微小センサーを用いた電流誘起電子相の検出技術の創製

198

微小センサーを用いた電流誘起電子相の
検出技術の創製
*成

田

秀

樹*

Development of Current-induced Electronic Phase Detection Technology
Using a Micro Sensor
*Hideki NARITA*
We investigated transport properties in a device made of Ca2RuO4 with the aim of extending its nonequilibrium phase diagram to a wider range of temperatures and DC current densities. Focused ion beam
(FIB) lithography was employed to microfabricate single strip devices comprising a single crystal Ca2RuO4
flake. FIB techniques have been commonly applied for device fabrication using single-crystal thin flakes,
particularly when suitable thin films are not available or cannot be used to make devices. This technique
promises a reliable approach to extend the nonequilibrium phase diagram in lower temperature and higher
current density region.

１．研究背景
近年，モット絶縁体における電流誘起現象

1，2）

が注目されている．層状ペロブスカイト型酸化物 Ca2RuO4 は，360 K に

おいて構造転移を伴う金属─絶縁体転移を示し，110 K 以下では反強磁性秩序を示す 4d 電子モット絶縁体である．また
元素置換，温度，圧力印加により，構造相転移を伴って金属へと転移し，単純な制御パラメータである直流電場印加の
3）

下によっても金属状態に転移する ことから，非平衡定常状態の物性を探索する材料として適していると考えられてい
2）

る．また電流下での非線形輸送現象の起源は，電流誘起ギャップ抑制 に起因していると考えられている．しかしなが
ら，モット絶縁体のような高抵抗物質では，温度領域や電流領域によってはジュール熱の発生のため，低温かつ高電流
密度の測定を行うことが困難であるという問題点がある．
一方で薄くて微小な試料では，相境界の除去や電流によるジュール熱の基板への高速拡散により，非常に高い電流密
度での非平衡定常状態の現象の探索に有効であることが期待される．しかし，Ca2RuO4 は格子歪みに非常に敏感であ
り，これまでバルク単結晶と同程度の高い電気抵抗率を持つ良質な薄膜作製及び素子加工が困難であった．最近になっ
4）

て絶縁体的な挙動を示す薄膜の作製が報告され，薄膜における輸送現象の解明に向けて研究が進められている ．本研
究では，薄くて微小な試料の近傍に微小センサーを設置し，電流誘起現象を
観測するための技術を創生することを目指した．

２．実験方法
薄くて微小な薄片をバルク単結晶から作製するために，集束イオンビーム
5）

（FIB）を用いた ．FIB 加工を用いるとバルク単結晶から結晶軸を合わせた薄
片を得ることができ，従来の微細加工技術と組み合わせることで，薄膜やその
素子作製が困難な物質においても自由度の高い素子を作製することが可能であ
る．
［図 1］は，微細化した Ca2RuO4 素子の走査電子顕微鏡（SEM）像であり，抵
抗温度計としての Pt 薄膜を作製した後，絶縁層として Al2O3 薄膜を成膜した．
その上に集束イオンビーム（FIB）を用いて単結晶から薄片化した膜厚 400 nm
程度の微小試料を FIB で蒸着した WCx 電極で固定した．また，薄片の走査透過
電子顕微鏡（STEM）とエネルギー分散形 X 線分光（EDS）の測定結果から，
FIB 加工後もバルク単結晶の結晶性，組成が保持されていることを確認した．
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図１ （ａ）Ca2RuO4 微細素子（DEV1）の
SEM 像と（ｂ）素子の側面図．
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３．実験結果
［図 1］の微細素子における Ca2RuO4 薄片と Pt 薄膜温度計の電気抵抗の温度依存性を［図 2］
（ a ）に示した．Ca2RuO4 薄片
の電気抵抗は絶縁体的であり，低温における Pt 薄膜温度計の電気抵抗は，Ca2RuO4 に電流を流さない場合と流した場合
でほとんど変化がないため，Ca2RuO4 のジュール熱による温度上昇は非常に小さく，Pt 薄膜温度計の検出できる温度上
昇以下であることが示唆される．［図 2］は，［図 1］の SiO2/Si 基板上の素子（DEV1）とサファイア基板上の素子（DEV2）
の電気抵抗率の温度依存性をバルク単結晶試料と薄膜試料の先行研究の結果と比較した図である．DEV1 と DEV2 の電気
抵抗率は，ともに絶縁体的な挙動を示しており，バルク単結晶試料と同程度の絶縁性を保持していることが明らかに
なった．一方で，薄膜試料は絶縁性がバルク単結晶試料と比較して低いという特徴がある．したがって，FIB を用いて
作製した微細素子ではバルク単結晶と同様の電気抵抗測定が可能であると考えられる．また微細素子では，DEV1 のよ
うに微小温度計に加えて，微小ホールセンサーを用いた磁性の評価も行うことが期待できるため，今後は，微小セン
サーを用いて電気伝導特性と磁性の同時測定を行っていく必要がある．
本手法は，Ca2RuO4 のような高抵抗物質も含めた様々なバルク単結晶の素子化に対して有効である．

図２ （ａ）Ca2RuO4 薄片と Pt 温度計の電気抵抗の温度依存性（ｂ）Ca2RuO4 の電気抵抗の温度依存性の比較．
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