオンが存在していることが示唆された。
【００５８】
（ＴＧ及びＱ−ＭＳ測定）
原料試料、実施例１の試料及び比較例１の試料について、ＴＧ測定を行った。図６は、
原料試料、実施例１の試料及び比較例１の試料のＴＧチャートである。
【００５９】
また、実施例１の試料及び比較例１の試料について、Ｑ−ＭＳ測定を行った。図７は、
実施例１の試料のＱ−ＭＳチャートである。図８は、比較例１の試料のＱ−ＭＳチャート
である。
【００６０】
図６〜８より、比較例１の試料は約３００℃で大きな重量減少を示した。また、重量減
少率は約３％であった。この結果は、非特許文献１の結果と概ね一致する。一方、実施例
１の試料では、約７００℃付近まで大きな重量減少を示すことがなかった。このことから
、実施例１の試料は、酸水酸化物としては極めて高い熱的安定性を有していることが分か
った。
【００６１】
また、図７の脱離ガスの定性分析の結果より、実施例１の試料及び比較例１の試料いず
れにおいても重量減少挙動に対応する結晶格子中の水の脱離（下記（２）式参照）が起こ
っていることが明らかとなった。
Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２→Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ５＋Ｈ２Ｏ↑
・・・（２）
【００６２】
水の脱離反応の重量減少率は、実施例１の試料及び比較例１の試料いずれにおいても約
３％である。言い換えれば、実施例１の試料は、比較例１の試料と同程度の水を含んでい
ると言える。すなわち、実施例１の試料においても、比較例１の試料と同様に、その化学
構造は、Ｂａ２Ｉｎ２Ｏ４（ＯＨ）２であると言える。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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