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There have been considerable interests with quadruple perovskites because of the variety of 

physical properties. Most quadruple perovskites require high pressures of several GPa to stabilize 
their dense crystal structures. In this study, thin film growth of such metastable quadruple perovskites 
CeCu3Mn4O12 was investigated. It is found that the magnetic anisotropy of ferrimagnetic 
CeCu3Mn4O12 thin film was affected sensitively by the epitaxial strain. In addition, CeCu3Mn4O12 
film with preferable perpendicular magnetic anisotropy was successfully realized by inducing 
compressive strain induced from YCaAlO4 buffer layer.  

 

１．１．１．１．研究背景研究背景研究背景研究背景 

ペロブスカイト型酸化物 O3 は、構造歪みと原子組成の自由度の高さ

に起因する誘電性・電気磁気特性・超伝導といった多彩な物性から、機能

性酸化物としての研究対象として非常に長い研究の歴史がある。本研究

で着目する四重ペロブスカイト型酸化物は、図 1 に結晶構造を示すよう

に、サイトに２種類の元素が 1:3 の割合で占有し特有のカチオン秩序を

持つ、単純ペロブスカイトのサブグループに属すると見なせる。この構造

ではO6八面体が大きく傾斜し’サイトに平面四配位を好むMn3+やCu2+

などの特定の遷移金属イオンが選択的に占有される結果、’サイトのイ

オンが  サイトの遷移金属イオンと酸素を介した相互作用により、さら

に複雑で多彩な機能が実現する(1)。しかし、四重ペロブスカイト酸化物の

ほとんどは密度の高い構造を持つ高圧安定相であり、合成手法はおよそ 2‒15 万気圧下の高圧合成法に限られていた。本

研究では、四重ペロブスカイトの合成法として全く異なるアプローチである、パルスレーザー堆積（PLD）法による薄膜

化に着目した。この手法は、紫外レーザーによる非平衡的な合成過程によって、準安定相の酸化物薄膜の合成に威力を発

揮する。加えて、基板との格子整合によるエピタキシャル安定化によって、基板の結晶構造を引き継いだ薄膜成長が可能

である。四重ペロブスカイトの薄膜の合成化によって、薄膜の多層膜作製あるいは微細加工技術を適用でき、薄膜電子・

磁気デバイスへの応用という新たな可能性が拓ける。さらに、薄膜合成手法では、異種物質間との格子整合（ヘテロ接合）

を作成することにより、材料への格子歪みを自在に制御することができる。上記の発想に基づいて、本研究では高圧安定

相 CeCu3Mn4O12の合成と、薄膜ならではの物性制御手法としてバッファ層による磁気異方性の制御を目指した。 
 

２．２．２．２． 基板上の基板上の基板上の基板上の 薄膜薄膜薄膜薄膜の磁気異方性の磁気異方性の磁気異方性の磁気異方性    

    PLD 法によって、CeCu3Mn4O12 薄膜を YAlO3(110)基板上に作成した。レーザーを照射する原料ターゲットは、CeO2, CuO, 
Mn2O3 を 1000°C で焼結させて作成した。堆積中の基板温度・混合ガス圧力・レーザーの条件の最適化により高品質な

CeCu3Mn4O12薄膜が得られることを、X 線回折によって確認した。薄膜の面内磁気異方性の評価は、SQUID 磁束計を用 
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there have been considerable interests with quadruple perovskites because of the variety of physical 
properties. most quadruple perovskites require high pressures of several gPa to stabilize their dense crystal 
structures. in this study, thin film growth of such metastable quadruple perovskites CeCu3mn4O12 was 
investigated. it is found that the magnetic anisotropy of ferrimagnetic CeCu3mn4O12 thin film was affected 
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anisotropy was successfully realized by inducing compressive strain induced from YCaalO4 buffer layer. 
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いた。YAlO3薄膜上の CeCu3Mn4O12薄膜は、図 2 に示すように YAlO3結晶の格子定数

が面内の 2 方向で異なるため、その上に成長した CeCu3Mn4O12 薄膜の結晶も異方的な

歪みを受ける。この歪による磁気異方性を評価するため、外部印加磁場方向を YAlO3

結晶の[110] [110] [001]方向の 3 方向に印加し、磁気異方性の特性を評価した。 
図 3 には、40 nm の CeCu3Mn4O12 薄膜の逆格子マップと磁気ヒステリシスの測定結

果を示す。逆格子マップでは基板と薄膜のピークが完全に縦に並んでおり、薄膜と基

板の面内格子定数は整合している。その際の磁気ヒステリシスの面内方向依存性を見

ると、磁場の印加方向が[110]のとき磁気ヒステリシ

スは明瞭な矩形を示している。これは外部磁場に対し

て磁化反転が急峻に反転することを意味しており、面

内磁気容易軸であることを意味する。一方、[001]方向

に対しては、磁場に対して磁化の大きさが緩やかに変

化している。すなわち、CeCu3Mn4O12薄膜が面内に一

軸磁気異方性が発言している。この磁気異方性は、バ

ルク体の対称性が高い立方晶では出現しないため、格

子歪みに誘起されるものと推測される。実際に膜厚を

80 nm に増大させると、薄膜に格子緩和が見られると

ともに、磁化の面内一軸磁気異方性もほぼ消失する結

果が確かめられた。以上から、CeCu3Mn4O12薄膜の面内一軸磁気異方性は YAlO3基板からの異方的な格子歪みに寄与して

いることが明瞭に示された。そして CeCu3Mn4O12の面内容易軸は、格子定数が磁気容易軸は最も引っ張り歪みをうけた方向

であった。    

 

３．３．３．３．バッファ層バッファ層バッファ層バッファ層を導入したを導入したを導入したを導入した 薄膜薄膜薄膜薄膜のののの磁気異方性磁気異方性磁気異方性磁気異方性    

上記の結果から、もし CeCu3Mn4O12薄膜の面内方向に圧縮する歪をかけることができれば、薄膜は薄膜面直方向に押し延ばさ

れ、薄膜容易軸は面直方向に向くのではと期待される。この状況を実現させるために、YAｌO3 基板と CeCu3Mn4O12 薄膜の間にバ

ッファ層として K2NiF4型構造 YCaAlO4（面内格子定数 3.645Å）を導入した。製膜方法は、PLD法によって結晶性薄膜が直接得ら
れなかったため、アモルファス薄膜を蒸着したのち大気下で 2 時間 1000°C の加熱によって結晶化させた。その後、PLD 法によっ
て CeCu3Mn4O12を合成した。 
図 4(a)に X線回折逆格子マップを示す。YCAOはバルクの面内格子定数をほぼ維持しており、CeCu3Mn4O12薄膜が YCaAlO4

と面内格子整数が整合していることが確認できた。図 4(b)に、10 Kにおける、YCaAlO4バッファ層上の、CeCu3Mn4O12薄膜の磁化

の磁場依存性を示す。外部磁場方向を YAO 基板の[001]、
[110]、[110]方向に変えて 3回測定したところ、3つのヒステリシ
スはほとんど同じような形状を示した。本来、面直磁気ヒステリシ

スは形状磁気異方性効果によって磁化困難軸であるが、今回

の結果はバッファ層からの面内圧縮歪みによって垂直磁気異

方性が誘起され、形状磁気異方性と釣り合った結果、面直・面

内磁気ヒステリシスが釣り合っていると解釈できる。すなわち、

YACO バッファ層によって面直磁気異方性が安定化したことを
意味する。より格子定数の小さいバッファ層を使用することで、

より強い垂直磁気容易膜の実現も期待される。 
 

４．４．４．４．まとめまとめまとめまとめ    

今回、高圧安定相四重ペロブスカイト CeCu3Mn4O12薄膜が PLD 法によってはじめて薄膜化され、その磁気異方性が格

子歪に非常に敏感である、実際にバッファ層の導入によって面直磁気異方性を増大させることができた。今後、四重ペロ

ブスカイトと磁気材料とのヘテロ接合を研究することで、新たなスピントロニクス材料としての可能性を開拓できるの

ではと考えている。 
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図 3. CeCu3Mn4O12薄膜の(a)X 線回折逆格子マップと(b)磁気ヒステリシス

の外部磁場方向依存性。図の指数は、磁場の印加方向を YAlO3基板の方向

で示している。

図 2. CeCu3Mn4O12と YAlO3(110)
の異方的格子整合


図 4. YCaAlO4バッファ層を導入した CeCu3Mn4O12薄膜の(a)逆格子マ

ップと X 線回折逆格子マップと(b)磁気ヒステリシスの外部磁場方向

依存性。図中の指数は図 3 と同様。 




