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磁性研究グル-プ 

秩序型 RBaMn2O6(R = 希土類)の Ti4+置換効果 
赤星 大介 

 

1. 研究目的 

秩序型ペロブスカイト構造を持つ RBaMn2O6 (R=希土類)は, 室温で超巨大磁気抵抗(CMR)

効果の発現が期待される物質である.室温 CMRの実現には, 強磁性金属相と電荷・軌道秩序

絶縁体相の間に存在する A 型反強磁性相を取り除く必要がある.本研究では Mn の一部を

Ti
4+で置換することで A型反強磁性相の除去を試みた. 

2. 2016年度の研究計画 

1) Mnの一部を Ti
4+で置換した RBaMn2O6試料(R = Pr, Nd)の作製 

2) Ti
4+置換が RBaMn2O6の物性(主に磁気的性質)に与える影響を調べる 

3. 2016年度の研究成果 

1) Mn の一部を Ti4+で置換した RBaMn2-xTixO6試料(R = Pr, Nd)の作製 

1) 出発物質 Pr6O11, Nd2O3, BaCO3, Mn3O4, TiO2を所定のモル比で秤量・混合する 

2) アルゴン雰囲気下, 1250℃で混合した粉末試料を焼成する 

3) 酸素中 600℃でアニールする 

粉末 X 線回折実験から, 作製した試料はすべて単相の秩序型ペロブスカイト構造を持つ

ことを確認した.しかし x > 0.2の組成では単相の試料は得られなかった. 

4) Ti4+置換が RBaMn2O6の磁気的性質に与える影響を調べる 

NdBaMn2-xTixO6(x = 0-0.20)の磁化の温度依存性を図 1に示す.x = 0 の磁化は, 温度を下げ

ていくと 300 K直上付近から急激な増大を示した後, 300 Kで急激な減少を示す.この磁化の

振る舞いは, 強磁性転移温度 TCとA型反強磁性転移温度 TNがほとんど一致しているためで

ある(x = 0の試料(NdBaMn2O6)は, 強磁性金属相, 電荷・軌道秩序絶縁体相, A 型反強磁性相

が形成する多重臨界点に位置する).Ti
4+置換をすることで TNが減少し, TN以下の磁化が増大

していることが図 1からわかる.この結果は, Ti
4+置換により A型反強磁性相が抑制され, TN

以下では A 型反強磁性相と強磁性金属相が共存しているということを示している.x = 0.20

においては, A 型反強磁性転移にともなう磁化の減少はほとんどみられず, 基底状態は強磁

性金属相になっていることを示している.x = 0.12の磁化曲線(図 2)においては, H = 25 kOe付

近で A 型反強磁性相から強磁性金属相への磁場誘起相転移を示す磁化の増大が観測される

(ちなみに x = 0ではH = 80 kOeの磁場を印加してもA型反強磁性相は壊せない).この結果は, 

Ti
4+置換により, A型反強磁性相が抑制され, 不安定化するということを示している.R=Prの
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場合も R=Nd と同様の結果が得られた. 

Mn の一部を Ti
4+で置換することで, 残りのMn の平均価数が+3.5 から減少する.そのため

Ti
4+置換は電子ドープと同等の効果をもたらし, その結果, A 型反強磁性相が抑制されたと

考えられる(通常のペロブスカイト型構造を持つ Mn 酸化物においては, 電子ドープにより

A型反強磁性相が消失することが実験的に知られている).この研究の結果は, Ti
4+置換はA型

反強磁性相を取り除くのに非常に有効な方法であり, RBaMn2O6 を使った新しい磁性材料開

発にとって重要な鍵になると考えられる.しかし, CMR において重要な強磁性金属相への転

移温度も低下してしまうのが難点であり, これを解決するのが今後の課題である. 

4. 成果公表リスト 

学会発表 シンポジウム講演 

1) 堀川 哲, 東 政輝, 亀澤 日向, 和田 詠史, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

スピンアイス化合物 Dy2Ti2O7における緩和時間の分布に元素置換が与える影響 

日本物理学会 2016年秋季大会 金沢大学 石川 (2016.09) 

2) 横山 京祐, 和田 詠史, 加藤 健人, 小野寺 蓮, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

Fe/Ag/Crエピタキシャル三層膜のAg量子井戸形成に起因した界面フラストレーション. 

日本物理学会 2016年秋季大会 金沢大学 石川 (2016.09) 

3) 越川 修人, 長瀬 拓朗, 和田 詠史, 仁科 康佑, 梶原 凌, 桑原 英樹, 赤星 大介, 齊藤 

敏明 

ペロブスカイト型 Eu 酸化物 EuTi1-xAlxO3 (0 ≤ x ≤ 1)における電気磁気特性. 

日本物理学会 2016年秋季大会 金沢大学 石川 (2016.09) 

4) 谷川 統久, 高田 寛己, 保利 美幸, 和田 詠史, 小田 涼佑, 桑原 英樹, 赤星 大介, 齊

藤 敏明 

秩序型 RBaMn2O6 (R = 希土類)の Aサイトのわずかな乱れが物性に与える効果. 

日本物理学会 2016年秋季大会 金沢大学 石川 (2016.09) 
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5) 加藤 光樹, 小林 洋史, 中澤 和也, 和田 詠史, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

RKKY ハイゼンベルグ型スピングラス a-GdSi の臨界曲線に対するランダム異方性の効

果. 

日本物理学会 2016年秋季大会 金沢大学 石川 (2016.09) 

6) 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 III. 

日本物理学会 2016年春季大会 東北学院大学 宮城 (2016.03) 

7) 堀川 哲, 亀澤 日向, 和田 詠史, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

スピンアイス化合物 Ho2(Ti2-xHox)O7-δ及び(Dy2-xHox)Ti2O7 における乱れの磁気緩和に与

える影響. 

日本物理学会 2016年春季大会 東北学院大学 宮城 (2016.03) 

8) 和田 詠史, 向井 慶太, 横山 京祐, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

Fe/Ag/Crエピタキシャル三層膜の量子井戸形成に起因した磁化スローダイナミクス II. 

日本物理学会 2016年春季大会 東北学院大学 宮城 (2016.03) 

9) 谷川 統久, 保利 美幸, 和田 詠史, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

秩序型 RBaMn2O6（R = 希土類）の合成条件による物性変化. 

日本物理学会 2016年春季大会 東北学院大学 宮城 (2016.03) 

10) 谷川 統久, 保利 美幸, 和田 詠史, 赤星 大介, 齊藤 敏明, 梶原 凌, 桑原 英樹 

秩序型 RBaMn2O6（R：希土類）の Rと Baのわずかな相互固溶が物性に与える効果. 

日本セラミックス協会 2016年年会 早稲田大学 東京 (2016.03) 

11) 保利 美幸, 谷川 統久, 渡邉 槙一, 和田 詠史, 赤星 大介, 齊藤 敏明, 梶原 凌, 桑原 

英樹 

秩序型 RBaMn2O6（R：希土類）の酸素欠損が物性に与える効果. 

日本セラミックス協会 2016年年会 早稲田大学 東京 (2016.03) 


