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Summary The objective of the present work is to develop novel materials based

on the specific features of the f orbital electrons in rare-earth

elements. Several phosphorescent materials applicable to white light

LED and rare-earth manganese oxides possessing multiferroic

properties have been fabricated. Their phononic and electronic

excitations have been spectroscopically studied.

１． 本研究の目的及び背景

酸化物高温超伝導体（YBa2Cu3O7-x）、高熱伝導性電子材料基板（AlN-Y2O3系）、蛍光

材料（アパタイトへの希土類酸化物の添加）など、高機能無機材料の開発ではしばし

ば希土類化合物が重要な役割を果たしてきた。特にランタノイドは 4f 軌道を有してお

り、他の元素の化合物と異なる性質を生ずる主な原因となっている。本研究は、希土

類化合物や関連化合物を対象として化学的および物理的手法で研究を続けてきた各研

究者が、長年蓄積してきた基礎データを基に新規材料の開発と評価を行うものである。

新規材料の合成と物性・機能性評価を互いに密接に協力しながら遂行することによ

って、新規材料を開発するための基礎的・応用的な知見が効率良く収集できるものと

期待される。実験分野での共同作業を進めるため、2006 年度に 3 次元的にガス圧をか

けながら高温での焼成が可能な大型装置（熱間等方加圧装置（Hot Isostatic Pressing;
HIP））を導入整備し、化学科－物理学科が互いに協力してこの装置を有効に活用し、

本研究を発展させている。

２． 研究の方法・内容と共同研究員の役割分担

種々の手法により合成した酸化物・酸窒化物の電気磁気抵抗特性、強誘電性、反強

磁性および光学特性に、どのような因子が影響を及ぼしているかを、例えば粒子径、

粒界の大きさなどをパラメーターにして測定する。熱物性の評価には DTA-TG、高温Ｘ

線回折などを用い、さらに、得られたデータを電子顕微鏡による微細構造観察の結果

と関連づけて検討する。各種の分光学的手法（光散乱測定、発光・反射スペクトル等）

による測定、誘電率や焦電流の測定をおこなう。以上の検討を基に、希土類元素の電

子状態を利用した特性を評価し、種々の機能を有する材料を開発する。

これまで行ってきた具体的な研究対象と担当者を以下に示す。

(1)固相法などによる希土類系材料の合成と、高純度希土類系材料を用いた新規蛍光材
料の開発（板谷、幸田）

(2)分光学的手法を用いた希土類イオンのフォノン・電子状態の研究（関根、黒江）
(3)低温および高温領域での電気的・磁気的性質の評価（桑原、赤星）
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３．研究の成果
３．１ 希土類元素の f 電子軌道を利用した新規ケイ素系酸窒化物の蛍光特性

白色の発光ダイオード(LED)は青色 LED とその青色の光を黄色に変換する黄色蛍光

体(YAG:Ce3+)の光を混合して白色を表現しているが、この白色 LED は赤色成分が不足

していることが問題点として指摘されている。最近、赤色成分を有し、耐久性のある

蛍光体材料として窒化物や酸窒化物に関心が寄せられている。希土類酸化物（R2O3; R、
希土類元素）－窒化ケイ素（Si3N4）系化合物には種々の組成が知られているが、それ

らの組成の中でメリライト系化合物(R2Si3O3N4)は化学組成が最も単純で、しかも合成

が比較的簡単であることから、そのような蛍光材料の母体として有力な候補と考えら

れる。本研究では Gd2O3-Si3N4系メリライト化合物に着目し、種々の付活剤を添加した

粉体を調製して、それらの蛍光特性を評価した。

(1) 単付活 Gd2Si3O3N4の蛍光特性

1700℃、2 h、N2 雰囲気中で加熱すると、種々の希土類イオンを付活した

(Gd1-xRx)2Si3O3N4 を合成することができた。この XRD 図形が無添加の場合と同じであ

ったことから、付活剤として添加した希土類元素は Gd2Si3O3N4中の Gd サイトに置換

固溶したことが示唆された。Gd2Si3O3N4結晶中に Sm3+を添加した(Gd1-xSmx)2Si3O3N4は

励起スペクトルのピークが 300 nm に、また発光スペクトルのピークが 601 nm に現れ

た。351 nm に照射光のピークを有するブラックライトを照射したところ、この化合物

は橙色の発光を示した。この蛍光体の相対発光強度(標準物質:CaWO4)は Sm3+を 1 mol%
付活したときに最高(1.8)となった。一方、Tb3+を付活して調製した(Gd1-xTbx) 2Si3O3N4

の発光スペクトルでは 547 nm を中心としたブロードなピークが観察された。Tb3+を添

加した場合、その添加量が増加すると発光強度は増大し、6 mol%添加した場合に最高

(3.6)となった。また、発光色は Tb3+添加量の増加に伴って青緑色から緑色になった。

さらに、(Gd1-xCex)2Si3O3N4（x = 0.01）の励起・発光スペクトルを測定したところ、励

起スペクトルは 313および 395 nmに、また発光スペクトルのピークは 466 nmに現れ、

発光色は青色となった。

(2) Ce3+および Tb3+付活 Gd2Si3O3N4の蛍光特性

Gd2Si3O3N4に Ce3+および Tb3+を共付活し

た場合の励起発光スペクトルを図 1 に示す。

465 nm を中心としたブロードな発光と、

490、545、585 および 622 nm の発光ピーク

が観察された。前者は Ce3+の 4f-5d 遷移に、

また後者はTb3+の4f-4f遷移に起因するもの

と考えられる。また、励起スペクトルの形

は Ce3+単付活の場合と同形であり、このこ

とから Gd2Si3O3N4結晶中で Ce3+から Tb3+へ

のエネルギー伝達が起こっていること、

Ce3+からのエネルギー伝達により Tb3+は単

付活の場合よりも長波長側で励起が可能で

あることが分かった。
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３．２ RMnO3結晶（R = 希土類）の合成とその物性

巨大磁気抵抗効果を示すことで知られる Mn 酸化物では、動き回る電子（正孔）を

導入しない状態では絶縁体（誘電体）となっている。この絶縁体 RMnO3 (R = 希土類)
において R = Gd、Tb、Dy などでは、反強磁性と強誘電性を併せ持った multiferroic な

状態が観測されている。このように複数の秩序状態（相）を持つ multiferroic 物質では、

それら秩序相間にしばしば強い結合が存在し、その結合（交差相関結合）を利用した

全く新しいデバイス――例えば磁場（電場）によって電気分極（磁気モーメント）を

制御する高密度記録素子や各種センサー、アクチュエータなど――への応用が期待さ

れている。

このような観点から、新しい multiferroic 物質として期待される RMnO3 に対して、

種々の希土類イオンを組み合わせた一連の単結晶試料を浮遊帯域溶融法により合成し、

その誘電特性、磁性等を系統的に測定し、multiferroic 特性発現メカニズムを詳細に検

討した。

希土類イオンが持つ 4f 磁気モ

ーメントの影響を調べるために、

まず最初に 4f 磁気モーメントを

ほとんど持たない Eu と 4f 電子

を持たない Y を組み合わせた

Eu1-xYxMnO3 結晶試料を合成し、

磁場中での誘電性および磁性の

温度依存性を検討した。

図 2 に示したように、本物質

は高温では c 軸方向に、低温で

は a 軸方向に電気分極を持つ新

し い 反 強 磁 性 強 誘 電

（multiferroic）物質であることが

明らかとなった。さらに、低温

で a 軸に向いていた電気分極を

a 軸方向に磁場を印加すること

によって c 軸方向にフロップさ

せることが出来ることを見出し

た（交差相関を利用した磁場に

よる電気分極制御）。

本実験結果は、最近の理論的

予測、すなわち ab(bc)スパイラル反強磁性状態が a(c)軸方向の電気分極を誘起するモ

デル、ともよく一致し、従来 4f 磁気モーメントの影響を受けて理解が困難であった

multiferroic 特性発現メカニズムを、その影響を排除することによって、実験的に明ら

かにしたものである。

現在さらに、異方的あるいは等方的 4f 磁気モーメントを持つ Eu1-xHoxMnO3、

Gd1-xYxMnO3単結晶を合成し同様の物性測定を行い、上記結果と比較検討を行っている。
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図 2 Eu1-xYxMnO3 単結晶の磁場下での誘電率

（上）、電気分極（中）、磁化（下）の温度依存性

左が a 軸方向、右が c 軸方向の物理量を表す。

磁場は a 軸方向に印加している。
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３．３ Mn 酸化物の光散乱および発光スペクトル

固体にフォトン(光)を照射すると、フ

ォノン(格子振動を量子化して得られ

る準粒子)との相互作用により、入射光

と違う波長の光が散乱される。物質の

情報が含まれた散乱光を分光すること

で RMnO3 （R = 希土類）の格子系の

希土類イオンによる変化を研究した。

R = Pr、Sm、Gd、Tb の場合の光散乱

スペクトルを比較すると、R3+ イオン

のイオン半径の減少に伴う tilt 角の増

加により、系統的に周波数が変化する

フォノンが存在することを明らかにし

た。この規則は、希土類イオンの一部

を他のイオンに置換した場合でも成立

し、tilt mode 周波数が tilt 角と線形関

係を持つことから、光散乱測定によっ

て tilt 角を精密に求めることが可能で

あることが分かった。

固体中のイオンの電子準位は、周囲

のイオンからの影響を受ける。その結

果、形の違う 4f 電子軌道は異なるエ

ネルギーを持つ。これは結晶場分裂と

して知られ、物質の蛍光の原因である。

今回我々は、RMnO3 の高分解能紫外光

励起発光スペクトルを測定し、固体中

の 4f 電子の発光が固体を研究する上

で有効なプローブとなることを示した。

実験は上記の光散乱測定系を改造して行った。励起光に紫外発光ダイオードを用い、

光散乱測定用の高分解能分光器及び微弱光測定用冷却 CCD ディテクタを用い、固体

の発光スペクトル測定としては比較的高分解能 (分解能 2 cm-1 程度) な測定を行った。

冷凍機を用いて単結晶を 16 K まで冷却し、発光スペクトルの温度変化測定を行った。

R = Eu の時の低温のスペクトルには、1.5 ～ 2.5 eV の Mn3+ の発光の他に、矢印

の位置に明らかに系統的な温度変化を見せるピークが観測される。低温でのスペクト

ル強度と 100 K でのスペクトル強度の差を取ると、明確な温度依存性が確認される。

ピークの観測された 2 eV 付近には、Eu3+ の電子準位が存在するため、我々が観測し

たピークは Eu3+ の電子準位によるものだと考えている。また、30 K 以下で観測され

る発光スペクトルの構造は、この系で 45 K 以下で生じる A-type 反強磁性相でのスピ

ン秩序が発光スペクトルに影響を与えたものであることが示唆される。
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図 3 RMnO3 の光散乱スペクトル(左)

矢印は tilt mode 周波数を示す。右図は tilt

mode の格子振動の模式図と tilt 角の定義。
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図 4 EuMnO3 の発光スペクトル(左)と、100 K

でのスペクトル強度を基準としたスペクトル強

度の温度変化(右)


