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∆P =�Į�H,  ∆M = tĮ E　・・・・・・（1）

と表される。ここでĮ とĮ は電気磁気テンソルと呼ば

れる。電場Eと電気分極Pは空間反転操作によって符号

を変える。また，磁場Hと磁化Mは時間反転操作によっ

て符号を変える。これらのことを考えると，（1）式が成

り立つには空間反転対称性と時間反転対称性を同時に破

る必要があり，この条件を満たす強磁性強誘電体におい

て電気磁気効果が発現することになる。電気磁気効果の

研究は1960年代から行われてきたが，強磁性と強誘電

性の共存が難しく，物質の種類が限られていた 1-4）。そ

の後2000年代に「らせん磁気構造」などの非共線的な磁

気構造を持つ物質における強誘電性が発見され 5），物質

探索とミクロなメカニズムを明らかにする研究が進めら

れた結果，多くの物質において磁気秩序に誘起された強

誘電性が報告された 6）。この磁気構造に誘起された強誘

電性についての研究を通して，空間反転対称性を持つ結

晶構造であっても反強磁性的な磁気秩序が生じることで

空間反転対称性が破れる場合がある，ということが明ら

1．はじめに

電磁気学におけるMaxwellの方程式は，電場の時間変

動によって磁場が，磁場の時間変動によって電場がそれ

ぞれ生じることを示している。一方で時間変動の無い静

電場や静磁場は，物質中のMaxwellの方程式において，

それぞれに共役な電気分極や磁化に対してのみ働くこと

を示している。上で述べた電気分極は外部電場によっ

て，磁化は外部磁場によって誘起されたものだが，外部

電場や外部磁場が無くても電気分極や磁化を持ち，その

向きを共役な外場によって制御できる性質を持つ物質も

存在する。それぞれ強誘電体，強磁性体として分類され

ており，我々の身の回りでも不揮発性メモリや磁石など

の基本原理として実際に活用されている。さらに強磁性

と強誘電性をあわせ持つ強磁性強誘電体では，先程の

Maxwellの方程式とは違う形での物性制御が可能とな

り，電場Eによる磁化Mの操作や，磁場Hによる電気

分極Pの操作が可能になる。この効果は電気磁気効果 1）

と呼ばれ，

Magnetic and magnetoelectric (ME) properties of honeycomb lattice antiferromagnets M4Nb2O9 (M = Mn, Co, 
Mn1- xCox ) were investigated. Mn4Nb2O9 show colinear antiferromagnetic order and ME effect in the temperature range 
below TN = 109 K.  The electric polarization induced by ME ef fect shows a maximum at 90 K, which reflects the 
temperature dependence of the magnetic susceptibility along the c axis.  Magnetization measurements of Co4Nb2O9 under 
an applied electric field revealed that the magnitude of magnetization varies in proportion to the applied electric field.  
Changes in magnetic transition temperature and magnetic anisotropy were investigated for (Mn1- xCox )4Nb2O9 single 
crystals.  It was found that the magnetic transition temperature changes linearly with composition, while the magnetic 
anisotropy changes by replacing Mn with a small amount of Co.
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造を持つ物質は多く，例えばコランダム構造を持つサ

ファイア（Al2O3）などが挙げられる。実際にコランダム

構造を持つCr2O3は電気磁気効果を示すことが最初に確

かめられた物質でもある 2，3）。

本研究で対象とするM4Nb2O9 （M = Mn, Co） も結晶構

造の中にハニカム構造を持つ物質である。M4Nb2O9の結

晶構造は空間群P3c1に属する構造であり，図2（a）のよ

うにMとNbが秩序化して整列したコランダム類似構造

を形成し，2価の陽イオンであるM 2＋は結晶学的に非等
価なM （1）サイトとM （2）サイトを専有する。c軸と垂
直な面内の構造を見ると，M （1）サイトは図2（b） のよ

うにハニカム構造を形成し，M （2）サイトもc軸方向へ
の折れ曲がりがあるハニカム構造を形成している。結晶

構造や磁気構造についての研究は1960年代から多結晶

体に対して行われており，磁気構造はM 2＋のスピンが結
晶の単位胞を保ったまま反強磁性的に配列することが明

らかになっている 11）。一方でM 2＋のスピンの異方性につ

かになった。

そのような例を示すために，結晶を形成するための並

進対称性と両立するような構造の一例を図1に示す。左

側が構造のモチーフであり，右側はそれぞれの格子点に

反強磁性スピンを置いた場合の模式図である。反強磁性

は互いに逆方向を向いたスピンによって形成されるた

め，互いに逆方向を向いたスピンを白丸と黒丸で表して

いる。図1（a） のように三角格子に反強磁性スピンを置

こうとすると，白と黒の両方と隣り合った格子点が生じ

ることで，スピンがどちらの方向も向くことができない

「フラストレーション」が生じるため，最安定な磁気構

造を形成することはできない。図1（b）のように正方格

子に反強磁性スピンを置くと 2種類の磁気構造が生じ得

るように見えるが，この 2つは並進操作で重なるため同

じ磁気構造であり，正方格子上に反強磁性スピンを置い

ても反転対称性は破れない。図1（c）のハニカム（蜂の

巣）構造に反強磁性スピンを置くと，図のように2種類

の磁気構造を作ることができる。正方格子の場合と異な

り，ハニカム構造における 2つの磁気構造は互いに並進

操作では重ならないため，空間反転対称性が破れてい

る。すなわち電気磁気効果が発現しても良い磁気構造で

ある。厳密な議論は磁気多極子における電気磁気効果と

してまとめられている 7-10）。上の例で示したハニカム構

図 1  並進対称性と両立する構造と，その構造に反強磁性ス
ピンを置いた場合の例。（a）三角格子，（b）正方格子，
（c）ハニカム構造。単純な反強磁性は互いに逆を向い
たスピンによって形成されるため，互いに逆方向を向
いたスピンを白丸と黒丸で表した。

 

 

 

 

 

 

 

 図 2  M4Nb2O9の結晶構造をMO6八面体とNb5＋で表した。
（a）［110］方向への投影図。M（1）サイトのc軸と垂直
な面内の構造。結晶構造はVESTA17）によって作成し
た。
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るために背面ラウエ法で結晶軸を確定し，ダイヤモンド

カッターで所望の結晶軸方向を向いた板状の試料を切り

出した。試料は切り出したのち，厚さが200 µm程度に

なるように耐水ペーパー（1200番）で研磨した。電気分

極の測定を行うために，試料の表と裏に金スパッタに

よって電極を作成し，銀ペーストによって配線を行っ

た。

磁化測定は東京大学物性研究所物質設計評価施設の

MPMSを使用し，温度2 K～300 K，磁場0 Oe～70000 

Oeの範囲で測定を行った。電気分極測定も同施設の

PPMSを使用し，温度範囲2 K～120 K，磁場範囲0 Oe

～90000 Oeの範囲で測定を行った。電気分極の測定方

法を下記にまとめる。温度T，磁場H，電場Eなどの変
化によって測定している物質の電気分極が変化したと

き，試料の表面と裏面を繋いだ回路には測定時間dtの間
に下記のような電流が流れる。'3� �D�+�� � '0� �WD�(ڮ�ሺͳሻ�
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この電流を測定時間で積分し，電極の面積Sで規格化
すると
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となり，電気分極の変化量を得ることができる。本研究

では磁場や温度の変化に対する電流をエレクトロメー

ター（6517B：KEITHLEY）で検出し，測定間隔時間に

対して積分することで電気分極の変化量に変換した。

3．Mn4Nb2O9の電気磁気効果

Mn4Nb2O9の磁化率の温度依存性を図3（a） に示す。

磁場の大きさは0.1 T （1000 Oe）であり，［001］方向 （c
軸方向）， ［110］方向 （a軸方向）および［110］方向（a＊

軸方向）の直交した3方向について測定した。最も特徴

的な変化が［001］方向の磁化率に現れており，109 K以

下で温度の低下に伴って磁化率が単調減少した。一方で

［110］方向および［110］方向では温度低下に伴って磁化

率が増加した。この磁化率の温度依存性はMn 2＋のスピ
ンがc軸方向を向いた共線的な反強磁性構造を形成して
いることを示している。

いては単結晶を用いた研究を行う必要があり，近年まで

明らかになっていなかった。また電気磁気効果について

も初期から報告例があるものの，多結晶体についての研

究であり，異方性については明らかになっていなかった
12-15）。そのような状況から我々はCo4Nb2O9の単結晶試料

について物性を調べたところ，それまでに報告のあった

磁気構造とは異なり，Co 2＋のスピンはc軸と垂直な方向
を向いた反強磁性構造を形成していることが明らかに

なった 16）。このことは古くから研究が行われている物質

であっても，物性を明らかにするためには単結晶を用い

た研究を行う必要があることを示している。

本稿ではハニカム構造を持つ反強磁性体M4Nb2O9を対

象として，Mn4Nb2O9単結晶試料について未だ報告がな

かった磁気および電気磁気効果の異方性を測定すること

で電気磁気テンソルを明らかにした研究，Co4Nb2O9単結

晶試料について電場誘起磁化を調べた研究，磁気転移温

度やスピンの異方性が異なるMn4Nb2O9とCo4Nb2O9の

混晶である（Mn1- xCox ）4Nb2O9の単結晶を作成し磁気特

性を明らかにした研究，の 3つの研究について報告する。

2．実験方法

本研究ではハニカム構造を持つ反強磁性体である

（Mn1- xCox）4Nb2O9の単結晶試料を浮遊帯域溶融法

（Floating zone 法：以下FZ法）によって作成した。FZ法

は赤外線を集光して多結晶体を溶かして単結晶化する方

法であり，溶融しても分解しない一致溶融（Congruent 

melting）の物質の単結晶育成に用いられ，数cmサイズ

の大型の単結晶試料を得ることができるため，物性測定

用の単結晶試料の育成に適している。原料はMnO （純

度99.9％：高純度化学研究所），Co3O4 （純度99.9％：高

純度化学研究所），Nb2O5 （純度99.9％：高純度化学研究

所）の粉末を使用し，所望の化学量論比で量り取った後，

メノウ乳鉢で30分間混合した。混合した粉末をアルミ

ナるつぼに入れて電気炉に入れ，空気雰囲気下900 ℃で

12時間仮焼きした。仮焼きした粉末を再びメノウ乳鉢

中で30分間粉砕混合し，粉末をゴム風船に詰めて静水

圧で加圧することで棒状に整形し，プラチナ板に乗せて

空気雰囲気下1100 ℃で24時間焼結させることで，多結

晶試料の原料棒を作成した。

棒状の多結晶試料をFZ炉に設置し，アルゴン（G1：

純度99.9999 ％）雰囲気下で3 mm/hの速さで単結晶試

料を育成した。単結晶試料および原料として使用した多

結晶試料は，粉末X線回折法（SmartLab：リガク）によっ

て結晶性を確認し，全て単相の目的物質が得られている

ことを確認した。単結晶試料については結晶方位を調べ



阿　部　伸　行

─      ─168（      ）8

いる。このグラフから，磁気転移温度以下で電気分極が

生じており，温度低下に伴い90 K付近で最大値になっ

てその後減少することがわかった。また，印加磁場が大

きくなると電気分極の最大値も大きくなることがわかっ

た。磁場依存性を明らかにするために温度一定での電気

分極の磁場依存性を図4（b）に示す。このグラフから，

測定した温度磁場領域において，電気分極は磁場に対し

て単調増加することがわかった。磁場によって誘起され

る電気分極が低温で減少する振る舞いはc軸方向の磁化
率が温度の低下に伴って減少していることに由来してお

り，多結晶体の実験結果とも一致する 15）。電気磁気テン

ソルの成分を調べるため，80 Kで磁場を［001］方向，

［110］方向，［110］方向に印加し，その時の［001］方向， 

［110］方向，［110］方向の電気分極を測定した結果を図

5に示す。このグラフから電気磁気テンソルは
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となり，最も大きい成分はc軸方向に磁場を印加した場
合のc軸方向の電気分極を発現する!33であり，その大き

さは2 ps/m となった。また基本的には対角項が有限の値

を持っており，Mn 2＋のスピンがc軸方向を向いた反強磁
性構造から予測される電気磁気効果の成分とも一致する。

c軸方向の磁化率の温度依存性をキュリー－ワイスの式 
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でフィッティングするとワイス温度 " は－419 Kとなり，

s = 5/2を持つスピンの交換相互作用として妥当な大きさ

である。この磁化率の温度依存性はMPMSで印加可能

な70000 Oe（7 T）までの磁場ではほぼ変化しないため，

c軸方向の磁化の磁場依存性は図3（b）に示すように，

20K 以下で非線形成分が見られるが，基本的には磁場に

対して線形に変化する。

次にc軸方向への磁場印加下における c軸方向の電気
分極の温度変化を図4（a）に示す。示したデータは昇温

過程で測定しており，測定の前に電場（500 kV/m）と磁

場を印加しながら磁気転移温度以上の温度から冷却し磁

気ドメインを揃える「ポーリング」の操作を行った。ポー

リングの操作を行ったあとは電場を切り，回路に流れる

バックグラウンドの電流が0.1 pA以下に下がるまで十分

に時間が経過してから測定を行った。以降に示す電気分

極測定の前にはすべて同様のポーリング操作を行った。

電気磁気効果に由来する電気分極は磁気転移温度以下で

生じるため，磁気転移温度以上での電気分極を0として

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

図 3  Mn4Nb2O9の磁気特性。（a）磁場を0.1 T印加したとき
の磁化率の温度依存性。（b）各温度における［001］方
向の磁化の磁場依存性。

図 4  Mn4Nb2O9の［001］方向の電気分極。（a）一定磁場印
加下での電気分極の温度依存性。（b）一定温度下での
電気分極の磁場依存性。
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4．Co4Nb2O9における電場による磁化の制御

Co4Nb2O9は27 K以下でCo 2＋のスピンがc軸と垂直な
方向を向いた反強磁性構造を形成する 16）。このときに現

れる電気磁気テンソルの!23成分を使って，［110］方向

に電場を印加しc軸方向の磁化を操作することを試み
た。実験結果を図6（a）に示す。測定の前に磁場1000 

Oe （0.1 T）及び電場0 MV/m，0.66 MV/m，1.33 MV/m　

を印加した状態で磁気転移温度以上から5 Kまで冷却し

た後，電場と磁場を印加したまま昇温過程で磁化測定を

行った。磁気転移温度の27K以下の温度領域では，それ

ぞれの電場強度での磁化の大きさに差異が生じており，

今回の測定配置では電場印加により磁化が大きくなっ

た。電場印加による変化の大きさをわかりやすくするた

めに，0.66 MV/mおよび1.33 MV/mの電場印加下の磁

化から電場を印加していない0 MV/mでの磁化を引いた

差分を示したグラフを図6（b） に示す。このグラフを見

ると電場印加による磁化の増大は磁気転移温度以下で生

じており，その大きさは電場の大きさに比例して変化し

ていることが明らかになった。

5．（Mn1-xCox）4Nb2O9の磁化率の温度依存性

Mn4Nb2O9とCo4Nb2O9の物性を比較すると表 1のよう

になる。磁性イオンであるMn 2＋とCo 2＋の違いから，ス
ピン容易軸が異なり，磁気転移温度がMn4Nb2O9の方が

100 K程度高いという違いがある。同じ結晶構造を持ち

ながら磁性の観点では物性が大きく異なるため，これら

の混晶の物性がどのように変わるかは興味深い研究対象

となる。このような考えから，（Mn1- xCox ）4Nb2O9の単結

晶を作成し磁気特性を調べた。（Mn1- xCox ）4Nb2O9の単結

晶試料はFZ法で育成した。単結晶試料の粉末X線回折

実験の結果を図7に示す。作成した組成の単結晶は全て

単相で得られており，不純物ピークは観測されなかっ

た。また，Coの分量が多くなるに従って回折ピークの

角度が高角側へと連続的にシフトしており，格子定数が

小さくなっていることを示している。この結果からほぼ

仕込み値通りの置換が出来ていると考えられる。得られ

 

 図 5  Mn4Nb2O9の80 Kにおける電気分極の磁場依存性。磁
場は［001］方向，［110］方向，［110］方向に印加して
いる。（a）［001］方向の電気分極。（b）［110］方向の
電気分極。（c）［110］方向の電気分極。

 

 

 
 

 

 

図 6  Co4Nb2O9における電場による磁化制御。磁場は［001］
方向，電場は［110］方向に印加している。（a）磁化の
温度依存性。（b） 電場印加下の磁化から電場を印加し
ていないときの磁化を引いた差分の温度依存性。
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た単結晶試料について1000 Oe （0.1 T ）の磁場を印加し

たときの磁化率の温度依存性を図8に示す。図8（a）はc
軸方向の磁化率，図8（b）は［110］方向の磁化率である。

これらのグラフを見ると，Mn4Nb2O9では磁気転移点以

下ではc軸方向の磁化率が減少していくのに対して，Mn

をCoで10％置換した（Mn0.9Co0.1 ）4Nb2O9ではc軸と垂直
な方向の磁化率が減少していることから，この組成にお

いてすでに磁気異方性が変わっていることが明らかに

なった。このことは磁気異方性がMn 2＋よりCo 2＋の方が
大きいことに由来していると考えられる。磁化率の温度

依存性測定から得られた磁気転移温度を組成に対してプ

ロットし，磁気異方性の情報を記した磁気相図を図 9に

示す。この図を見ると反強磁性転移温度はMnとCoの

組成比に応じてほぼ線形に変化していることがわかる。

一方で磁気異方性はMnをCoに10％置換しただけで変

わっており，興味深い変化を示している。

6．まとめ

本稿ではハニカム構造を持つ反強磁性体M4Nb2O9 （M 

= Mn, Co, Mn1- xCox ）の単結晶試料について，その物性

を調べた結果を報告した。まずMn4Nb2O9単結晶試料に

ついて，磁気および電気磁気効果の異方性を測定し，電

気磁気テンソルを明らかにした。次にCo4Nb2O9単結晶

試料について電気磁気効果を利用して磁化を電場で制御

した結果を報告した。最後に磁気転移温度や磁気異方性

が異なるMn4Nb2O9とCo4Nb2O9の混晶である（Mn1- xCox ）

4Nb2O9の単結晶試料を作成し，磁気異方性と磁気秩序

温度の組成依存性を明らかにした。ハニカム構造を持つ

反強磁性体は本稿で紹介した電気磁気効果以外の観点か

らも興味深い物性を示すため，今後も物質探索と物性測

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図 7  （Mn1- xCox）4Nb2O9単結晶試料の粉末X線回折パターン

表 １　Mn4Nb2O9とCo4Nb2O9の磁気特性の比較

Mn4Nb2O9 Co4Nb2O9

磁気転移温度 109 K 27 K

スピンの向き c軸 c軸と垂直

図 8  （Mn1- xCox）4Nb2O9の磁化率の温度依存性。測定では0.1 
T （1000 Oe）の磁場を印加した。（a） ［001］方向の磁
化率。（b）［110］方向の磁化率。それぞれの磁気転移
温度を矢印で示した。

図 9  （Mn1- xCox ）4Nb2O9の磁気転移温度および磁気異方性を
示した磁気相図。
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