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A compound containing elements with a large orbital angular moment L exhibits a large magnetic 

anisotropy (MA) due to the influence of spin-orbit interaction. Therefore, it has been generally accepted that 
MA tends not to appear in compounds containing Eu2+ and Gd3+ with L = 0 among rare-earth ions. Contrary to 
this tendency, we have recently found that the anion-ordered two-dimensional compound EuIIVIIIO2H exhibits 
a MA comparable to that of Nd2Fe14B, but the key factor of it is not yet clear. In this study, to elucidate the 
mechanism of the MA of EuVO2H, we performed the magnetization and X-ray absorption spectroscopy 
measurements on single-crystal films with several film thicknesses. Together with the high-pressure study for 
EuVO2H powder samples, we realized that EuVO2H exhibits the charge transfer between Eu2+ and V3+, which 
is likely related to the emergence of the MA of this compound. 
 

 

1. はじめに 
近年，CO2 削減や環境負荷の低減に向けて高効率の材料やデバイスへ

の要求が高まっている．しかし，従来の単純組成や，安定で作りやすい

材料だけでは高度な要求に応えられなくなっており，未知の可能性を秘

めた新しい組成，構造，従来手法では作成が困難で未活用となっている

物質へ対象を拡げることが必要になっている．本研究では，イオン交換

反応の一種である「低温トポケミカル反応」に，巨大なエネルギー場で

ある「基板応力」を組み合わせることに着目し[1]，新たに開発した

EuVO2H（図 1）を取り上げ，同物質に実現する新奇な磁気異方性のメカ

ニズムの解明を目標に研究した．従来，ユウロピウム化合物では磁気異

方性が現れないことが定説とされてきたため[2]，本研究の遂行によって

ユウロピウム化合物における磁気異方性のキーファクターを明白にする

ことを目指した． 
 

2. 実験方法 
本研究では，応力効果，価数転移，磁気相関の可能性に着目して研究を行った．具体的には，様々な膜厚の EuVO2H

の単結晶薄膜を合成し，磁化および X 線吸収分光（XAS）の測定を行い，磁気異方性の発現条件を明らかにするこ

とを試みた．また，粉末試料の EuVO2H を対象に高圧下での XAS 測定を行い，圧力に対する物性変化を相補的に追
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図 1. EuVO2H の結晶構造 
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図１　EuVO2Hの結晶構造
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 A compound containing elements with a large orbital angular moment L exhibits a large magnetic 
anisotropy (MA) due to the influence of spin-orbit interaction. Therefore, it has been generally accepted 
that MA tends not to appear in compounds containing Eu2+ and Gd3+ with L = 0 among rare-earth ions. 
Contrary to this tendency, we have recently found that the anion-ordered two-dimensional compound 
EuIIVIIIO2H exhibits a MA comparable to that of Nd2Fe14B, but the key factor of it is not yet clear. In this 
study, to elucidate the mechanism of the MA of EuVO2H, we performed the magnetization and X-ray 
absorption spectroscopy measurements on single-crystal films with several film thicknesses. Together with 
the high-pressure study for EuVO2H powder samples, we realized that EuVO2H exhibits the charge trans-
fer between Eu2+ and V3+, which is likely related to the emergence of the MA of this compound.

１．はじめに

２．実験方法

　本研究では，応力効果，価数転移，磁気相関の可能性に着目して研究を行った．具体的には，様々な膜厚の

EuVO2Hの単結晶薄膜を合成し，磁化およびX線吸収分光（XAS）の測定を行い，磁気異方性の発現条件を明らかに

することを試みた．また，粉末試料のEuVO2Hを対象に高圧下でのXAS測定を行い，圧力に対する物性変化を相補

的に追究した．

　EuVO2Hの単結晶薄膜は，パルスレーザー堆積法で合成したEuVO3薄膜を前駆体に，金属水素化物と低温トポケミ

カル反応を行って合成した．10 – 97 nmまで膜厚の異なる試料を合成し，膜厚に対する物性変化を調べた．磁化は，

日本カンタムデザイン社のSQUID磁化測定装置（MPMS）を用いて，温度依存性と磁場依存性を測定した．また，

SPring-8のBL01B1にて，Eu L3端近傍およびV K端近傍のX線吸収分光測定を行い，EuとVの価数を調べた．粉末試

料のEuVO2Hは，高温還元条件（1400度，H2 (2%)/Ar (98%)）で合成した粉末試料のEuVO3を前駆体に，金属水素化物
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究した． 
EuVO2H の単結晶薄膜は，パルスレーザー堆積法で合成した EuVO3 薄膜を前駆体に，金属水素化物と低温トポケ

ミカル反応を行って合成した．10 – 97 nm まで膜厚の異なる試料を合成し，膜厚に対する物性変化を調べた．磁化は，

日本カンタムデザイン社の SQUID 磁化測定装置（MPMS）を用いて，温度依存性と磁場依存性を測定した．また，

SPring-8 の BL01B1 にて，Eu L3 端近傍および V K 端近傍の X 線吸収分光測定を行い，Eu と V の価数を調べた．粉

末試料の EuVO2H は，高温還元条件（1400 度，H2(2%)/Ar(98%)）で合成した粉末試料の EuVO3を前駆体に，金属水

素化物との低温トポケミカル反応で合成した．得られた試料は，SPring-8 の BL02B2 で放射光 X 線回折実験を行い，

リートベルト解析を行い，EuVO2H の存在を確かめた．高圧 X 線吸収分光測定は SPring-8 の BL39XU で行った． 
 
 

3. 実験結果および考察 
図 2 に Eu L3 近傍の XAS スペクトルを示す．薄い

膜厚の単結晶薄膜試料ほど，Eu3+の成分のピークが大

きくなっていることが見て取れる．膜厚の厚い 97 nm
の試料でも約 15 %の Eu3+の成分があるが，10 nm の

試料ではそれが 40 %近くまで増大する．これにあわ

せて，バナジウムの価数には 2 価の成分があらわれる

ことがわかった．興味深いことに，このような薄い膜

厚の単結晶薄膜に大きな垂直磁気異方性が発現する．

この磁気異方性は薄膜特有の形状磁気異方性では理

解できない．薄い膜厚の試料では，基板からの応力が

大きくなっていると考えられる．すなわち，基板から

の大きな応力が，Eu3+の増大や V2+の出現，そして垂

直磁気異方性の要因になっている可能性を示唆して

いる． 
EuVO2H への応力効果が，価数変化を引き起こしていることをさらに明確にするため，EuVO2H の粉末試料を用い

て高圧下で XAS 測定を行った．実験はダイヤモンドアンビルセルを用いて，圧力媒体にはダフニオイルを使い，

SPring-8 の BL39XU で行った．Eu L3吸収端における XAS スペクトルを 0 – 30 GPa の圧力範囲で調べた結果，約 20 
GPa の圧力で Eu2+から Eu3+へ大きく価数変化することを見出した．粉末試料に若干含まれる不純物の EuO や EuVO3

は，この圧力で価数変化を示さない．よって，この価数変化は EuVO2H に起因した変化である．すなわち，EuVO2H
は圧力下で価数変化を示し，これが，Eu2+と V3+の間でサイト間電荷移動が起きることに起因するものであることが

明らかとなった．  

 

 

4. まとめ 
応力下の低温トポケミカル反応で合成した新規酸水素化物 EuVO2H の磁気異方性の起源に着目して研究を行った．

同物質ではネオジム磁石の母相 Nd2Fe14B に匹敵する大きな磁気異方性が実現する．本研究では，様々な膜厚の

EuVO2H 単結晶薄膜を合成し，磁化と X 線吸収分光測定を行った．その結果，膜厚が薄く磁気異方性が発現する単結

晶薄膜ほど Eu3+の成分が大きく表れることが分かった．すなわち，応力下の薄膜では価数転移が起き，それが磁気異

方性の重要な役割を担っている可能性が浮き彫りとなった．相補的に行った粉末試料の高圧下の測定からもこれを

支持する結果を得た．今後，理論的研究を含めたさらなる研究が重要である． 

 

 

REFERENCES 
[1] H. Takatsu et al., Cryst. Growth Des. 21, 3779 (2021). 
[2] S. Chikazumi, Physics of Ferromagnetism (Oxfoed University Press, USA, 2009), 2nd edn. 

 

図 2. EuVO2H の単結晶薄膜の XAS スペクトル．(a) Eu L3 結晶構造

吸収端近傍の XAS スペクトル．(b)膜厚に対する Eu2+と Eu3+の割

合． 
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図２ EuVO2Hの単結晶薄膜のXASスペクトル．

	 (a)	Eu L3結晶構造吸収端近傍のXASスペクトル．(b)膜厚

に対するEu2+
とEu3+

の割合．

との低温トポケミカル反応で合成した．得られた試料は，SPring-8のBL02B2で放射光X線回折実験を行い，リート

ベルト解析を行い，EuVO2Hの存在を確かめた．高圧X線吸収分光測定はSPring-8のBL39XUで行った．
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異方性の重要な役割を担っている可能性が浮き彫りとなった．相補的に行った粉末試料の高圧下の測定からもこれ

を支持する結果を得た．今後，理論的研究を含めたさらなる研究が重要である．
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