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研究成果の概要（和文）： ｢ものつくり｣という化学の原点に、近年発展の著しいナノスケール

レベルの視点を加えて発展させ、機能を意識した物質創製研究を展開してきた。その結果、大

きな負の熱膨張を示す鉄酸化物や、ありふれたシリコンでの巨大な磁気抵抗など、幾つかの新

物質、新現象を見出した。放射光 X 線や高分解能電子顕微鏡を用いた構造評価、さらに第一原

理による電子状態計算を駆使して、これらの新物質、新現象に見出された新しい機能特性の原

理や機構の解明を果たした。 
 
研究成果の概要（英文）： We introduced a strategic state-of-the-art concept into our solid state 
chemistry and sought new functional materials and new functional phenonena.  During our research 
project, we found new materials such as oxide materials showing large negative thermal expansion and 
new phenomena like large magnetoresistance in silicon.  We also revealed the mechanisms of new 
functional properties by analyzing the nano-size structures of the materials with synchrotron X-ray and 
high-resolution electron microscopy techniques, and by calculating electronic structures from the first 
principle calculations.  The materials developed in our study will be useful for future 
information-technology society. 
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１．研究開始当初の背景 
  近年の高温超伝導、超巨大電磁応答現象、
等で代表される新現象の発見に見られるよ
うに、電子間での強い相関に加えて、電子－
スピン－格子にわたる強い相互作用に由来
する物性には、未知の優れた物質機能が未だ
数多く隠れている可能性を窺わせる。従来の

電子やスピンといった単一の機能応用を越
えた新しい複合機能の開発につながる新物
質、新物性の開拓は、古典的な枠組みを超え
る新しい学術領域の形成のみならず社会的
にも強く望まれており、このような機能を意
識した物質創製の研究を推進することは科
学技術創造立国を謳う我が国の物質科学研
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究の最重要な戦略の一つである。 
  本研究では、｢ものつくり｣という化学の原
点に、近年発展の著しいナノスケールレベル
の視点を加えて発展させる物質創製研究を
「精密固体化学」として新たに提唱し、物質
とその性質の新規開発・制御を体系的に行う
こととした。このような新しい「機能を意識
した精密固体化学」を展開する背景には、理
論的なアプローチによる物質デザインが可
能となり、ナノ領域にまで及ぶ新しい物質合
成・評価手法の開発により、まさに物質創製
の新しい転換期が訪れているという機運が
あったからである。 
 
２．研究の目的 
  新物質開発の視点から、まず新しい物質を
生み出すための新しい合成・制御手法を開発、
確立する。我々が特に注力するのは、非平衡
物質の合成を可能とする高圧合成、薄膜法に
よる原子層単位での結晶成長、ナノサイズの
微細加工である。これらの技術は物質探索・
物性制御の範囲を著しく拡大させ、根元的に
は元素に由来する「化学的特性」と固体の電
子的・原子的な「物性・機能」を融合するこ
とが可能となる。 
  つづいて、これらの新しい合成・制御手法
を駆使して、物質設計に基づく新規な「機能
複合相関新物質」の創製を展開する。特に、
「磁性－誘電性」、「電流－磁気」、などの機
能複合相関を端緒に、全く新しい原理に基づ
く（スピン）エレクトロニクスを構築する可
能性のある材料や、従来技術の特性を飛躍的
に進歩させ得る機能材料の物質開発を行う。
ここでは、高分解能電子顕微鏡や放射光 X 線
によるナノ構造評価と物性評価結果が電子
状態計算のデータベースとしてフィードバ
ックされ、第一原理計算をはじめとする電子
状態計算による物質デザインと呼ぶべき物
質合成指針を与えることが可能となる。これ
により、将来の機能材料として有用となる基
礎物質の探索と基礎物性の解明を行うこと
を目的とする。 
 
３．研究の方法 
  本研究の遂行のため、代表者（島川）を研
究の総括として、（1）新物質探索と合成手法
開発、（2）ナノ構造分析・評価、（3）理論計
算による物質デザイン、の 3 つの研究グルー
プを設定した。一連の研究は「物質設計」－
「合成・制御」－「測定・解析」が機能的に
結ばれた発展的循環プロセスによって遂行
し、新物質創製と物質合成手法の開発を展開
する。 
  また、物理と化学、理論と実験にまたがる
融合的研究について高いアクティビティー
を誇る我が国でこの分野を積極的に推進し、
世界的なレベルで研究を先導することを目

指して、国際的な共同研究プロジェクトなど
へも積極的に参画し、アジアを中心としたポ
スドクなどの人材交流と若手研究者の養成
も含めた研究活動を展開する。 
 

 
４．研究成果 
(1) 高圧法による新物質合成とその機能開拓 
  新物質・新物性探索を中心とする研究では、
高圧合成法を用いて多くの新しいAサイト秩
序型ペロブスカイト構造酸化物を見出すこ
とに成功した。同じ A サイト秩序型ペロブス
カイト構造において、強磁性-反強磁性-強磁
性転移を示す CaCu3B4O12 (B = Sn, Ti, Ge)はそ
の一例である。A’サイトの直接交換相互作用
と、B サイトを介した超交換相互作用の拮抗
により、特異な磁気転移が起こることを放射
光 X 線吸収スペクトル測定や電子状態計算
から明らかにした。また、異常高原子価の Fe
イオンを含む新規化合物 CaCu3Fe4O12 や
LaCu3Fe4O12 も見出した。CaCu3Fe4O12 は 4Fe4+ 
→ 2Fe3+ + 2Fe5+で表わされる電荷不均化を示
すが、LaCu3Fe4O12 は 3Cu2+ + 4Fe3.75+ → 3Cu3+ 
+ 4Fe3+と表わせる温度誘起サイト間電荷移
動を示す。特に、このサイト間電荷移動では、
電子状態変化がスピン系や格子系とも強く
相関しており、電荷移動転移温度において大
きな「負の熱膨張」的な格子変形を示すこと
を見出した（Nature, 2010）。LaCu3Fe4O12 の特
異な電子状態変化については、電子状態計算、
および放射光X線を用いたX線吸収スペクト
ルの実験から、Cu の d 軌道と配位酸素イオン
の p 軌道間の強い混成による酸素ホールの振
る舞いの重要性を明らかにした。 
 

Aサイト秩序型ペロブスカイト酸化物の結晶構造 



 

 

高圧法では、その他、幾つかの新物質の合
成にも成功した。特に、単純ペロブスカイト
構造の BiNiO3 や BiCoO3、PbVO3の新たな機
能特性を見出した。La を僅かにドープした
(Bi,La)NiO3 では、A サイト秩序型酸化物と同
様のサイト間電荷移動に伴う負の熱膨張を
見出し、歪みゲージによる測定から、従来材
料の 3 倍に達する大きなものであることを確
認した（Nature Communications, 2011）。BiCoO3
や PbVO3 では電子状態計算から大きな正方
晶歪み及び強誘電的イオン変位に加えて、磁
気異方性に顕著な違いが見られることも明
らかになった。これら一連の化合物は、電荷
－スピン－格子にわたる強い機能複合相間
を示す新物質群である。 
 
(2) 薄膜新物質とその構造評価、エネルギー
材料への応用展開 
パルスレーザー蒸着法を用いた薄膜作製

では、酸素が平面 4 配位した Fe2+からなる無
限層構造 SrFeO2 単結晶薄膜の作成に世界に
先駆けて成功した。得られた薄膜の構造は、
走査型透過電子顕微鏡とサイト分解 EELS 法
を組み合わせた評価から、原子レベルでの局
所構造の異方性が明確に得られており、遷移
金属イオンと配位酸素との共有結合性の重
要性が明らかとなった。 
また、ブラウンミレライト構造の CaFeO2.5

が無限層構造の CaFeO2 へと変化する過程か
ら、低温での酸素の移動が異なる 2 つの方向
に起こることも初めて明らかにした（Nature 
Chemistry, 2010）。さらに、ブラウンミレライ
トとペロブスカイトとの人工超格子薄膜
[CaFeO2.5]m/[SrTiO3]n の低温での酸化・還元過
程を観察し、人工超格子薄膜構造では酸素イ
オンの拡散を 2 次元面内に制御できることを
実証した。これらのは低温動作固体酸化物燃
料電池としての応用へ向けた重要な知見で
ある（Scientific Reports, 2011）。 

 
その他、薄膜新物質としては、高温超伝導

で注目される酸素平面 4配位 d9電子配置をも
つ LaNiO2の単結晶薄膜の作成にも成功した。
エピタキシャル薄膜作製と CaH2 を用いた低
温還元を用いた手法が、広く新物質合成にも
有効であることを実証したものである。 
 

(3) 微細加工による新機能特性発現 
電流－磁気機能複合相関に注目して、微細

加工などの合成手法と新たな測定手法の開
発を行い、新しい物性展開の可能性を提示し
た。特に、磁気円盤内に生じる磁気渦を X 線
顕微鏡を用いて観察し、電流誘起磁気渦共鳴
現象を実時間で測定することに成功した。さ
らに、ナノ秒電流パルス印加による磁気コア
反転にも成功し、電流誘起磁気渦共鳴を利用
した 3 端子素子を提案し、実際にその素子を
作成し特性評価も行った。これらの電流誘起
スピンダイナミクスの詳細な研究は、新規メ
モリやスピントランジスタ等への応用展開
を図るうえで重要な進展であった（Nature 
Materials, 2010）。 
また、空間電荷効果によってシリコンにお

いて巨大な磁気抵抗効果が誘起されること
も見出した。この成果は、ありふれた半導体
であるシリコンにおいても微細加工により
作り出された特殊な状況下においては新し
い機能を発現させることができることを示
した点で極めて重要なものである（Nature, 
2009）。 

 
(4) 構造評価技術の新手法の開発 
本研究では材料をナノレベルで評価する

新しい手法を開発するとともに、その技術を
物質合成グループにより見出された新材料
に適用してきた。電子エネルギー損失分光
（EELS）を複合した走査型透過電子顕微鏡
（STEM）技術では、原子レベルでの局所構
造の歪みを検出することに成功した。さらに、
局所構造を原子レベルで観察する HAADF 像
のコントラストから原子変位と温度因子を
定量的に解釈することもできるようになっ
た。これらの手法を用いて、塩素置換したフ
タロシアニン銅薄膜中の分子カラムを原子
分解能で観察することに成功すると同時に、
結晶粒界に存在する配向の異なる分子の存
在を明らかにすることに成功した（Scientific 
Reports, 2012）。また、酸化物ヘテロ界面近傍
の原子分解能観察からは、ミスフィット転位
での Ba 欠損による欠陥構造を明らかするこ
とができた。 
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半導体シリコンにおける巨大磁気抵抗効果 



 

 

 
  放射光 X 線を利用したナノ構造評価では、
高分解能マイクロＸ線回折装置の開発を行
ってきた。新規ゾーンプレートの設計・導入
により、150 nm(水平方向)×250 nm(垂直方向)
のビームを形成することに成功するととも
に、二次元検出器である X 線 CCD 検出器に
よる逆格子マッピング測定を実現し、測定時
間も従来より約 1/5 に短縮することに成功し
た。これにより、微細加工素子での評価が実
際に可能であることも実証した。また、
SPring-8 放射光のシングルバンチ(時間幅 40
ピコ秒)を切り出すことができる高速 X 線チ
ョッパーの開発にも成功し、ナノ～マイクロ
秒オーダーの時分割その場測定技術が可能
となった。実際に圧電体 BaTiO3単結晶では、
圧電誘起による 0.1 pm/V 程度の微小な格子
変形をマイクロ秒単位で測定することに成
功した。 

 
(5) 電子状態計算による物質デザイン 
  第一原理計算に基づき、物質合成グループ
などで見出された新物質の電子状態を計算
から明らかにするとともに、X 線吸収スペク
トルなど評価グループの実験と理論計算結
果を結びつけた。特に、磁性―誘電特性機能
複合相関を示すマルチフェロイック関連物
質の発現機構に関する研究を進め、新物質探
索指針を提示した。一例を挙げると、ガーネ
ットフェリ磁性体Y3Fe5O12のオフセンタリン
グ構造不安定化の可能性を調べ、フェリ磁性
化合物における強誘電性発現に関する物質
デザインのアイデアを示した。また、新しい
機能複合相関を示す新物質探索に対して、磁
気的秩序と電気的秩序の交差相関に注目し
て、スピン軌道相互作用が反転対称性の破れ

た系の電子状態に及ぼす効果（Rashba 効果）
を群論の立場から解明した。特殊な対称性の
場合には時間反転対称性と同じ Rashba 効果
が現れる可能性を指摘し、実際に Bi 原子が吸
着した Si(111)表面の角度分解光電子分光実
際によって観測された特異なスピン分裂現
象がこれにより説明できることを明らかに
した。 
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