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O-1
強磁性トンネル接合を用いた生体用高感度磁気センサ
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強磁性トンネル接合 (Magnetic Tunnel Junction: MTJ) を用いたトンネル磁気抵抗
センサ (TMR センサ) は、室温で動作可能な小型・低消費電力の磁気センサである。
近年の TMR センサの飛躍的な高感度化により、人体の電気的活動に起因する生体磁
場を、室温下で計測する装置の実現に期待が高まっている。我々は、これまでに TMR
センサを用いた心臓磁場 (心磁図: MCG) や脳磁場 (脳磁図: MEG) の計測に関する
報告をしてきたが[1]、本講演では生体用 TMR センサ開発の進展について説明する。
最近、我々は、磁束収束構造 (MFC) を用いた TMR センサにおいて、1 Hz におい
て 1.4 pT/Hz0.5 の世界最高の磁場分解能を実現した (図 1)。低周波数領域において、
高い磁場分解能の TMR センサを用いることで、脳磁信号 (体性感覚誘発反応) を少
ない積算回数で計測することに成功した。また、この TMR センサは、図 1 に示す通
り、kHz 帯域では、0.1 pT/Hz0.5 以下の極めて高い磁場分解能を有している。体中の
プロトンは、地磁気程度の微弱磁場下において、1～3 kHz の周波数で核磁気共鳴
(NMR) を生じるが、この NMR 信号を TMR センサによって世界で初めて測定する
ことに成功した (図 2)。これらにより、TMR センサを用いて、脳磁信号と NMR を
利用した核磁気共鳴像 (MRI) を同一装置で測定可能であることが示された。
また、TMR センサの特徴である、広い磁場ダイナミックレンジを利用した、ウェ
アラブル・磁気シールドルームレスの生体磁場計測を実現するためには、環境ノイ
ズのキャンセリング技術の確立が必要である。二つの TMR センサによる、グラジオ
メータ方式を用いたノイズキャンセリングにより、磁気ノイズに溢れた日常環境下
においても、微弱な生体磁気信号が測定可能になった。

図 1 MFC 構造を用いた TMR センサの磁場分解能

参考文献

図 2 TMR センサで測定したプロトン NMR 信号

[1] K. Fujiwara et al., Appl. Phys. Express 11, 023001 (2018).
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マイクロ波アシスト磁化反転における熱揺らぎの影響
岡本 聡 1,2,3*, 菊池 伸明 1,2, 島津 武仁 2,4,5
1

東北大多元研, 2 東北大 CSRN, 3NIMS, 4 東北大学際研, 5 東北大通研
*email: satoshi.okamoto.c1@tohoku.ac.jp

大振幅スピンダイナミクスを活用した磁気記録手法としてマイクロ波アシスト磁
化反転(MAS)があり、ハードディスクドライブ(HDD)への応用が始まっている[1]。こ
れはマイクロ波によって大振幅歳差運動を誘起し、記録磁場を大幅に低減すること
を可能とするものである。しかしながら、その反転物理機構は十分に理解されては
いない。マクロスピンモデルによる計算やナノドットを用いた原理実証実験では、
両者は非常によく対応し、マイクロ波周波数 frf に対して2/||の傾きで反転磁場が減
少する[1,2]。一方、HDD の記録媒体は粒径が数 nm の単磁区微粒子の集合体であり、
本来はマクロスピンモデルとの対応が
良い筈であるが、図 1 に示すように frf
に対する反転磁場の傾きが2/||より
小さく、またマイクロ波磁場振幅 hrf に
大きく依存するなど[3]、従来の理論で
は説明できない挙動が確認されている。
我々は本課題に対して、大振幅スピンダ
イナミクスにおける実効的なエネルギ
ー障壁を計算した結果、エネルギー障壁
の周波数挙動が hrf によって大きく変化
することを明らかにした[4]。つまり、
図 1 の結果は、ナノ粒子の熱揺らぎ挙動

図 1：CoCrPt グラニュラー媒体膜を用い

が hrf に依存した結果であることが分か

た MAS 実験結果[2]

った。
参考文献
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[2] S. Okamoto et al., Phys. Rev. Lett. 109, 237209 (2012).
[3] N. Kikuchi et al., J. Appl. Phys. 126, 083908 (2019).
[4] N. Kikuchi et al., submitted to PRB

O-3
実空間観察でみる分数量子ホール系の物理
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分数量子ホール系はeV のエネルギースケールであるため観測が一般に非常に困
難であるが、発光(PL)などの光学測定を基礎とする走査型偏光分光顕微鏡を用いるこ
とで、分数量子ホール系に現れる多体系のさまざまな物理を実空間で観察できるよ
うになってきた。分数量子ホール状態の形成や、ランダウレベル占有率 = 2/3 にお
ける完全強磁性から非磁性相の相転移の可視化[1]、動的核スピン偏極によるストラ
イプ構造の形成と光検出磁気イメージングによる核スピン分布の可視化[2]、ストラ
イプ構造の磁壁の電流駆動[3]、 = 1 付近で現れるスカーミオンの集団励起[4]などで
ある。一方、量子ホール状態はギャップのあるバルクが電気伝導を担うことのでき
るエッジに守られた最も典型的なポロジカル絶縁体でもある。特にエッジの励起状
態はギャップレスであり、プラズモンとしてエッジを伝搬することができ、ゲート
電極によって反射透過を制御できる[5]。また時間分解走査型偏光分光顕微鏡と組み
合わせるとプラズモンの伝搬の様子を可視化できる。

(a) = 2/3 ストライプ構造の実空間像(6.8 T, 60 mK)[2] (b) ~ 1 スカーミオン相転移の実
空間像(8T, 45 mK)[4] (c) = 1/3 エッジプラズモンの実空間実時間測定(14 T, 50 mK)

参考文献
[1] J. Hayakawa, J. Hayakawa, K. Muraki, and G. Yusa, Nature Nano. 8, 31 (2013).
[2] J. N. Moore et. al., Phys. Rev. Lett. 118, 076802 (2017). Editors’ Suggestion
[3] J. N. Moore et. al., Phys. Rev. B 94, 201408(R) (2016). Editors’ Suggestion
[4] J. N. Moore et. al., Phys. Rev. B 98, 161402(R) (2018).
[5] M. Matsuura et. al., Appl. Phys. Lett. 112, 063104 (2018). Editor’s Pick
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近年スピン軌道相互作用に起因する物質の新しい量子状態として，トポロジカル
絶縁体やトポロジカル半金属[1]などの研究が注目を集めている．その特徴の一つと
して，表面にスピン軌道相互作用に起因したスピン・運動量ロッキングをもつヘリ
カル表面状態がある．
本講演では磁性ワイル半金属およびトポロジカルディラック半金属のもつ新規ス
ピントロニクス機能を明らかにする．まず磁性ワイル半金属の候補物質およびそれ
らの電子状態を記述する有効模型[2]を導入し，電場誘起磁壁駆動を解析する[3]．通
常の金属強磁性体では dumping-like トルクが支配的であるのに対し，磁性ワイル半
金属では field-like トルクが支配的となる．後者は内因的ピンニングを持たないとい
う利点を有し，したがって少ない電流で磁壁を駆動できることが期待できる．
次に非磁性物質であるトポロジカルディラック半金属と強磁性体の接合において，
トポロジカルディラック半金属のスピンホール効果による電場誘起スピントルクが
準量子化されること，またその逆効果として，強磁性体の磁化が歳差運動をする際
にはトポロジカルディラック半金属中に量子化された電流が発生することを示す
[4,5]．次に強磁性電圧電極を用いたヘリカル伝導特性を紹介する．トポロジカルデ
ィラック半金属に接続された電圧電極を強磁性にすることで，バルクは非磁性であ
るにもかかわらず，ホール効果が生じる現象を理論的に提案する[6]．この強磁性電
圧電極によるホール効果はヘリカル表面状態に特有でありかつコンダクタンス非整
合の問題を引き起こさない．この輸送特性を活用した磁化の検出やメモリスタへの
応用についても議論する．
参考文献
[1] N. P. Armitage, E. J. Mele, and A. Vishwanath, Rev. Mod. Phys. 90, 015001 (2018).
[2] A. Ozawa, K. Nomura, J. Phys. Soc. Jpn. 88, 123703 (2019).
[3] D. Kurebayashi and K. Nomura, Sci. Rep. 9, 5365 (2019).
[4] T. Misawa, K. Nomura, Sci. Rep. 9, 19659 (2019).
[5] Y. Araki, T. Misawa, K. Nomura, Phys. Rev. Res. 2, 023195 (2020).
[6] K. Kobayashi, K. Nomura, arXiv:2009.13195
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界⾯近傍のナノスケール領域における電流–スピン流変換現象はスピントロニク
スの重要課題であり、Pt に代表される 5d 遷移⾦属が 5d 電⼦の強いスピン–軌道相互
作⽤に起因する⼤きなスピンホール効果を⽰すことは良く知られている。近年にな
って、導電性 Ir 酸化物が⼤きな逆スピンホール効果 [1]やスピンホール効果 [2]を⽰
すことが報告され、輸送特性が 5d 電⼦のみで⽀配される Ir 酸化物の特徴に起因する
可能性が⽰唆されている。本研究では最も単純な組成を持つ⾮晶質 Ir 酸化物 IrO2 に
よるスピン軌道トルク⽣成について報告する [3]。
NiFe / IrO2 ⼆層膜に対してホール電圧の 2 次⾼調波を測定することで、スピン軌道
トルクの持つ damping-like (DL)成分と field-like (FL)成分を独⽴して評価した。導出し
た DL スピン軌道トルク⽣成効率の膜厚依存性はドリフト拡散モデルにより説明で
き（図）、IrO2 のスピンホール効果に起因することが明らかになった。その有効スピ
ンホール⾓は+0.093 ± 0.003 と、参照資料である Pt と同程度であり、Ir よりも 7 倍程
度⼤きい。これらの結果は Ir 酸化物の持つ特異な電⼦構造がスピン流物性に占める
重要性を⽀持している。そこから、⾦属、半導体に次ぐ第三のスピントロニクス材
料としての遷移⾦属酸化物の可能性を議論する。
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[1] K. Fujiwara et al., Nat. Commun. 4, 2893 (2013).
[2] T. Nan et al., PNAS 116, 16186 (2019).
[3] K. Ueda et al., Phys. Rev. B 102, 134432 (2020).
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固体表面上に作製した原子層結晶に現れるスピン偏極電子バンドは、スピン軌道
相互作用と表面垂直方向の空間反転対称性の破れによるラシュバ効果に起因すると
考えられている。理想的な 2 次元電子系では、ラシュバ効果によるスピンは表面に
対して平行で波数に対して垂直方向を向く。しかし、原子が周期的に配列した実際
の原子層結晶では種々の要因により理想的なラシュバスピンと異なる振る舞いをす
る。我々は、原子構造の対称性がラシュバスピンに与える影響を調べ[1-4]、ブリル
アンゾーンの対称点が C3 対称性を有するときに理想的なラシュバ効果では生じ得な
い面直方向を向くスピン、必須と思われていた時間反転対称性がないブリルアンゾ
ーンの対称点でも C3v 対称性を有することでラシュバ型スピン分裂が起こることと、
C1h 対称性に起因した非渦型のスピンテクスチャといった特異なラシュバ効果を報告
してきた。本講演では、光電子分光で得たこれらの結果と、最近 Si(111)表面上に作
製した In2 層からなら原子層結晶のフェル面に現れるスピンテクスチャ[5]がラシュ
バ効果ではなく、軌道角運動量で説明できることについて述べる。

図：Si(111)表面上の 2 層の In 原子層のフェルミ面。

参考文献
[1] K. Sakamoto et al., Phys. Rev. Lett. 102, 096805 (2009).
[2] K. Sakamoto et al., Phys. Rev. Lett. 103, 156801 (2009).
[3] K. Sakamoto et al., Nat. Commun. 4, 2073 (2013).
[4] E. Annese et al., Phys. Rev. Lett. 117, 016803 (2016).
[5] T. Kobayashi et al., Phys. Rev. Lett. 125, 176401 (2020).
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第一原理電子状態計算においては、Lichtenstein 公式で交換相互作用 JRR’を計算し、
スピンゆらぎを計算するのが標準的手法である（R は磁性原子のサイト）。一方、近
年になり、電子間有効相互作用 W の計算とモデル化手法を組み合わせる方法を介し
て、「第一原理線形応答によるスピンゆらぎ計算」が可能となってきた[1]。
本研究では、このスピンゆらぎ計算の理論を解析し、その方法が交換相互作用
JRmR’m’(t-t’)をもちいた一般化ハイゼンベルグモデルと等価であることが示すことが
できた（m は軌道のインデックスであり、t-t’は遅延効果を表す）。この交換相互作用
には軌道依存性と遅延効果が考慮されている。これらの効果を示すため、以下に図
は bcc Fe の高解像度スピンゆらぎスペクトル計算例を示す（Γ-H ライン上、LDA 基
底状態で計算）。Γ 点からはじまるスピン分散が、複数のフェルミ面ネスティングと
混成する様子、1/3,2/3,1/4 などの整数比の点において低エネルギースピンゆらぎが発
達する様子がよく理解できる。これらは従来のハイゼンベルグモデルでは記述不能
な点である。この一般化により、このような効果を考慮にいれたスピンダイナミク
スや Tc 計算などが期待できる。

[1] H.Okumura,K.Sato,T.Kotani, PhysRevB.100.054419 (2019) and references therein
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バンドのトポロジーに起因する縮退構造が輸送現象に与える影響は近年大きな注
目を集めているが、現実の物質が形成する複雑なバンドのトポロジーが輸送現象に
与える影響は未だわかっていないことが多い。発表者らは磁性体が形成する時間反
転の破れたバンドが、ワイル点やノーダルリングといった特異なバンド縮退の土壌
となっていることに着目し、新しい磁気構造の解析手法であるクラスター多極子法
の理論構築や第一原理計算による磁性バンドの系統的なトポロジー解析を通して、
反強磁性体の輸送現象の発現機構やその増強機構などを明らかにしてきた[1-3]。本
発表では最近の研究成果として、クラスター多極子法とハイスループット第一原理
計算による安定磁気構造の研究[4]や磁性ワイル半金属 Co3Sn2S2 のトポロジーと巨大
ネルンスト効果に関する研究[5](図参照)などを紹介する。

図：Co3Sn2S2 のフェルミ面上におけるベリー曲率の分布（左図）。右図はその断面における
ノーダルライン（実細線）とフェルミ面、及びフェルミ面上のベリー曲率の分布。

参考文献
[1] クラスター多極子法と電子状態計算による反強磁性体の物性解析, 鈴木通人, 柳
有起, 有田亮太郎, 固体物理, 55, 561 (2020)
[2] M.-T. Suzuki, T. Nomoto, R. Arita, Y. Yanagi, S. Hayami, H. Kusunose, Phys. Rev. B 99,
174407 (2019)
[3] Vu Thi Ngoc Huyen, Michi-To Suzuki, Kunihiko Yamauchi, Tamio Oguchi, Phys. Rev. B
100, 094426 (2019)
[4] Marie-Therese Huebsch, Takuya Nomoto, Michi-To Suzuki, Ryotaro Arita, Phys. Rev. X,
to be published, arXiv:2008.13669v1 (2020)
[5] Y. Yanagi, J. Ikeda, K. Fujiwara, K. Nomura, A. Tsukazaki, M.-T. Suzuki,
arXiv:2011.14567 (2020)
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ファンデルワールス接合では、①界面において格子整合の制約がなく、②原子レ
ベルで平坦な理想的界面が実現し、③構成要素となる二次元結晶の選択肢が極めて
広く、④層間の捻り角度によりバンド構造が制御できる。既存の材料系では得られ
ない物性が発現する可能性があり、基礎・応用の両面で幅広い可能性を秘めている。
例えば、強磁性二次元結晶や超伝導二次元結晶をファンデルワールス積層するだけ
で、磁気トンネル接合やジョセフソン接合が実現される。さらに、異なる二次元物
質を接合することにより、単体では全く考えられなかった性質が出現する例が明ら
かになりつつある。二次元物質同士の相互作用を積極的に使うことで、現在の三次
元物質科学の限界を超えたブレイクスルーをもたらす可能性がある。
「二次元物質の
多様さ」×「ファンデルワールス集積技術」の組み合わせにより無限の組み合わせの
構造が得られ、新たな学理創出の理想的な舞台であるとともに、その豊富な設計自
由度から、三次元物質科学ではなしえなかった革新的な物質材料を実現する可能性
を持つ。
我々のグループでは、グラフェン、遷移金属カルコゲナイド MoS2, MoSe2, WS2,
WSe2, WTe2、絶縁体 h-BN、超伝導体 NbSe2、強磁性金属 FeTaS2, CrTaS2、窒素系層状
物質 ReN2 等、様々な二次元結晶のファンデルワールス接合を作製して量子輸送現象
の研究を進めてきた[1-6]。本講演では最新の実験結果を中心に報告する。
参考文献
[1] S. Masubuchi et al., npj 2D Materials and Applications 4, 3 (2020); npj 2D Materials and
Applications 3, 4 (2019); Nature Communications 9, 1413 (2018).
[2] K. Kinoshita et al., npj 2D Materials and Applications 3, 22 (2019); Appl. Phys. Lett. 115,
153102 (2019); Appl. Phys. Lett. 113, 103102 (2018).
[3] M. Onodera et al., Nano Letters 20, 4566 (2020); Nano Letters 20, 735 (2020); Carbon
167, 785-791 (2020); Jpn. J. Appl. Phys. 59, 010101 (2020); Nano Letters 19, 7282
(2019); Nano Letters 19, 8097 (2019); APL Materials 7, 101103 (2019).
[4] Y. Wakafuji et al., Nano Letters 20, 2486 (2020); Appl. Phys. Lett. 115, 143101 (2019).
[5] R. Moriya et al., Nature Communications 11, 5380 (2020); Phys. Rev. B 101 (2020).
[6] Y. Seo et al. Appl. Phys. Lett. 117, 243101 (2020). T. Kuroda et al., Phys Revs B 102,
195407 (2020). K. Takeyama et al., Appl. Phys. Lett. 117, 153101 (2020).
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シリコン（Si）ベーススピン電界効果型トランジスタ（metal-oxide-semiconductor
field-effect transistor: MOSFET）は、通常の MOSFET のソースドレイン電極を強磁性
体に置き換えた構造であり、それらの相対的磁化方向に依存したスピンバルブ効果
が発現することによってトランジスタ特性を可変する再構成性の特性を持つ[1, 2]。
Si ベースであることにより、スピン軌道相互作用が小さい Si チャネルを伝導する電
子が長いスピン緩和時間を持つことで大きな磁気抵抗比を発現することが期待でき
る。さらに、Si Complementary MOS（Si CMOS）技術と整合性の良い特徴から、シ
リコンプラットフォーム上の次世代システムオンチップにおける重要な要素デバイ
スとして活用されることが期待できる。
これまで、Si ベーススピン MOSFET の室温動作はいくらかの実験報告があるが
[3-7]、それらの磁気抵抗比はエレクトロニクス応用に十分な大きさとはいえない。
したがって、大きな磁気抵抗比と良好なトランジスタ特性を両立するデバイスの実
現に向けて、デバイス物理に基づく設計指針を明確化し、技術開発を進める必要が
ある。スピン MOSFET は様々な要素から構成されるため物理の全容を解明すること
は容易ではなく、各要素から統合したデバイスに至る研究を一貫しておこなう必要
がある。我々は、エレクトロニクス応用に向けた Si ベーススピン MOSFET を実現す
るため、以下の研究をおこなってきた。
 n+-Si 基板上への磁気トンネル接合の作製と縦型デバイスによるスピン注入/検
出効率を高める物理の解明[8]、磁気不活性層や電極形状が Hanle シグナルに与
える影響を考慮した解析モデルの提案と実証[9, 10]
 n+-Si チャネル横型多端子デバイスにおける異方性磁気抵抗シグナルの非局所
シグナルへの重畳を抑止するデバイス構造設計指針の明確化[11]、Hanle シグ
ナルの発現とソース/ドレイン接合でのスピン注入/検出効率を精度よく見積も
る解析モデルの提案と実証[12]
 n-Si 蓄積チャネルを持つスピンショットキーMOSFET[5]と p-Si 反転チャネル
を持つスピン MOSFET の室温動作[6, 7]
 Si 蓄積/反転チャネルにおける電子の運動量散乱とスピンフリップ散乱の関係
の解明[6]
 Si 反転チャネル MOSFET におけるスピンドリフト効果[7]、デバイス全域のス
ピン流の解析と高い磁気抵抗比を実現する設計指針の明確化[6]
発表では、これまでに明らかとしてきた Si ベーススピン MOSFET のデバイス物理
を総説すると共に、今後の発展について議論する。
参考文献 [1] S. Sugahara and M. Tanaka, Appl. Phys. Lett. 84, 2307 (2004). [2] M. Tanaka
and S. Sugahara, IEEE Trans. Electron Devices 54, 961 (2007). [3] T. Sasaki, et al., Phys.
Rev. Appl. 2, 034005 (2014). [4] T. Tahara, et al., Appl. Phys. Express 8, 113004 (2015). [5]
S. Sato, et al., Phys Rev. B 99, 165301 (2019). [6] S. Sato, et al., Phys. Rev. B 102, 035305
(2020). [7] R. Nakane, et al., IEEE J. Electron Device Society 8, 807 (2020). [8] R. Nakane,
et al., Phys. Rev. Materials 3, 024411 (2019). [9] S Sato, et al., Appl. Phys. Lett. 107, 032407
(2015). [10] S. Sato, et al., JSAP Autumn meeting (2017) 6a-C18-3. [11] R. Nakane, et al.,
Magnetics Lett. 3, 3000404 (2012). [12] S. Sato, et al., Phys Rev. B 96, 235204 (2017).
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ダイヤモンド中窒素－空孔中心（NV センター）に局在した電子スピンは，室温に
おいて長いコヒーレンス時間を有し，光やマイクロ波による状態の初期化・制御・
読み出しが容易なことから，固体中電子スピンの量子物性・量子制御を研究する格
好の舞台として注目されている．さらに上記の理由から，量子センサや量子情報素
子への応用を目指す研究が盛んに行なわれている．
NV センターの基底状態はスピン-1 の 3 重項状態であり，磁気量子数の異なる
0 , 1 , 1 の 3 準位からなる．従来研究のほとんどは，静磁場印加下において，
0  1 もしくは 0  1 の 2 準位間の電子スピン共鳴遷移が利用されてきた[1]．こ
のとき， 1  1 の 2 準位間は外部磁場による直接遷移ができないため， 1  1
間遷移を利用するためには，機械振動を用いるなど複雑な系が必要となる．
それに対し我々のグループでは，ゼロ磁場下もしくは（NV 配向に対して）垂直磁
場下における固有状態[2]である 0 , B   1  1  2 , D   1  1  2 を利用
することで，電子スピン 3 準位系の全遷移を外部磁場により簡便に制御することを
可能にした．その結果，3 準位系をフルに活用し，従来の 2 準位間遷移のみを利用し
た場合とは異なる新たな量子制御法や量子センシング法の開発，電子スピン 3 準位
系の量子物性の解明に成功した．本発表では， 0 , B , D の 3 準位を活用した，
（1）
電子スピン 2 重共鳴現象および 3 重共鳴現象の量子物性と交流磁場センシング・イ
メージングへの応用[3,4]，（2）マイクロ波・ラジオ波の同時印加による 3 準位系全遷
移の外部磁場による量子制御[5]と RF ドレスド状態生成によるコヒーレンス時間の延
伸に関して報告する．
本研究は，本研究成果は，慶應技術大学 山口達万氏，Karl J. Hallbäck 氏，西條
蒼野氏，NTT 物性科学基礎研究所 齊藤志郎氏，産業総合技術研究所 松崎雄一郎
氏，渡邊幸志氏，京都大学 水落憲和氏，金沢大学 徳田規夫氏の協力の下得られ
た．また本研究の一部は，MEXT 科研費(15H05868, 15H05870, 15H03996, 26220602,
26249108)，JSPS 科研費(15K17732) ，慶大 CSRN の支援を受けて行なわれた．また使
用したサンプルは NIMS 微細加工プラットフォームの協力の下作製した．
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磁性体材料における磁化の歳差運動制御は、将来のマグノニックデバイスの実現に
向けて重要な役割を果たす。とりわけ、光を用いた磁化制御は高速性に優れており、
ピコ秒の時間スケールでの磁化操作が可能となる[1,2]。我々のグループでは、金属磁
性体であるパーマロイ薄膜に焦点をあて、超短パルスレーザーを用いた磁化歳差運動
制御の研究を進めている[3,4]。本発表ではその内容について報告する。
図１に代表的な実験セットアップを示す。外部磁場 Hex を印加したパーマロイ薄膜
試料に対して、二つのポンプパルス光(Pump pulses)を、時間差 Δt をつけて試料に照射
する。一つ目の Pump pulse は、位相の揃ったコヒーレントなスピン歳差運動を試料内
に誘起する。二つ目の Pump pulse は、コヒーレントなスピン歳差運動の振幅を操作
し、特定のモード振幅を強めたり弱めたりする。Probe pulse は、スピン歳差運動のダ
イナミクスを磁気光学カー効果を通じて検出するために用いる。我々は、時間差 Δt
や、二つ目の Pump pulse の強度を適切に設定することで、特定のモード振幅をゼロに
できることを見出し[3]、選択的に特定の高次モードを残すような歳差運動制御ができ
ることを示した[4]。

t
Δt
Hex

Probe pulse
Pump pulses
1st

2nd

図１．超高速光ポンプ光プローブ法によるスピン歳差運動操作実験の模式図。
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Thermoelectric generators that convert waste heat to electricity is regarded as

alternative and environment-friendly technology for harvesting and recovering heat [1].
Apart from the conventional thermoelectric generators devices utilizing the Seebeck
effect (SE), its ferromagnetic counterpart, the anomalous Nernst effect (ANE), has
gained increasing interests [2]. To date, the reported thermoelectric conversion
efficiency of the ANE is too small to realize the potential applications. Although “single
crystal Co2MnGa” is a famous Heusler alloy exhibiting the large ANE [3-5], it has not
been examined yet with “polycrystalline Co2MnGa”. Here, we report a large ANE of a
polycrystalline Co2MnGa film via a multilayer structure.
The film stacking structure is Si/SiO2/AlN(20)/[Co2MnGa(t)/AlN(5)]25/t (t = 2.5, 5.0,
12.5, and 25.0, unit in nm), which was fabricated by DC magnetron sputtering at room
temperature followed by post-annealing at 500 oC for 3 hours. Compared with the single
layer with t = 25.0 nm, the multilayer sample with the Co2MnGa layer sandwiched by the
dielectric AlN layers showed much stronger (110) texture and sharp Co2MnGa/AlN
interfaces. The largest anomalous Nernst thermopower (SANE) of 4.9 ± 0.1 µV K-1 was
achieved for the multilayer film with t = 12.5 nm while SANE was 3.8 ± 0.4 µV K-1 for the
single layer film with t = 25.0 nm. The results indicate that the multilayering is a
promising approach and large ANE output can be obtained even for the polycrystalline
Co2MnGa which is meaningful for the practical application. The observed enhancement of
ANE can be attributed to the change of band structure of distorted Co2MnGa grains
which leads to a relative larger SE. The details will be discussed in the presentation. This
work was supported by KAKENHI (18H05246) and CSRN (Tohoku University).
[1] S. Twaha, et al., Renew Sustain Energy Rev, 65, 698 (2016). [2] Y. Sakuraba et al.,
Appl. Phys. Expr., 6, 033003 (2013). [3] A. Sakai, et al., Nat Phys. 14, 1119 (2018).
[4] Sumida, K. et al. Commun. Mater. 1,89 (2020). [5] L. Xu, et al. Phys. Rev. B 101,
180404(R) (2020).
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ホイスラー合金をベースとするトンネル磁気抵抗（TMR）素子ではハーフメタル

の消失や界面におけるスピンゆらぎのため温度上昇に伴い TMR 比は減少する。理論
主導で良い TMR 素子を探索するためにはデバイス動作温度における TMR 比を見積
もる必要があるが、一般的な第一原理計算では有限温度における物性を予測するこ
とは困難である。
本研究では第一原理計算手法の一つである Korringa-Kohn-Rostoker（KKR）グリー
ン関数法を用いてホイスラー合金 Co2MnSi の有限温度における電子状態と伝導特性
の計算を行った[1]。KKR グリーン関数法はコヒーレントポテンシャル近似や久保公
式との整合性が良いため、一般的な第一原理計算手法では取り扱いが難しい配置不
規則系や伝導特性の議論を行うことが可能である。温度上昇により生じるフォノン
やマグノン励起は散乱中心となり、伝導特性に寄与すると考えられる。また、Co2MnSi
中にはアンチサイト欠陥が多数存在しており、極低温においても有限の抵抗率の要
因となることが知られている。コヒーレントポテンシャル近似を用いてこれらの散
乱効果を統一的に記述することで、下図に示すように Co2MnSi の有限温度における
伝導特性を第一原理の立場から定量的に評価することに成功した。

図：電気抵抗率の実験結果と本計算結果の比較。
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One of the main objectives of spintronics is to provide power-efficient switching of
magnetic layers through electrical means, and in order to achieve this goal, alternate material
systems with enhanced spin-orbit torque (SOT) must be engineered. Recently, one avenue of
study for enhancing SOT has been through epitaxial growth, as has been observed in Ta [1].
When dealing with epitaxy, however, crystallographic orientation becomes an important factor
to consider, which we showed is the case for epitaxial Pt in our previous work [2].
In this work, we provide evidence of anisotropy in the SOT and spin Hall effect (SHE) in
epitaxial Pt (110) grown on MgO (110) single-crystal substrates, and find that the spin Hall
angle and the damping-like torque are 20% larger when current is applied along the ሾ001ሿ
crystallographic direction as compared to ሾ11ത 0ሿ , leading to an equivalent reduction in
switching current density along ሾ001ሿ . The anisotropy in SOT is attributed to the bulk
contributions of the SHE in the Pt layer through its anisotropic resistance in this specific
orientation. Measurements also suggest that the Rashba-Edelstein effect at the Pt/Ti interface
due to the Pt (110) surface has a non-negligible effect on the spin diffusion length and SOT.

Figure 1: Epitaxial Pt (110) shows enhanced damping-like torque when current is applied along
the ሾ001ሿ crystallographic direction as compared to when current is applied along ሾ11ത 0ሿ.
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空洞共振器は、電子スピン共鳴法で用いられるマイクロ波共振器であり、物性研
究に幅広く利用されている[1]。通常、電子スピン共鳴法では直線偏波マイクロ波が
使用されるが、光を用いた物性実験では円偏波が積極的に用いられている。そこで
近年、円偏波マイクロ波の制御技術を確立し、空洞共振器を用いた測定に円偏波の
自由度を付与する技術を確立した(図 1)[2]。
さらに、この技術を磁性体や 2 次元電子系の研究に応用すると、既存の測定手法
では検出不可能であった情報が得られることが分かってきた。本発表では、円偏波
マイクロ波を用いた測定技術を紹介すると共に、これまでに得られた以下の成果に
ついて報告する。
①マイクロ波の電場成分を用い、GaAs/AlGaAs 界面に形成された 2 次元電子系の
動的伝導度テンソル(縦伝導度・ホール伝導度の実数・虚数成分)の測定に成功した(図
2)。さらに、動的伝導度の虚数成分を精密に評価することで量子ホールの微視的な理
解に繋がる新たな知見を得た。
②マイクロ波の磁場成分を用い、単結晶 YIG 球のマグノンモードの円偏波分解測
定に成功した。ここでは、空洞共振器中に 2 つの YIG 単結晶球を配置し、疑似的な
反強磁性体の実現やマグノン-フォトン結合の制御を可能にした。

図 1：開発した空洞共振器の写真と典型的
な共鳴特性。

図：2 次元電子系を円偏波分解で測定し
た結果の磁場依存性。
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一方向性スピンホール磁気抵抗(USMR)効果とは、重金属/強磁性金属の超薄膜におい
て、素子抵抗が電流方向に依存する現象を指す[1]。USMR はスピンホール効果によって
重金属層から流れ出たスピンと強磁性層の磁化との相対角で決まることが知られている。
USMR の起源は界面もしくは強磁性層内におけるスピン依存散乱とされており、巨大磁気
抵抗効果との類似性が指摘されている。そこで本研究では、Co/Cu 系が特に大きな巨大
磁気抵抗効果を示すことに着目し、Pt/Co 界面に Cu スペーサー層を挿入した系で USMR
を調査した。
用いた試料は Ta(1.0 nm)/Pt(3.0 nm)/Cu(tCu)/Co(2.5 nm)/MgO(2.8 nm)/Ta(0.7 nm)およ
び、参照用に Cu 層を Au(tAu)に置き換えた超薄膜である。USMR は、外部磁場を膜面内で
回転させながら第二高調波抵抗を測定して
nm)を挿入すると、USMR が約 1.5 倍に増大す
ることが分かった（図(a)）。ごく薄い Cu 層を挿
入しても Co 層へのスピン注入量は変化せず、
さらに、Cu 膜厚が薄い領域でしか USMR が
増大しないことから（図(b)）、Cu/Co 界面にお
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図. (a) USMR の面内磁場方向依存性。 (b)
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Reservoir computing framework (Fig. 1a) is a simplified recurrent neural network which
minimizes the training cost [1]. A physical reservoir can be constructed by any nonlinear
dynamical systems such as spin torque oscillators [2]. Artificial spin ices (ASI) are arrays
of interacting nanomagnets that causes geometrical frustration. It was found that ASI
exhibits good capability to separate temporal patterns [3]. In this study, we propose ASI
as a building block for reservoir computing and evaluate its performance from simulation
results. The ASI reservoir is made up of 72 nanomagnets in a honeycomb lattice as shown
in Fig. 1b. In our design, the central nanomagnets work as the input layer of the reservoir
computing framework. The reservoir state is determined by the magnetization of the
nanomagnets. After an input is sent to the central nanomagnets (Fig. 1c), external
magnetic fields in various direction are applied to perturb the ASI and update the
reservoir state. The optimized short-term capacity of 3.5 and nonlinear computational
capacity of 2.9 are achieved when the external magnetic field is near the switching field of
the nanomagnets.

Fig. 1 (a) Schematic of reservoir computing. (b) Schematic of artificial spin ice reservoir. (c) Input
configurations of the central nanomagnets.
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Odd-parity magnetoresistances (OMRs), in which electrical resistance changes as an odd
function of the applied magnetic field, are highly unconventional phenomena only seen in a
few systems.

[1-3]

In a number of previous cases, the resistance change is tiny, reaching at

most 2%, and cannot be controlled by an electrical means due to their metallicity. Here, we
report a new giant gate-controlled OMR observed in one-dimensional edge channels, formed
by the Fermi level pinning at the side surfaces, in bilayer heterostructures consisting of
nonmagnetic semiconductor InAs and ferromagnetic semiconductor (Ga,Fe)Sb.[4]

The

OMR in our system reaches 27% at ±10 T, which is the largest value ever reported (Fig.
1(a)). Also, we found that a simultaneous breaking of both spatial inversion symmetry and
time reversal symmetry due to a strong magnetic proximity effect (MPE) at the interface
between InAs/(Ga,Fe)Sb is the main origin of the large OMR. We also successfully control
the OMR by applying a gate voltage Vg, which alters the MPE at the InAs/(Ga,Fe)Sb
interfaces (Fig. 1(b)).[5]

Fig. 1(a) Perpendicular magnetic field B dependence of the longitudinal resistance Rxx of
InAs/(Ga,Fe)Sb at 2.5 K with 1 μA. (b) Gate voltage Vg dependence of ΔR/R0 at 2.5 K with 1
μA, where ΔR = [Rxx(10 T)−Rxx(−10 T)]/2, and R0 = Rxx(0 T).
References: [1] Y. Wang et al., Nat. Commun. 11 216 (2020). [2] T. Fujita et al., Sci. Rep. 5
9711 (2019). [3] S. Albarakati et al., Sci. Adv. 5 eaaw0409 (2019). [4] N. T. Tu, et al. Appl.
Phys. Lett. 108, 192401 (2016). [5] K. Takiguchi, L. D. Anh et al. Nat. Phys. 15, 1134
(2019).
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Spin waves (SWs) and their quanta magnons in the magnetic structures offers data
transmission and data processing capability without Joule heating unlike their electronic
counterparts. One main challenge to use SW for data processing is to invent a robust and
energy efficient mechanism to control the SW externally. Some techniques based on light,
current, strain and heat to control the SW has been proposed so far. However, some of the
methods are technically difficult, energetically inefficient, and not compatible with the
planner fabrication technology. In this work, we focused on the external control of SW
propagation in ferrimagnetic yttrium iron garnet (YIG). The microwave excitation and
detection with two coplanar waveguides (CPW) antennas is used to characterize the SW.
Firstly, an additional platinum (Pt) stripe connected to a current source is integrated
between the CPW pair to demonstrate the SW frequency and amplitude modulation by
current induction (Fig.1(a)). We selected a Pt stripe due to its significantly lower spin wave
absorption property[1]. The application of a current through the Pt stripe generates local Joule
heating that modifies the magnetic properties of the YIG film, which in turn, modulates the
SW frequency (Fig.1(b))[2]. Although the proposed technique is suitable for on-chip
applications and has a better performance comparing its peers, it is still energetically
unfavorable comparing to present CMOS technology. We are exploring electric
field-controlled SW modulation, which is difficult due to the absence of direct coupling
between E-field and spin. We have developed an ionic polymer and YIG heterostructure
(Fig.1(c)). A positive and/or negative voltage was applied across the polymeric gate during
the SW measurement. Fig.1(d) implies that applying a positive voltage across the polymer
suppresses the SW propagation while the negative voltage enhances the SW propagation. So,
it can act as a magnon switching upon the application of positive and negative voltage. Here
we have controlled the damping of the YIG/Pt heterostructure by tuning the polymeric gate.

Figure 1. (a) Schematic diagram and (b) S21 spectra of current controlled magnon device (c)
Schematic diagram of the polymer based magnon FET (d) S21 spectra under different E-field. Solid
black line, red triangle and blue rectangle represents V = 0, -2.5 and +2.5 volts, respectively.
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In the research field of spintronics, achieving an efficient spin-charge conversion is extremely
important. The spin-charge conversion efficiency in ferromagnetic (FM)/ non-magnetic (NM) bilayer
structures, so-called the spin Hall angle θSHE, is determined by the spin-orbit interaction (SOI) of the NM
layer. Thus, generally, artificial control of θSHE has been thought to be difficult as long as using the same
material system. Here, we demonstrate that θSHE can be artificially enhanced by the interdiffusion of
atoms between FM and NM layers for the first time. Our result will lead to efficient control of spin-charge
conversion with low power consumption by controlling the atomic ordering at FM/ NM interfaces.
For the experiment, we used a sample composed of Co2FeAl0.5Si0.5 (CFAS) (25 nm)/ P-doped
n-Ge (doping concentration ~6–7×1018 cm-3)/ undoped Ge(111) grown on a Si(111) substrate via
molecular beam epitaxy (Fig. 1). At the interface between CFAS and n-Ge, phosphorus δ-doped Ge layers
with ultrathin Si layers were inserted to promote the tunneling conduction for spin injection. We have
prepared the as-grown sample and the one annealed at 300 ℃ for 10 min under N2 gas at ambient pressure
to interdiffuse atoms at the CFAS/ n-Ge interface. For these samples, we have carried out spin-injection
experiments using spin pumping, which has been believed to be an efficient way to inject a spin current
from an FM layer to an NM layer using ferromagnetic resonance. As shown in the magnetic-field
dependence of the electromotive force (EMF) (Fig. 2), the magnitude of the EMF is significantly different
between the as-grown [Fig. 2(a)] and annealed samples [Fig. 2(b)]. From these results, θSHE is estimated to
be 0.0072 for the as-grown sample and 0.015 for the annealed one at 300 K, indicating that the θSHE of the
annealed one is much larger than that of the as-grown one. Our result suggests an efficient method to
enhance spin-charge conversion by controlling the atomic structure of the FM/NM interface [1].
This work was partly supported by Grants-in-Aid for Scientific Research (No.18H03860,
19H05616), CREST of JST (No. JPMJCR1777), and the Spintronics Research Network of Japan
(Spin-RNJ).
References: [1] S. Kaneta-Takada et al., Phys. Rev. Appl. 14, 024096 (2020).

Fig. 1: Schematic sample structure used
for the spin pumping experiments. The
out-of-plane angle of a magnetic field
H is defined as
with respect to the
[110] direction in the film plane.

Fig. 2: (a),(b) Magnetic-field dependence of the EMF at 300
K measured for the as-grown sample (a) and annealed sample
(b).
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近年、反強磁性体(AFM)を用いたスピントロニクス分野が注目されており、興味
深い物理現象が多数報告されている。特に AFM を用いた長距離スピン輸送は電子ス
ピンの自由度を生かした低消費電力スピンデバイスの
実現に向けた重要な物理現象である。一方で、従来の
AFM の長距離スピン輸送は、NiO [1]や Fe2O3 [2]などの
AFM 絶縁体を用いた研究が殆どであり、スピン輸送特
性の電流制御技術の面では AFM 金属の方が適している。
そこで本研究では、温度によって磁気特性が変化する金
属材料である Dy と強磁性 NiFe を接合した系でのギル
バートダンピング定数の温度依存性から Dy のスピン
輸送特性を評価した。

図 1. 異なる静磁場で測定
した Dy/NiFe 2 層膜の
FMR スペクトル。

マグネトロンスパッタリング法にて Si 基板上に Ta(3 nm)/Dy(50 nm)/NiFe(20
nm) 多層膜を連続成膜した。その後、レーザー描画装置とイオンミリング法を用い
て多層膜を細線形状に加工し、その上からマイクロ波導波路を作製した。図 1 に、
ベクトルネットワークアナライザを用いて測定した室温での導波路の S11 パラメー
タの周波数依存性を示す。マイクロ波の吸収スペクトルが見られる周波数が静磁場
強度に依存して変化しており、Dy に接合した NiFe の FMR 周波数と一致した。そ
の後、同様の実験を 110 ~ 300 K の範囲の任意の温度にて実施し、スペクトルの半値
幅の周波数依存性から有効ダンピングの温度依存性を評価した。更に、Dy/NiFe の
有効ダンピングから、NiFe 単層でのダンピング定数の温度依存性を差し引くことで、
Dy のスピン吸収効果()を算出した（図 2 参照）。FM
相に対して AFM 相ではが大幅に低下しており、常
磁性(PM)相と比較しても小さくなっている。今回の結
果は、スピンバックフローモデルを考慮した AFM-Dy
の長距離スピン拡散長の可能性を示している。
発表では、Dy/NiFe の接合界面の影響に関する追加実
験に関しても議論する。
参考文献
[1] R. Lebrun, et al., Nature, 561, 222-225 (2018)
[2] Z. Qiu, et al., Nat., Comm. 7, 12670 (2018)

図 2. スピンポンピング効
果から評価した の温度
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磁性やスピントロニクス分野においてスピン軌道相互作用と空間反転対称性の関
係性に注目が集まっている．空間反転対称性が破れた系では，スピン軌道相互作用
によって電子スピンの縮退が解けることによって Rashba 効果が発現し，スピン-運動
量ロッキングを通して，電流によってそれと直交するスピン蓄積が誘起される[1]．
この一連の効果は Rashba-Edelstein(RE)効果と呼ばれ，近接する強磁性体内の磁化に
スピン軌道トルク(SOT)を与える．Pt/Co 二層薄膜では Pt の強いスピン軌道相互作用
によって SOT が誘起されるが，その起源は Pt バルク内でのスピン Hall 効果と Pt/Co
界面における RE 効果とされている．一方で理論的には存在が推測されている Pt 表
面における RE 効果による SOT は今

(a)

まで観測はされていない[2]．

Bias tee

ff
spin Hall e

本研究では，Pt を極薄膜にするこ
効果を起源とする SOT をスピントル
ク強磁性共鳴測定(図(a))によって観

Pt
Co

Signal
generator

とによってこの Pt 表面における RE

ect

Voltmeter

(b)

(c)

(d)

測した．さらにその表面を起源とす
る強い証拠として Pt 表面に有機分子
を修飾することで表面状態を制御し
(図(c)(d))，その SOT の変化を定量し
た．この結果，Pt/Co 二層薄膜にお
ける damping-like トルクが Pt 表面

図 (a)スピントルク強磁性共鳴測定の概念図．(b)

に修飾した有機分子によって変化

実験に用いた有機分子の模式図．(c)PFDT および

した一方で Pt/Co 界面を起源とす

(d)ODT を形成した Pt/Co 薄膜の Co 膜厚を変えたス

る field-like トルクは影響を受けな

ピントルク強磁性共鳴信号の外部磁場依存性．

かった．本研究は，有機分子による SOT の制御方法の一つとして金属スピントロニ
クスデバイスにおける表面スピン軌道相互作用の重要性を提案する[3]．
参考文献
[1] E. I. Rashba, Sov. Phys. Solid State, 2, 1109 (1960)
[2] A. Bendounan, et al., Phys. Rev. B, 83, 195427 (2011)
[2] S. Haku, et al., Phys. Rev. Applied, 13, 044069 (2020)
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水や有機物を構成する核種、プロトンスピンの検出は、核磁気共鳴(NMR)によっ
て行われ、化学や医学において欠かすことができない分子構造解析法である。単一
プロトンスピンの検出を可能にするほどの高感度・高空間分解能が達成できれば、
単一分子レベルのイメージングなどの画期的な量子技術の開拓につながるだろう。
電子スピンと比較しても、核スピンの磁気モーメントは 1000 倍程度微弱であるた
め、従来手法ではその検出が困難である。約 10 年前から、ダイヤモンド中の窒素空
孔(NV)中心の電子スピンは、核スピンに対して高い検出感度を有する量子センサー
として注目され[1]、現在に至るまで開発・応用が進んでいる。しかし、NV 中心を
利用した単一プロトンスピンの検出に関する報告は極めて少ないのが現状である。
本発表では、単一 NV 中心を用いて、ダイヤモンド中の単一プロトンスピンの検
出と、その量子制御に成功したことを報告する[2]。化学気相成長法で作製した窒素
ドープダイヤモンド薄膜中の単一 NV 中心によってプロトン周波数の NMR 信号を検
出した。NV 中心と標的スピンのコヒーレントな相互作用を観測し、標的核スピンが
単一プロトンスピンであることを確認した。超微細相互作用パラメータから、NV と
単一プロトンスピンの距離が 1.44 nm であることも推定した。そして、動的核磁気分
極を行うパルスシークエンスを利用し、NV 中心を利用した単一プロトンスピンの初
期化と読み出しを行った。ラジオ波パルスによる単一プロトンスピンの共鳴操作と
組み合わせることで、ラビ振動や自由歳差運動の観測に成功した。
本研究における単一プロトンスピンの自由歳差運動の観測は、原子スケールでフ
ーリエ変換型の高分解能 NMR を実施したことに対応する。今後は、より表面に近い
単一 NV 中心を利用した外部プロトンスピンの検出と操作を行うことで、単一分子
イメージングへ繋げたい。また、本研究から、人工ダイヤモンド中に量子制御が可
能な単一プロトンスピンが存在することが明らかになった。プロトンスピンは、炭
素核スピンよりも 4 倍大きな磁気回転比を持つため、より高速な制御において利点
があり、量子メモリとしての利用が考えられる。
参考文献
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