
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

Epitaxial Growth and Characterization for
Thin Films of Colossal Magnetoresistive
Layered Manganates( Abstract_要旨 )

Lmouchter, Mohamed

Lmouchter, Mohamed. Epitaxial Growth and Characterization for Thin Films of Colossal
Magnetoresistive Layered Manganates. 京都大学, 2008, 博士(工学)

2008-05-23

https://doi.org/10.14989/doctor.k14050



 

   氏 名   Mohamed Lmouchter 

 （論文内容の要旨） 
  本論文は、高密度磁気記憶や不揮発性強磁性ランダムアクセスメモリに用いら

れるトンネル磁気抵抗素子への応用と偏極スピントンネル界面に関する理解を

ねらいとして、強磁性巨大磁気抵抗層状マンガン酸化物である (La,Sr)3Mn2O7

(LSMO327)を対象に、マグネトロンスパッタ法による c 軸エピタキシャル薄膜成長を達

成した研究成果についてまとめたものであり、論文内容は以下の通りである。 
 第 1 章は序論であり、磁気抵抗の由来と、磁気抵抗の応用による近年の磁気記録の発

展およびその展望について述べた後に、より大きな磁気抵抗効果が期待できるトンネル

磁気抵抗効果において、トンネル界面におけるスピン散乱のないコヒーレントなトンネ

ルが重要であり、そのような平坦清浄なトンネル界面が形成されている固有トンネル接

合を有する層状マンガン酸化物強磁性体とその c 軸方向の磁気輸送特性の研究が重要

であることと、そのために c 軸エピタキシャル薄膜の成長が重要であることを述べてい

る。また、あわせて(La,Sr)n+1MnnO3n+1 マンガン強磁性体が Ruddelsden-Popper 系列とし

て積層秩序により多くの物質形態を有することとその物性および薄膜成長時における

制御性について述べてから、研究の位置づけと目的が述べられている。 
 第 2 章では、LSMO327 の c 軸エピタキシャル成長に使用したマグネトロンスパッタ

装置とそれに必要なターゲット、およびその作製法、基板、および組成分析法について

述べている。特に、普通の固相反応法で作製したターゲットが吸水性の La2O3 を含み湿

度に対して不安定であるために、安定なターゲットを作製するための方法が記述されて

いる。 
 第3章では、Ruddelsden-Popper 系列における最も基本的な組成でかる立方晶

系を有するLa0.7Sr0.3MnO3 (LSMO113)薄膜のエピタキシャル成長とそれを用い

た高温超伝導体La1.85Sr0.15CuO4 (LSCO) へのスピン偏極準粒子注入実験につい

て述べている。SrTiO3 (STO)の(100)基板上にエピタキシャル成長した薄膜はス

トリーク状のRHEEDパタンを示し、表面が平坦であることを示している。また、

330 Kで強磁性転移を示し、バルクの370 K よりはやや低いが大きな磁気抵抗を

示すことが記述されている。さらに、LSCOとの2層エピタキシャル薄膜を形成

したところ、表面粗さが増加しLSCO 薄膜の超伝導転移温度Tcが14 Kまで低下

することがわかった。さらにこの2層エピタキシャル薄膜から準粒子注入素子を

形成し、注入実験を行ったところ、Tc が電流注入と共にわずかに減少すること

がわかり、スピン注入準粒子注入効果があることを示唆した。  
 第 4章では、高周波マグネトロンスパッタ法による層状マンガン酸化物

LSMO327のSTO (100) 基板へのエピタキシャル成長に関して、スパッタ法では

初めてのc 軸エピタキシャル成長について述べている。c軸成長に重要な要因と

して堆積速度をあげており、成長速度が25 nm/min の場合、760 ℃ではa 軸  
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薄膜しか成長せず、c 軸成長には基板温度を 920℃にする必要があるのに対し、成長速

度が 0.8 nm/min の場合には 760℃でc 軸薄膜が成長することを明らかにした。X線回折

図から判断される結晶性は 920℃の基板温度で成長した薄膜よりも品質が高いことがわ

かった。また、X線回折角が(004)、(0014)ピークは高角側にシフトし、(006)、(0012)は
低角側にシフトする振る舞いを、LSMO327 の中に積層欠陥としてLSMO113 あるいは

(La,Sr)2MnO4(LSMO214)がintergrowth するモデルを用いて説明した。また、このモデル

でシミュレーションを行うことにより、薄膜中にintergrowth が存在する割合を定量的に

評価するintergrowth 評価法を開発した。この方法によると、低堆積速度で成長した薄膜

はLSMO113 が 30%、LSMO214 が 10%で、合計約 40%のintergrowthを含むと評価された。

 第 5 章では、c 軸成長促進のための Cu 添加の効果について述べている。Cu を添加し

ートを用いた新しいマグネトロンス

ッタ法による層状マ

た場合、融点が低下する傾向があるので、基板面内での migration が促進され、c 軸成

長が促進される可能性がある。そのため、Mn に Cu を 10％置換した組成の LSMO327
のエピタキシャル成長を試みたところ、含まない場合よりも結晶性の良い c 軸エピタキ

シャル薄膜が成長することがわかった。ただし、同時にキュリー温度 TC も低下するた

めに、本来の用途には向かないこともわかった。 
 第 6 章では、高エネルギー衝撃粒子抑制中間プレ

パッタ法による STO (100)面への LSMO327 エピタキシャル成長法を検討し、高周波マ

グネトロンスパッタ法では最も品質の良い c 軸薄膜が成長することを述べている。スパ

ッタ法では、高エネルギー粒子が必ず存在し、基板への衝突により、高温基板温度での

組成ずれを起こすことや、Ruddelsden-Popper 系列のような秩序相では形成が困難になる

ことの原因として考えられることを示し、この問題を解決する方策としてこの論文で

は、衝撃粒子抑制中間プレートをターゲットと基板の間に設置する新しく考案したスパ

ッタ法について記述している。実際、この方法を用いてマグネトロンスパッタ法により

STO (100) 面に 670℃の基板温度でこれまでよりもはるかに高品質の c 軸エピタキシャ

ル薄膜が成長することを明らかにした。またこうして達成された c 軸エピタキシャル

薄膜では intergrowth が LSMO113 と LSMO214 がそれぞれ 10%以下であること、および

熱処理することにより強磁性転移温度および金属絶縁体転移温度は 115 K、飽和磁化 3.0
μB /Mn の値を得た。これらの値は単結晶の値に近い。また、磁場 7 T における磁気抵

抗比は約 60%であった。薄膜表面も平坦でこの方法により高品質の  c 軸成長

LSMO327 エピタキシャル薄膜が得られることを明らかにした。 
 第 7 章は結論であり、本研究で得られた高周波マグネトロンスパ

ンガン酸化物巨大磁気抵抗強磁性体の c 軸エピタキシャル成長法とその物理的諸性質

に関して得られた知見と今後の課題についてまとめている。 
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  （論文審査の結果の要旨）  
 本論文は、巨大磁気抵抗現象を示し、Ruddelsden-Popper系列の中でも固有トンネ

ル接合を有することからトンネル磁気抵抗が大きいことを特徴とする層状マンガ

ン酸化物強磁性体(La,Sr)3Mn2O7 (LSMO327)を対象として、高周波マグネトロンス

パッタ法による c 軸エピタキシャル薄膜成長とその評価に関する研究をまとめた

もので、得られた成果の概要は以下の通りである。 
（1）高周波マグネトロンスパッタ法によるSrTiO3 (STO) (100)基板上への

LSMO327のエピタキシャル成長において、基板温度が820℃以下では a 軸薄膜が

成長し、920℃においてc 軸エピタキシャル薄膜が成長するが、堆積速度を

0.8nm/minとした場合に基板温度が760℃においてもより品質の高いLSMO327の c
軸薄膜がエピタキシャル成長することを示し、高周波マグネトロンスパッタ法にお

いてはじめて c 軸成長LSMO327エピタキシャル薄膜を達成した。 
（2）LSMO327エピタキシャル薄膜中に(La,Sr)MnO3 (LSMNO113)と(La,Sr)2MnO4 

(LSMNO214) がintergrowthしている場合のX線回折をシミュレーションすることに

より、エピタキシャル成長したLSMO327薄膜中のintergrowth量を定量的に評価する

方法を考案した。この評価法を用いることにより、上記高周波マグネトロン法によ

り得られたSTO(100) 面上 c 軸成長LSMO327エピタキシャル薄膜のintergrowth量
は約 40%であることを明らかにした。 
（3）c 軸成長LSMO327エピタキシャル薄膜におけるintergrowth量の低減を目的と

して、高エネルギーイオン衝撃を抑制する中間プレートを配置した新しいスパッタ

法を開発した。これにより、c 軸薄膜成長が上記方法と比較して格段に促進され、

かつエピタキシャル薄膜に含まれるintergrowthが約20%程度以下まで低減されるこ

とを明らかにした。また、得られた c 軸成長LSMO327エピタキシャル薄膜を900℃
酸素中で熱処理することにより、キュリー温度115 K、飽和磁化3.0 μB /Mnの値を得

た。これらの値は単結晶の値に近い。また、磁場 7 T における磁気抵抗比は約60%
であった。薄膜表面も平坦でこの方法により高品質の c 軸成長 LSMO327エピタ

キシャル薄膜が得られることを明らかにした。 
以上、本論文は巨大磁気抵抗強磁性体である層状構造マンガン酸化物LSMO327に

関するエピタキシャル薄膜の成長とその評価に関して得られた新たな知見をまとめ

たもので、学術上、実際上寄与するところが少なくない。よって、本論文は博

士（工学）の学位論文として価値あるものと認める。また、平成  20 年  4 月
21 日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合格と認

めた。  

  




