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磁性研究グル-プ 

Eu2+/Eu3+混合原子価を持つ EuTiO3の磁気特性とその磁気相図 

 
赤星 大介 

 

1. 研究目的 

近年, 強磁性・強誘電性といった複数の強的性質を併せ持つ物質(マルチフェロイック物

質)が基礎, 応用の観点から注目されている. ペロブスカイト型酸化物 EuTiO3 はマルチフェ

ロイック物質であることが最近の研究で明らかにされた. 我々は 2012-2013 年度の研究で

EuTiO3 の Ti
4+サイトに価数の異なる Al

3+を置換することで(組成式：EuTi1-xAlxO3 以下

ETAO)Eu
2+

/Eu
3+の混合原子価を持つ特異な強磁性絶縁体となることを報告した. 研究目的

は ETAOの磁気特性をさらに詳しく調べ, その磁気相図を完成させることである.  

2. 2015年度の研究計画 

1) ETAO 試料の作製 

2) ETAO の磁気的性質の詳細な研究および磁気相図の作成 

3. 2015年度の研究成果 

1) ETAO試料の作製 

出発物質である Eu2O3, TiO2, Al2O3を所定のモル比で秤量・混合する. その後 5%水素-アル

ゴン雰囲気下, 1250℃の条件で混合粉末を焼成することで 0≤x≤0. 1の組成を持つ ETAO試料

を作製した. 今回, 我々はアーク溶解法を用いることで 0. 1<x≤1の組成範囲の ETAO試料の

作製に成功した.  

X 線回折実験から, 作製した試料はすべて単相ペロブスカイト構造を持つことを確認し

た. Ti
4+を価数の異なるAl

3+で置換しているためETAO中のEuはEu
2+

/Eu
3+の混合原子価状態

となっている.  

2) ETAOの磁気的性質の詳細な研究および磁気相図の作成 

母物質である EuTiO3の基底状態は反強磁性絶縁体(TN=5 K)であり Eu
2+

(J =7/2)がその磁気

的性質を担っている. 図 1は ETAO の磁化の温度変化である. x =0 (EuTiO3)の磁化は 5 Kで

反強磁性転移にともなうカスプを示す. x=0. 05の磁化は TNで反強磁性転移に起因する異常

を示した後, 低温に向かって増大していく. x= . 10においては低温域の磁化はさらに増大し, 

反強磁性転移に起因するカスプは観測されない. この結果は, Al
3+の置換により EuTiO3の基

底状態が反強磁性から強磁性へと転移したことを示している. この低温の磁化の増大は x=0. 

25 付近で最大値を取る.  
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図 2は ETAOの 2 Kにおける磁化曲線である. xが増加すると磁化の磁場(10 kOe以下の磁

場)に対する応答はより急激になる. x=0. 25 付近で磁化は最も急激な応答を示す. 磁化曲線

および磁化の温度変化の結果から, 強磁性相関は x=0. 25付近で最も強くなることがわかる. 

しかし, 飽和磁化の値は置換量の増加にともない減少していく. これは Al
3+置換にともない

非磁性の Eu
3+

(J = 0)が増加していくためである. x = 1 においては(Eu はすべて+3価の状態) 

飽和磁化の値はほぼゼロである.  

図 3は本研究結果から得られた磁気相図である. 0. 1≤x≤0. 33の組成範囲では TCは 4. 0 K

の一定値を保っている. x=0. 5以上では, 磁性イオンの希釈効果が重要になり TCはゼロに向

かって減少していく. この結果は, 高ドープ域に量子臨界点の存在を示唆している. キュリ

ーワイス温度 θCWは, 系全体で正の値を取っているので, ETAO においては強磁性相互作用

が支配的であることを示している.  

本研究成果は, EuTiO3 をベースとした新しい電気磁気特性の探索の重要な指針となると

期待される. また, 高ドープ域の ETAO の物性を詳細に研究すれば, 量子臨界特有のエキゾ

ティックな電子相の発見につながるかもしれない. 以上の成果は投稿論文に準備中である.  

 

RBMn2O6 (R = 希土類)の化学置換効果を系

統的に調べることで, 結晶格子の歪みや構造

の乱れが電荷・軌道秩序相に与える効果を明

らかにした. この結果は RBMn2O6 を利用し

た新しい磁性材料開発の重要な知見となる

と考える.  
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4. 成果公表リスト 

原著論文 

1) D. Akahoshi, D. Iijima, and T. Saito 

The effect to Ba-site substitution on the magnetic behavior of ordered perovskite RBaMn2O6  

(R = rare earth).  

J. Solid State Chem., 228, 105-109, (2015) 

学会発表 シンポジウム講演 

2) 赤星 大介, 越川 修人, 長瀬 拓朗, 堀江 弘樹, 和田 詠史, 齊藤 敏明 

Tiサイト置換が磁性誘電体 EuTiO3の物性に与える効果 (招待講演).  

日本セラミックス協会 第 28回秋季シンポジウム 富山大学 富山 (2015. 09) 

3) 加藤 光樹, 和田 詠史, 中澤 由紀恵, 元木 亨祐, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

RKKY 型スピングラス a-GdSiの相転移へのランダム一軸異方性の効果 II.  

日本物理学会 2015年秋季大会 関西大学 大阪 (2015. 09) 

4) 堀川 哲, 副島 友梨, 亀澤 日向, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

磁気緩和から見た Dy2(Ti2-xDyx)O7-δのスピンアイス状態の融解.  

日本物理学会 2015年秋季大会 関西大学 大阪 (2015. 09) 

5) 和田 詠史, 蕗田 佳耶, 向井 慶太, 横山 京祐, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

Fe/Au/Cr と Fe/Ag/Cr エピタキシャル薄膜の量子井戸形成に起因した磁化スローダイナ

ミクス.  

日本物理学会 2015年秋季大会 関西大学 大阪 (2015. 09) 

6) 谷川 統久, 越川 修人, 保利 美幸, 渡邉 槙一, 佐藤 里砂, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

秩序型RBaMn2O6(R = 希土類)のRサイトの乱れが多重臨界点付近の物性に与える効果.  

日本物理学会 2015年秋季大会 関西大学 大阪 (2015. 09) 

7) 手塚 貴之, 草野 信人, 山口 郁雄, 和田 詠史, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

ペロブスカイト型Mn酸化物 Nd1-xSrxMnO3(x = 0. 4, 0. 6, 0. 7)薄膜におけるエピタキシャ

ル歪みが磁性に与える効果.  

日本物理学会 2015年秋季大会 関西大学 大阪 (2015. 09) 

8) 和田 詠史, 蕗田 佳耶, 床井 圭佑, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

エピタキシャル Fe/Au/Cr 薄膜で観測された磁化のスローダイナミクス II.  

日本物理学会 2015年春季大会 早稲田大学 東京 (2016. 03) 

9) 谷川 統久, 佐藤 里砂, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

A サイト秩序型 RBaMn2O6の R サイトの乱れが磁性に与える効果.  

日本物理学会 2015年春季大会 早稲田大学 東京 (2016. 03) 

 


