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研究成果の概要（和文）：本研究は、2つの遷移金属（TM）を含む酸化物の電子構造を明らかにし、共通する電
子構造の特徴を得ることを目的とした。その結果、銅デラフォサイトではTMの組み合わせにより銅の価数が変わ
ること、Co‑Rh酸化物では電荷移動エネルギーと混成の違いでEF近傍の電子構造が理解できること、Co2重ペロブ
スカイトではCo 2pスペクトルが高スピン状態の理論計算と合致すること、Mn酸化物ではMn 2pスペクトルが磁性
を直接反映すること、Y(Pr)Co酸化物ではCoとの組み合わせにより特異的にY(Pr)の価数が変化しうること、等、
2TMの組み合わせにより、様々な異常価数・異常物性が発現することを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：The objective of this research is to clarify the electronic structure of
oxides with 2 transition metals (TM) and to extract the underlying features of their electronic
structure. We have obtained the following results: (1) Cu valence can change according to the
combination of Cu and TM in Cu delaffosites, (2) The near‑Fermi level electronic structure of Co‑Rh
oxides can be explained by the differences between their charge‑transfer energies and
hybridizations, (3) Co 2p spectrum of Co double perovskites can be explained by theoretical
calculations assuming the high‑spin state, (4) Mn 2p spectrum directly reflects the magnetism in the
randomness‑controlled Mn oxides, and (5) the combination of Y(Pr) and Co should yield the unusual
valence deviation of Y(Pr) in Y(Pr)Co oxides. In conclusion, we demonstrated that what kind of 2
TM s are chosen in oxides and how they are connected are very important to understand valence
anomaly and/or unusual physical properties in several 2 TM oxides.
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１．研究開始当初の背景
４．研究成果
申請者らは、これまで行った Ti-Cr 系ペロ
ブスカイト型酸化物、二重ペロブスカイト型
酸化物、Ru-Mn 系ペロブスカイト型酸化物の
電子構造研究[1]から、遷移金属サイトに 2 つ
の遷移金属を持つ AB1-xB’xO3 型のペロブスカ
イト型酸化物（以後 2 遷移金属酸化物）の電
子構造（特に価数）が、(A) 整列，ランダム
を問わず，価電子帯全体の電子構造および遷
移金属の価数が 2 つの遷移金属の d 状態の O
2p バンドからの距離の差、即ち、電荷移動エ
ネルギーΔ の差で決まること (B) 整列二重ペ
ロブスカイトになった場合は、結晶構造の制
約が Δ と物性に大きな影響を与える、という
二つの点で統一的・系統的に理解できるだろ
う、という着想を得た。
これまで、個々の 2 遷移金属酸化物の研究自
体は数多くなされてきているが、その殆どは
Mn 酸化物や Cu 酸化物等の顕著な性質を示す
物質群に Fe、Ni 等をドープして磁性、電気
伝導性の変化を議論するといったものであ
る。従って各論の物性研究が多数存在する一
方で、上記のような総合的視点からの研究は
これまで全く提案されていなかった。

２．研究の目的
以上を踏まえて本研究は、様々な 2 遷移金
属酸化物の詳細な電子構造を実験的に明ら
かにしてそれぞれの特異な物性の起源を明
らかにすることと、その結果から、電子構造
が統一的・系統的に理解できるか、を検証し
つつ、共通する電子構造の特徴を抽出するこ
とにおいた。

３．研究の方法
2 遷移金属酸化物の電子構造と物性の関連
性を、実験室や放射光施設（Photon Factory,
HiSOR, SPring-8 等）における価電子帯・内殻
光電子分光測定、軟 X 線吸収分光測定によっ
て実験的に明らかにする。実験データの解析
では、バンド構造計算とクラスターモデル計
算も行い、理論面からも明らかにする。これ
らの結果から 2 遷移金属酸化物に共通の一般
的特徴を導出する。研究対象は Ti-Mn 酸化物
Sr1-xLaxTi1-yMnO3、ペロブスカイト型 Mn 酸化
物(La,Sr,Ca)Mn1-yGayO3，(La,Sr)Mn1-yNb(Ta)yO3、
（2 重）ペロブスカイト型 Co 酸化物 A2CoBO6
（A=Sr, Ba, B=Nb, Ta, Sb）
，LaCo1-xRhxO3、Cu
デラフォサイト（CuMO2, M=Cr, Mn, Fe, Co）
等の、Ti から Cu までをカバーする広範な 2
遷移金属酸化物を対象とした。さらに、価数
が変化しうる希土類混晶系 Y1-xCexCoO3 及び
Y1-xPrxCoO3 も広く「2 遷移金属酸化物」の範
疇と見なし、対象とした。

(1) Cu デラフォサイト CuMO（M=Al,
Cr, Mn,
2
Fe）
Cu デラフォサイトは、p 型透明酸化物半導
体（M=Al），高熱電材料候補（M=Cr），マル
チフェロイック物質（M=Fe）等の応用可能性
を持つ物質群であるが、既に様々な研究が行
われていたが、その電子構造については矛盾
する報告がいくつかあり[2]、未解明であった。
そこで我々は、CuCr1-xMgxO2 に及びそのホ
ールドープ系である CuCr1-xMgxO2 について、
（硬 X 線）光電子分光・軟 X 線吸収分光・バ
ンド計算による包括的な研究を実施した。そ
の結果、Cr 3d 状態が価電子帯のトップに来
ること、さらに形式価数 1 価である Cu から
Cr に向かって、わずかに電荷移動があり、Cu
の 2 価成分が存在すること、これが大きな電
気伝導度に寄与していること、を明らかにし
た。さらに本系の角度分解光電子分光測定に
成功し、高熱電能の起源と思われる「プリン
型バンド」を観測した。また、この Cr 系の
結果から、電荷移動する行き先の無い Al 系
では Cu は純粋に 1 価であることを予測し、
実際に測定を行ってこれを実証した。Mn 系、
Fe 系でも同様の測定を行い、Cr 系と同様に
Cu の 2 価状態が存在する証拠をつかんだ。
〔雑誌論文⑤、学会発表②⑥➉⑪⑬〕
(2) Co-Rh 酸化物 LaCo1-xRhxO3
LaCoO3 は、基底状態では非磁性の絶縁体だ
が温度上昇と共に常磁性を示す、スピンクロ
スオーバー物質として古くから知られてい
る。近年、この物質の Co を Rh に置換した
LaCo1-xRhxO3 は、LaRhO3 も非磁性絶縁体であ
るにも関わらず、x=0.2 付近から弱強磁性を
示すことが明らかとなった[3]。これは Rh 置
換によって Co の電子構造が強磁性方向に変
化していることを示唆している。
そこで我々は、本系について、
（硬 X 線）
光電子分光・バンド計算による研究を実施し
た。その結果、Co 3d バンドと Rh 4 d バンド
のエネルギー位置を同定し、Co 3d バンドが
Rh 4 d バンドよりフェルミ準位に近いこと、
さらに LDA+U バンド計算を行った結果とも
一致することを明らかにした。この結果は、
（周期表において Rh が Co の真下にあるの
で）酸素から遷移金属への電荷移動エネルギ
ーの大きさは Rh のほうが大きいと予想され
ることとは、一見逆の結果である。これに対
して、我々は、混成前の O 2p と遷移金属 d
とのエネルギー差を考慮した、実効的な混成
強度を考慮することで理解できる（即ち、1
電子エネルギー的に理解できるのでバンド
計算の結果とも一致する）という解釈を提案
した。
〔学会発表⑭〕
(3) Co 酸化物 A2CoBO6 と LaCoO3

Co 酸化物 A2CoBO6 は 2 つの遷移金属が交
互に並んだ 2 重ペロブスカイト型構造を持つ
重要な 2 遷移金属酸化物であり、Co 酸化物中
では例外的に高スピン状態を取る。この電子
構造の理解は、通常低スピンを取る Co 酸化
物の代表例である LaCoO3 との比較が重要で
あるが、LaCoO3 はスピンクロスオーバー現象
を示すため、精密な温度変化測定が不可欠で
ある。
そこで我々は、A2CoBO6 の硬 X 線光電子分
光・バンド計算による研究を実施し、併せて、
これまで成功例の無い、LaCoO3 の低温測定を
試みた。その結果、A2CoBO6 については（室
温測定のため）問題なく測定ができ、LaCoO3
については、予備的測定に成功した。
〔学会発表③〕
(4) ペロブスカイト型 Mn 酸化物
ペロブスカイト型 Mn 酸化物の B サイトの
Mn を別金属で置換した(La,Sr,Ca)Mn1-yGayO3
と(La,Sr)Mn1-yNb(Ta)yO3 は、いずれもそのプ
ロトタイプが超巨大磁気抵抗（CMR）を示す
Mn 酸化物(La,Sr)MnO（LSMO）
である。
LSMO
3
は低温で強磁性金属となるが、A サイト B サ
イトの組成制御により、その転移点を制御で
きるため、その理解は応用上重要である。
そこで我々は、これらの系について、硬 X
線光電子分光による研究を実施した。Ga 系で
は、導電性を表す Mn 2p の肩構造の温度変
化・Ga 濃度変化を測定した結果、肩構造の強
度は、電気伝導度そのものよりも、強磁性転
移温度で標準化した温度に比例することを
見出した。Nb(Ta)系では、Nb や Ta が形式価
数 5+で置換されていること、そのスペクトル
は、置換によるランダムネスの影響を受けて
変化することを明らかにした。また、これら
との精密比較するために、純粋な LSMO の硬
X 線光電子分光測定も実施し、肩構造の組成
変化・温度変化の総合的データを収集した。
さらに、より大きな CMR を示す層状 Mn 酸
化物も、比較のために測定した。
〔雑誌論文④⑥、学会発表①④⑤⑦⑧⑨〕
(5) 希土類混晶系 Y1-xCexCoO3，Y1-xPrxCoO3
YCoO3 中の Co3+は非磁性であり、Ce や Pr
も通常価数は 3+なので、上記の混晶系では
Ce3+や Pr3+以上の磁性は発現しないと考えら
れるが、実際にはより大きな磁性が発現する。
この原因が、Ce や Pr の価数変化によるもの
か、Co の磁性状態が（3+のまま）変化した
ことによるのか、が明らかではなかった。
そこで我々は、これらの系について、
（硬 X
線）光電子分光・軟 X 線吸収分光による研究
を実施した。その結果、Ce、Pr ともに 4+成
分を含むことを明らかにした。但し Pr につい
ては、4+成分の証拠を確実につかんでいるも
のの、これが表面近傍に限られる可能性も残
っており、今後の課題として残された。いず
れの場合も、Pr（Ce）と Co という組み合わ
せが重要であるらしいという、強い示唆を得

た。
〔雑誌論文②〕
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9 月 8 日）
⑭ 岡田陸、大川万里生（3 番目）、齋藤智
彦（14 番目、他 11 名）、LaCo1-xRhxO3
の電子構造：HX-PES とバンド計算の比
較、日本物理学会 2014 年秋季大会（中部
大学春日井キャンパス（愛知県・春日井
市）、2014 年 9 月 7-10 日）（9 月 7 日講
演）

〔その他〕
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