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第1章
1.1.

序論

研究背景 -スピントロニクス-

電子には電荷の他に、量子力学的な特性としてスピンという自由度が存在することが知
られている。現在のエレクトロニクスの根幹を担う半導体演算子やハードディスクなどの
磁気記録媒体は、それぞれ電荷とスピンの性質が利用されてきた。しかし、これらの自由
度は個々に利用され、独立に研究分野が発展してきた。その一方で、電荷、スピンの両方
の自由度を利用するスピントロニクスと呼ばれる分野が現在盛んに研究されるようになっ
た。スピントロニクスではスピン依存の電気伝導が中核的な役割を担っている。そのた
め、素子サイズはスピン依存伝導を反映できる電子の平均自由行程程度である必要があ
る。旧来の素子加工技術では、作製できる素子サイズが平均自由行程よりはるかに大きか
ったため、スピン依存伝導を観測できるような状況になかった。しかしながら近年の急速
な微細加工技術の発展により、ナノメートルオーダーの素子が作製可能となり、様々なス
ピン依存伝導現象が報告され始めた。中でも 1988 年の Fert らや Grünberg らにより報告
された巨大磁気抵抗効果（GMR）は非常に大きなインパクトを与えた[1,2]。この効果は
積層周期が平均自由行程より小さい Fe/Cr の多層膜におけるもので、Cr を介した隣同士
の Fe 層の磁化は互いに反強磁性的に結合する。この時、電子は強磁性層で頻繁に散乱さ
れるため抵抗が大きくなるが、外部から磁場を印加して Fe 層の磁化方向を揃えることに
よって電子の散乱を抑え抵抗を小さくすることが可能となる。その抵抗変化は室温で約
20 %程度、4.2 K では最大 85 %にもなる。これは強磁性体中の異方性磁気抵抗効果
（AMR）の抵抗変化が数%程度であった事を考えると非常に大きな変化である。このよう
な GMR 効果の発見は、高感度の磁場読み取りセンサーへの応用につながり、ハードディ
スクドライブの高密度化へ大きく貢献した[3]。最近では GMR 効果を利用した読み取りの
みならず、電流誘起磁化反転を利用した書き込みに関する応用も行われている[3]。このよ
うに、スピントロニクスは今日学術的観点のみならず、我々の生活に大きく恩恵をもたら
す産業の分野まで幅広く研究されている。

1.1.1.

スピン流

スピン流には、スピン偏極電流および純スピン流の 2 種類が存在する。スピン偏極電流
は、強磁性体中で Fermi 準位におけるアップ、ダウンのスピンの状態密度の違いにより生
じるスピン偏極した電流である。1.1 のスピントロニクスの背景において説明した現象で
は、この強磁性体を舞台としたスピン偏極電流が主体であった。一方で、純スピン流と
は、実効的な電荷の流れを伴わないスピン角運動量のみの流れを指す。現在、スピントロ
ニクスにおいて盛んに研究が行われているのは、この純スピン流に関する物理現象であ
る。この純スピン流の生成にはいくつか方法があり、強磁性体/非磁性体接合間に電流を流
しスピン蓄積を生じさせるスピン注入、スピンホール効果、そしてスピンポンピングが知
1

られている。次節においてそれぞれ紹介していく。

1.1.2.

スピンホール効果

強磁性体を用いずにスピン流を誘起できるのがスピンホール効果である。この効果によ
り、電流からスピン流への変換を行う事ができる。この効果の歴史的背景として、ホール効
果がある。1879 年、Hall は伝導体素子面直に磁場を印加し素子に電流を流した場合、電流
方向と垂直に電圧（ホール電圧）が生じる現象を見出した[4]。これは進行中の電子の軌道
が Lorentz 力によって曲げられる事により生じる。後に彼は更に強磁性体中では、ホール
電圧が単に印加磁場の大きさに比例しないことを見出し、強磁性体中の磁化の影響も付随
的に効いてくることを発見した[5]。こちらも今日、異常ホール効果としてよく知られてい
る。1954 年、この異常ホール効果がスピン軌道相互作用と関係があることを Karplus と
Luttinger により初めて指摘された[6]。スピン軌道相互作用はアップスピンとダウンスピン
に対して互いに異なる方向に散乱を与える。この事は内因性のスピンホール効果の起源と
して今日知られている。更にその後、Smit や Berger らによって外因性（不純物散乱）のス
ピンホール効果であるスキュー散乱[7]やサイドジャンプ[8]が提案された。
本論文ではスピン軌道相互作用起因のスピン流-電流変換を調べることに重きを置いてい
るので、ここでは内因性のスピンホール効果について紹介する。スピン軌道相互作用は原子
核周りを運動する電子による有効磁場との結合と捉える事ができ[9]、以下の式のように表
すことができる。

𝐻SO =

ℏ
𝝈 ⋅ (𝒑 × 𝛁𝑈)
4𝑚2 𝑐 2

(1.1)

ここで、𝝈, 𝒑, 𝑈はそれぞれ Pauli 行列、運動量、原子核のポテンシャルである。原子核のポ
テンシャルは原子番号に依存して大きくなっていくため、原子番号が大きい金属ほどスピ
ン軌道相互作用が大きくなる。このような強いスピン軌道相互作用をもつ原子番号の大き
な金属中では、図 1.1(a)のように、アップスピンとダウンスピンは異なる方向に散乱される。
これにより、スピン流は電流と垂直方向に生じる。またこの逆の効果(スピン流から電流へ
の変換)として逆スピンホール効果が知られている。図 1.1(b)にその概略を表す。非磁性体
中をスピン流が流れている場合、スピン流に対して垂直に電流が流れるので電圧として観
測する事が可能となる[10,11]。また、スピン流-電流変換効率はスピン流密度𝑗S および電流
密度𝑗Cの比で表され、スピンホール角𝜃ISHE (= 𝑗C /𝑗S)と呼ばれている。

2

図 1.1

1.1.3.

(a)スピンホール効果と(b)逆スピンホール効果の概略図

強磁性体からのスピン注入

強磁性体/非磁性体の複合構造を用いてもスピン流を発生させる事が出来る。具体的には、
強磁性体/非磁性体接合間に電流を流す方法と、強磁性体の磁化を高速で歳差運動させて非
磁性体中へスピン注入を行うスピンポンピング法と 2 種類存在する。この節では電流を流
した場合のスピン注入について紹介する。強磁性体/非磁性体間に電流を流すと界面にスピ
ン蓄積が生じる。このスピン蓄積は非磁性体にとって非平衡状態であるため、界面からの距
離が長くなるにつれ、その量は指数関数的に減衰していく。このスピン蓄積の空間勾配をス
ピン流と呼ぶ。
スピン蓄積の実験は 1985 年、Johnson らによって初めて報告された[12]。幅 100 マイク
ロメートル、厚さ 50 マイクロメートルの単結晶 Al に強磁性体を接合した系を用いて行わ
れた。しかしながら検出信号が 100 pV と微小であったため、あまり注目されなかった。し
かし、微細加工技術の発展に伴って 2001 年に Jedema らによって以下の図 1.2 のような強
磁性体/非磁性体の複合構造の系をナノメートルオーダーまで小さくすることで検出信号は
数 V まで増大した[13,14]。Jedema らの用いた２本の強磁性体細線を非磁性体細線で架
橋した系を、面内スピンバルブ構造と呼ぶ。片側の強磁性体/非磁性体接合に電流を流すこ
とによってスピン注入を行い、もう片方の接合においてスピン流検出を行うことができる。

図 1.2 面内スピンバルブ素子構造
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1.1.4.

スピンポンピング

強磁性体/非磁性体接合構造において、前節で述べた電流によるスピン注入の他にも、強
磁性体中の磁化のダイナミクスを利用したスピンポンピング法によるスピン注入がある。
2002 年に、Mizukami らや Tserkovnyak らのグループによってそれぞれ理論が提唱され、
実験においても確認された。Mizukami らは強磁性体中の電子の拡散に基づいた理論
[15,16]、Tserkovnyak らは強磁性体/非磁性体界面の電子の散乱に基づいた理論[17,18]によ
りスピンポンピングを提唱しており、アプローチの仕方は異なる。しかしながら、界面にお
いて電子が強磁性体のスピンを非磁性体へ持ち去り、どのように拡散するかといった点に
おいて両者は共通である。このスピンポンピングに関する理論的な導入は第 2 章で紹介す
る。今節ではスピンポンピングの直感的理解を述べる[3]。図 1.3(a)に磁化の歳差運動の概
念図を示す。静磁場により磁化方向を定めておき、この磁化方向に対して垂直に交流磁場を
印加すると磁化にトルクが働き、磁化は静磁場周りに歳差運動を始める。またこのような歳
差運動トルクが生じることにより、ダンピングトルクも働く事になる。図 1.3(a)はその様子
を表している。このような磁化が歳差運動している強磁性体に隣接した非磁性体には、どの
ようにしてスピン流が流れこむのか、磁化の運動を振り子に例えて考えるとわかりやすい。
図 1.3(b)のように、振り子は周りの空気分子（グレーの丸）と擦れ合うことで回転の角運動
量とエネルギーが空気分子に奪われ、結果として振り子の回転は減衰する。強磁性体/非磁
性体の接合では、非磁性体中の空気分子は接合界面で回転する振り子と擦れ合い、回転を奪
って非磁性体中に戻ってくる（非磁性体中をスピン流が流れる）
。これが直感的なスピンポ
ンピングの概念である。スピンポンピングによるスピン流注入は、強磁性体の強磁性共鳴
（FMR: Ferro Magnetic Resonance）現象を利用しており、共鳴周波数または共鳴磁場の
時、最も効率的に磁化の歳差運動を誘起して、スピン流を注入することが出来る。

図 1.3

(a)磁化の歳差運動の概念図 (b)磁化の歳差運動を振り子に例えた概念図[3]
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1.1.5.

Rashba 効果

Rashba 効果は物質の空間反転対称性の破れに起因した相対論的効果で、アップスピン、
ダウンスピンの縮退が解ける現象である。この効果は Rashba によって 1960 年に提唱され
た[19,20]。通常、非磁性体では、時間反転および空間反転対称が守られているため、アップ、
ダウンの両スピンのエネルギーバンドは縮退している。しかし空間反転対称性が破れると、
図 1.4 のようにスピンの縮退が解ける。半導体中での格子欠陥等に起因してスピン縮退が解
け る 場 合 は バ ル ク 反 転 非 対 称 性 （ BIA: Bulk Inversion Asymmetry ） に 分 類 さ れ 、
Dresselhaus 効果[21]と呼ばれる。また表面や界面などでスピン縮退が解ける場合は構造反
転非対称性（SIA: Structure Inversion Asymmetry）に分類され、Rashba 効果と呼ばれる。
Rashba 効果で具体的にどのようにしてスピンの縮退が解けるか古典的モデルにおいて、直
感的理解が可能である[22]。図 1.5(a)のように、2 次元電子系を進行する電子を考える。空
間反転対称性の破れにより、電子には電場が印加されている状況になり、それをプラス、マ
イナスの電荷により表している。図 1.5(a)は 2 次元電子系を進行している電子の様子を表
しているが、図 1.5(b)のように、相対的に電子が静止して周りの系が動いている状況と考え
ることも出来る。これは図 1.5(c)のように上下の界面を電流が互いに逆向きに流れていると
取ることもでき、これにより 2 次元電子系を進行中の電子には有効磁場が働く事が理解出
来る。この有効磁場により、アップスピンとダウンスピンの縮退は解け、図 1.4(a)のような
バンド分裂が起こる。

図 1.4

(a)アップスピン、ダウンスピンのエネルギーバンドの分裂

(b) アップスピン、ダウンスピンの k 空間におけるエネルギーバンドの分裂

図 1.5 Rashba 効果の古典的なモデルによる理解 (a)2 次元電子系を進行中の電子の様子
(b)電子を静止させた(a)に対する相対的な系 (c)界面を流れる電流誘起の有効磁場
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1.1.6.

Edelstein 効果

Edelstein 効果とは、図 1.6(a)のような Rashba 効果が発現している 2 次元電子ガスに、
電流を流すとアップスピンとダウンスピンの数に偏りが生じ、スピン蓄積が生じる現象で
ある。この現象は、1990 年に Edelstein によって理論的に示された[23]。以下、Fermi 円
を用いて現象を理解する。
Rashba 効果で分裂したアップスピンとダウンスピンの Fermi 円は、図 1.6(b)のように、
直径が大きな Fermi 円（赤）と小さな Fermi 円（青）で表すことができる。このような系
に電場をかけると、それぞれの Fermi 円はともにk だけ偏心する。その場合、2 つの Fermi
円の直径が異なるため、その分だけスピン蓄積が生じる。実空間でみると、図 1.6(a)の 2DEG
平面にスピン蓄積が生成することになる。もし、金属/酸化物界面などで Rashba 効果を誘
起できた場合、面内方向に電場を印加する（電流を流す）と、界面でスピン蓄積が生じて、
スピン緩和によって面直方向にスピン流が流れることが予想される。
また、Rashba 効果がある系にスピン流を注入してスピン蓄積を誘起できれば、Edelstein
効果の逆効果(逆 Edelstein 効果)でスピン流-電流変換が行われると考えられる[24]。

図 1.6

(a)AlGaAs/GaAs ヘテロ構造の 2 次元電子ガスに電流が流れる概略図
(b)Rashba 効果下にある Fermi 円の偏心の概念図
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1.2.

本研究の目的

図 1.7(a)のように非磁性体/酸化物界面に誘起されるバンドベンディングに起因した
Rashba 効果によるスピン流-電流変換（図 1.7(b)）の観測を目的に研究を行った。非磁性
体/酸化物界面では遮蔽長範囲内の 0.1 nm 程度では Rashba 効果が発現していることが、
理論的に示唆されている[25]。本研究では、そのような界面誘起の効果を調べるために、
スピンポンピングによる直流電圧の観測実験および面内スピンバルブ素子による非局所実
験を行った。

図 1.7(a)非磁性体/酸化物界面のバンドベンディングに起因した電場発生の様子
(b)強磁性体/非磁性体/酸化物の三層構造におけるスピン流注入およびスピン流-電流変換の
の概念図
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第2章
2.1.

基礎理論

スピンポンピング

強磁性体/非磁性体界面において、強磁性体の磁化のダイナミクスによって、どのように
してスピン流が非磁性体中へ流入していくかを Tserkovnyak らの理論を元に紹介する
[17,18]。
Tserkovnyak らは電子の散乱問題を解くことにより、スピンポンピングを示した。以下
の図 2.1 のような非磁性体/強磁性体/非磁性体（N/F/N）の系を考える。また以下のような
電流演算子𝐼̂を考える。

𝐼̂ =

𝐼𝐶
𝑒
̂ ⋅ 𝐈S
1̂ + 𝝈
2
ℏ

(2.1)

̂ はそれぞれ単
ここで、𝐼C , 𝐈𝐒 はそれぞれ電流の大きさ、スピン流ベクトルであり、また1̂, 𝝈
𝐩𝐮𝐦𝐩

位行列、Pauli のスピン行列である。スピン流𝐈𝐬 はポンピングにより発生する𝐈𝐒
ン流の流入によって N

とスピ

中で生じたスピン蓄積によるバックフロー𝐈𝐒𝐛𝐚𝐜𝐤が存在する。しかし

ながら今回は簡単のため、N は理想的なスピンシンクであるとし、𝐈𝐒𝐛𝐚𝐜𝐤 が存在しないよう
な系を考える。(2.1)式の電流演算子が時間依存する系のパラメータ𝑋(𝑡)の下で発展すると
し、強磁性体が挿入されていることによる散乱行列による断熱的な電流応答は(2.2)式のよ
うになる。

𝐼̂(𝑡)pump = 𝑒

𝜕𝑛̂(𝑙) 𝑑𝑋(𝑡)
𝜕𝑋 𝑑𝑡

(2.2)

ここで、𝑙, 𝑒𝑛̂(𝑙)はそれぞれ左か右の非磁性体、粒子数演算子を表している。∂𝑛̂(𝑙)/𝜕𝑋を考
えるために更に別の表式の電流演算子を考える必要がある。

図 2.1 N/F/N の系において電子の透過や反射を表している概念図[18]
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今後左右どちらの非磁性体かを𝑙, 𝑙′で表記する。更に、スピン𝛼、チャネル𝑚の非磁性体𝑙か
ら強磁性体へ向かう電子の消滅演算子を𝑎𝛼,𝑚,𝑙 (𝐸)とする（E は電子のエネルギーを表す）
。
同様に強磁性体から非磁性体𝑙に向かう消滅演算子を𝑏𝛼,𝑚,𝑙 (𝐸)とする。(2.1)式と異なる表記
の電流演算子を(2.3)式のように定める。

𝛼𝛽
𝐼̂𝑙 (𝑡) =

𝑖
𝑒
†
†
(𝐸)𝑎𝛼,𝑚,𝑙 (𝐸 ′ ) − 𝑏𝛽,𝑚,𝑙
(𝐸)𝑏𝛼,𝑚,𝑙 (𝐸′ )}
∑ ∫ 𝑑𝐸𝑑𝐸 ′ 𝑒 ℏ(𝐸−𝐸′)𝑡 {𝑎𝛽,𝑚,𝑙
ℎ
𝑚

(2.3)

𝛼,𝛽

また強磁性体中での散乱行列を𝑠̂ 𝑚𝑛,𝑙𝑙′ と定めると、消滅演算子の間は(2.4)式のような関係
が成り立つ。

𝛼,𝛽

𝑏𝛼,𝑚,𝑙 (𝐸) = ∑ 𝑠̂ 𝑚𝑛,𝑙𝑙′ (𝐸)𝑎𝛽,𝑛,𝑙′ (𝐸)
𝛽,𝑛,𝑙′

(2.4)

𝛼,𝛽

散乱行列𝑠̂ 𝑚𝑛,𝑙𝑙′ の成分は、𝑙 = 𝑙 ′ 要素では反射係数、𝑙 ≠ 𝑙 ′ 要素では透過係数を表す。また
Hermite 共役は、(2.5)式のようになる。
𝛽,𝛼

†
†
†
(𝐸) = ∑ 𝑎𝛽,𝑛,𝑙
𝑏𝛼,𝑚,𝑙
′ (𝐸)𝑠̂ 𝑛𝑚,𝑙 ′ 𝑙 (𝐸)
𝛽,𝑛,𝑙′

(2.5)

これにより、𝑏𝛼,𝑚,𝑙 を𝑎𝛼,𝑚,𝑙 で書き換える事が可能となる。また𝑎𝛼,𝑚,𝑙 には、非磁性体𝑙中にお
ける電子の分布関数（Fermi-Dirac(FD)分布関数）𝑓𝑙 (𝐸)を用いて、(2.6)式のような関係が
成り立つ。
†
〈𝑎𝛼,𝑚,𝑙
(𝐸)𝑎𝛽,𝑛,𝑙′ (𝐸 ′ )〉 = 𝑓𝑙𝛼𝛽 (𝐸)𝛿𝑚𝑛 𝛿𝑙𝑙′ 𝛿(𝐸 − 𝐸 ′ )

(2.6)

今、電流期待値〈𝐼̂𝑙 (𝜔)〉を 0 近傍において展開することを考えると１次の項は、
〈𝐼̂𝑙 (𝜔)〉 = 𝑔̂𝑋,𝑙 (𝜔)𝑋(𝜔)
𝑔̂𝑋,𝑙 (𝜔) = −

𝜕𝑠̂ 𝑚𝑛,𝑙𝑙′ (𝐸) †
𝑒𝜔
𝜕𝑓𝑙′ (𝐸)
∑ ∫ 𝑑𝐸 (−
)∑(
𝑠̂ 𝑚𝑛,𝑙𝑙′ (𝐸) − H. c. )
4𝜋 ′
𝜕𝐸
𝜕𝑋
𝑚,𝑛

𝑙

(2.7)
(2.8)

𝛼,𝛽

となる。ここで、散乱行列𝑠̂ 𝑚𝑛,𝑙𝑙′ は𝑋(𝑡)に依存するとする。また H.c.は Hermite 共役
(Hermite conjugate)を表す。更に簡単のため、低温における場合を考えると、(2.9)式のよ
うな近似ができる。
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−

𝜕𝑓𝑙′ (𝐸)
= 𝛿(𝐸 − 𝜀F )
𝜕𝐸

(2.9)

ここで、𝜀F は Fermi エネルギーである。これにより電流期待値は(2.10)式のようになる。

〈𝐼̂𝑙 (𝜔)〉 = −

𝜕𝑠̂ 𝑚𝑛,𝑙𝑙′ †
𝑒𝜔
∑ {
𝑠̂ 𝑛𝑚,𝑙′ 𝑙 − H. c. } 𝑋(𝜔)
4𝜋
𝜕𝑋
′

(2.10)

𝑚,𝑛,𝑙

粒子数演算子𝑄̂ (𝑡)をd𝑄̂/𝑑𝑡 = 𝐼̂(𝑡)と定めると、𝑄̂ (𝑡)の Fourier 成分は、𝑋(𝜔)以外の部分が
𝜔に依存しないことに注意すると、

𝑄̂ (𝑡) =

𝜕𝑠̂ 𝑚𝑛,𝑙𝑙′ †
𝑒
∑ {
𝑠̂ 𝑛𝑚,𝑙′ 𝑙 − H. c. } 𝑋(𝑡)
4𝜋𝑖
𝜕𝑋
′

(2.11)

𝑚,𝑛,𝑙

と表せる。粒子数演算子𝑄̂(𝑡)は前述してある通り、𝑄̂(𝑡) = 𝑒𝑛̂(𝑡)であり、d𝑄̂/𝑑𝑡 = 𝐼̂(𝑡)の関
係から、(2.2)式のようになる。これにより、
(2.12)

𝜕𝑠̂ 𝑚𝑛,𝑙𝑙′ †
𝜕𝑛̂𝑙
1
=
∑
𝑠̂ 𝑛𝑚,𝑙′ 𝑙 + H. c.
𝜕𝑋 4𝜋𝑖
𝜕𝑋
′
𝑚,𝑛,𝑙

となる。ここで(2.1)式の電流演算子に立ち返ると、電流成分が無視でき、𝐼̂pump =
pump

̂ ⋅ 𝑰S
−(𝑒/ℏ)𝝈

となることは (2.2)、(2.12)式を見れば自明である。今、磁化の歳差運動の

軸と垂直な平面における方位角 𝜑を変数𝑋とすることを考える。更に F/N 界面におけるス
𝐩𝐮𝐦𝐩

ピン緩和が起こらない事を仮定する。すると𝐈𝐒

𝐩𝐮𝐦𝐩

𝐈𝐒

=

′

は(2.13)式のように表せる。

ℏ
𝑑𝐦
𝑑𝐦
(𝐴𝐫 𝐦 ×
− 𝐴i
)
4𝜋
𝑑𝑡
𝑑𝑡
′

∗

∗

𝜎
𝜎
𝑔𝜎𝜎 = ∑ [𝛿𝑚𝑛 − 𝑟𝑚𝑛
(𝑟𝑚𝑛
) ],

↑
↓
𝑡 ↑↓ = ∑ 𝑡𝑚𝑛
(𝑡𝑚𝑛
)

𝑚𝑛

𝑚𝑛
↑↓

↑↓

𝐴 =𝑔 −𝑡 ,

(2.13)

𝐴r = Re[𝐴],

𝐴i = Im[𝐴]

(2.14)
(2.15)

ここで、𝜎の添字はスピンのアップ、ダウンを表し、r, 𝑡は反射係数および透過係数を表
す。更に𝑔はミキシングコンダクタンスを表す。各スピンに対する散乱行列のユニタリー
性を考えることによって、𝐴r + 𝑖𝐴i = 𝑔↑↓ − 𝑡 ↑↓とすることが可能であり、最終的にスピン流
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の実部を(2.16)のような形式で表すことが出来る。

pump

𝐼S

=

ℏ ↑↓
𝑑𝐦
𝑔 [𝐦 ×
]
4𝜋
𝑑𝑡 i

(2.16)

ここで添字iはスピン流の偏極方向を表し、[𝐦 × (𝑑𝐦/𝑑𝑡)]i はその軸の成分を表す。これに
よりスピンポンピングにより生成されるスピン流密度の直流成分は(2.17)式のように表さ
れる[26]。

𝑗s =

𝜔 2𝜋/𝜔 ℏ ↑↓ 1
𝑑𝐦(𝑡)
∫
𝑔eff 2 [𝐦(𝑡) ×
] 𝑑𝑡
2𝜋 0
4𝜋
𝑑𝑡 i
𝑀S

(2.17)

このように、スピンポンピングによって誘起されるスピン流は磁化のダイナミクスにおけ
るダンピング項を反映した形で表される。1.1.4 で概説したようにダンピングが注入される
スピン流と関係があることは直感的に理解できる。
次にスピンポンピングにおける基礎的な式の導出を行う[26]。具体的な指針としては、
Landau-Lifsitz-Gilbert（LLG）方程式を解くことにより得られた解からどういった形式
のスピン流が非磁性体に注入されるか紹介する。

図 2.2 強磁性体の系における磁化や外部磁場方向の概形図 [26]
まず図 2.2 のような静磁場𝐇下にある強磁性体を考える。静磁場𝐇により生じる反磁場
𝐇𝐌 を加味することによって、有効的な外部磁場𝐇𝐞𝐟𝐟 は以下の式(2.18)のようになる。
𝐇𝐞𝐟𝐟 = 𝐇 + 𝐇𝐌
ここで、
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(2.18)

0
𝐇 = 𝐻 ( sin(𝜃M − 𝜃H ) ) ,
cos(𝜃M − 𝜃H )

0
𝐇𝐌 = −4𝜋𝑀S cos 𝜃M ( sin 𝜃M ).
cos 𝜃M

である。𝜃H , 𝜃M , 𝐻, 𝑀S はそれぞれ強磁性体の面直軸(y’軸)に対する外部磁場角、磁化角、外
部磁場の大きさ、飽和磁化である。磁化𝐌と有効磁場𝐇𝐞𝐟𝐟 の関係𝐌 × 𝐇𝐞𝐟𝐟 = 𝟎から、静的な
平衡条件は以下の(2.19)式のように与えられる。
2𝐻sin(𝜃H − 𝜃M ) + 4𝜋𝑀S sin 2𝜃M = 0

(2.19)

このような系に対して、x 軸方向に外部から交流磁場𝐡(𝑡)を印加することにより、磁化𝐌
にトルク𝐦(𝑡)を働かせ、歳差運動させる。トルク𝐦(𝑡)により生じる反磁場を𝐇𝐦 (𝑡)とする
と、正味の有効磁場は(2.20)式のようになる。
𝐇𝐞𝐟𝐟 (𝑡) = 𝐇 + 𝐇𝐌 + 𝐇𝐦 (𝑡) + 𝐡𝐫𝐟 (𝑡)

(2.20)

ここで、
0
𝐇m (𝑡) = −4𝜋𝑚𝑦 (𝑡) sin 𝜃M ( sin 𝜃M ) ,
cos 𝜃M

ℎ𝑒 𝑖𝜔𝑡
𝐡(𝑡) = ( 0 ).
0

である。

磁化のダイナミクスは以下の(2.21)式のような LLG 方程式により記述される。

𝑑𝐌(𝑡)
𝛼eff
𝑑𝐌(𝑡)
= −𝛾𝑒 𝐌(𝑡) × 𝐻eff +
𝐌(𝑡) ×
𝑑𝑡
𝑀s
𝑑𝑡

(2.21)

ここで、𝛾𝑒 , 𝛼effはそれぞれ電子の磁気回転比、ダンピング定数である。上記のような系を
平衡状態における磁化𝐌周りを歳差運動する磁化𝐦(𝑡) = (𝑚𝑥 𝑒 𝑖𝜔𝑡 , 𝑚𝑦 𝑒 𝑖𝜔𝑡 , 0)を LLG 方程式
の解と仮定することを考える。ここで𝜔(= 2𝜋𝑓)は外部交流磁場の角周波数である。共鳴条
件は外部交流磁場とダンピング項を無視し、(2.21)式における固有振動数𝜔を探すことによ
り得ることが出来る。また(2.19)式を用い、(2.22)式のように共鳴条件が決まる。

𝜔 2
( ) = [𝐻𝑅 cos(𝜃𝐻 − 𝜃𝑀 ) − 4𝜋𝑀𝑆 cos 2𝜃𝑀 ] × [𝐻𝑅 cos(𝜃𝐻 − 𝜃𝑀 ) − 4𝜋𝑀𝑆 cos2 𝜃𝑀 ]
𝛾𝑒
12

(2.22)

FMR 条件下にある𝐦(𝑡)の動的成分は、(2.19)、(2.22)式を用い、(2.21)式の LLG 方程式を
解く事により決めることが出来る。
𝑚𝑥 (𝑡)
=

4𝜋𝑀S ℎ𝛾𝑒 {2𝛼𝜔 cos 𝜔𝑡 + [4𝜋𝑀S 𝛾𝑒 sin2 𝜃M + √(4𝜋𝑀S )2 𝛾𝑒2 sin4 𝜃M + 4𝜔 2 ] sin 𝜔𝑡}
8𝜋𝛼𝜔√(4𝜋𝑀S )2𝛾𝑒2 sin4 𝜃M + 4𝜔 2

𝑚𝑦 (𝑡) = −

(2.23)

4𝜋𝑀S ℎ𝛾𝑒 cos 𝜔𝑡
4𝜋𝛼√(4𝜋𝑀S )2 𝛾𝑒2 sin4 𝜃M + 4𝜔 2

(2.24)

(2.17)、(2.23)、(2.24)式を用いて、スピン流密度は(2.25)式のような具体的な表式を得る。

𝑗s =

↑↓ 2 2
𝑔eff
𝛾𝑒 ℎrf ℏ[4𝜋𝑀S 𝛾𝑒 sin2 𝜃M + √(4𝜋𝑀S )2 𝛾𝑒2 sin4 𝜃M + 4𝜔 2 ]
8𝜋𝛼 2[(4𝜋𝑀S )2 𝛾𝑒2 sin4 𝜃M + 4𝜔 2 ]

(2.25)

強磁性体の磁化が面内方向を向いている場合、𝜃M = 𝜋/2 であり、スピン流密度は、

𝑗s =

↑↓ 2 2
𝑔eff
𝛾𝑒 ℎrf ℏ[4𝜋𝑀S 𝛾𝑒 + √(4𝜋𝑀S )2 𝛾𝑒2 + 4𝜔 2 ]
8𝜋𝛼 2 [(4𝜋𝑀S )2𝛾𝑒2 + 4𝜔 2 ]

(2.26)

と表される。また(2.26)式の𝛼は、Py の FMR の半値幅を、半値全幅（FWHM: Full
Width at Half Maximum）として扱った場合の式である。本研究では半値幅を半値半幅
(HWHM: Half Width Half Maximum)として扱うため、𝛼~Δ𝐻において、Δ𝐻 ′ = Δ𝐻/2とし
て扱う。そのため、(2.26)式の𝑗S は(2.27)式のようになる。

𝑗s =

↑↓ 2 2
𝑔eff
𝛾𝑒 ℎrf ℏ[4𝜋𝑀S 𝛾𝑒 + √(4𝜋𝑀S )2 𝛾𝑒2 + 4𝜔 2 ]
2𝜋𝛼 2 [(4𝜋𝑀S )2𝛾𝑒2 + 4𝜔 2 ]

(2.27)

歳差運動を行っている磁化ベクトルの軌道は、強磁性体内の反磁場の影響によって歪め
られる。歳差運動軌道はスピン流生成に強く影響を与える事が考えられるので、この効果
も加味してスピン流を議論しなければならない。
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図 2.3 異なる磁化方向による歳差運動軌道

(a)面直 (b)斜め (c)面内

図 2.3 は異なる磁化方向による歳差運動軌道を表している。この軌道形状（楕円率）を𝑃
と表すとする。また、これらの楕円軌道の面積を𝑆 = 𝜋|𝑚x ||𝑚y |と定義し、更に𝑃を𝑃 ≡
𝑆/𝑆 circと規格化する事を考える。ここで、𝑆 circ は図 2.3(a)のような磁化が面直を向いて反
磁場の影響を受けず、軌道が真円となっている場合の面積である。(2.23)、(2.24)式を用い
ることにより、𝑃は(2.28)のようになる。

𝑃=

2𝜔[4𝜋𝑀S 𝛾𝑒 sin2 𝜃M + √(4𝜋𝑀S )2 𝛾𝑒2 sin4 𝜃M + 4𝜔 2]
[(4𝜋𝑀S )2 𝛾𝑒2 sin4 𝜃M + 4𝜔 2]

(2.28)

歳差運動軌道の影響を補正したスピン流密度𝑗̃は、𝑗
̃𝑠 = 𝑃 × 𝑗S となる。先ほど示した(2.25)
𝑠
式では、反磁場の影響を考えてスピン流密度の導出を行っているため、既に上記のような
楕円率𝑃の影響を加味した形式で表記されている。このようにしてスピンポンピング法で
はスピン流を非磁性体中へ流入している。
次に、一般的に Py/Pt などの強磁性金属(F)/非磁性金属(N)二層膜で行われるスピンポン
ピングによる逆スピンホール電圧𝑉ISHE の導出を行う。(2.27)式で導出したスピン流密度
は、F/N 界面での表式である。NM にスピン注入後は(2.29)式のように、スピン緩和によ
り z 軸方向の関数としてスピン流密度は減衰する。
𝑡 −𝑧
sinh ( N
)
𝜆sf
(𝑧)
𝑗S
=
𝑗S
𝑡
sinh ( N )
𝜆sf
ここで、𝑡N , 𝜆sf は非磁性体の膜厚およびスピン拡散長である。
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(2.29)

注入されたスピン流密度は、逆スピンホール効果によって、スピン流-電流変換が行われ
て、(2.30)式のような電流密度を得る。

2𝑒
𝑗C (𝑧) = 𝜃SHE ( ) 𝑗S (𝑧)
ℏ

(2.30)

ここで、𝜃SHEはスピンホール角である。
また、(2.30)式を用いることによって平均的な電流密度〈𝑗C 〉を得る。

〈𝑗C 〉 =

1 𝑡N
∫ 𝑗 (𝑧)𝑑𝑧
𝑡N 0 C

(2.31)

これにより、逆スピンホール電圧𝑉ISHE は、

𝑉ISHE =

𝑅F 𝑅N
𝐿
𝜃SHE 𝐿𝜆sf tanh(𝑡F /2𝜆sf ) 2𝑒
〈𝑗C 〉 =
𝐼C =
( ) 𝑗S
𝑅F + 𝑅N
𝜎N + (𝑡F /𝑡N )𝜎F
𝑡N 𝜎N + 𝑡F 𝜎F
ℏ

(2.32)

となり、最終的に(2.33)式のように表せる。

𝑉ISHE

↑↓
𝜃SHE 𝑒𝐿𝑃𝜔𝜆sf 𝑔eff
sin2 𝜃
𝑡N
=
tanh (
)
2𝜋(𝜎N 𝑡N + 𝜎F 𝑡F )
2𝜆sf

𝜃 = ℎrf /Δ𝐻

(2.33)
(2.34)

ここで、𝑅F , 𝑅N , 𝐿, 𝜎N , 𝜎F , 𝑡F , 𝜃, ℎrf , Δ𝐻 はそれぞれ強磁性体の抵抗、非磁性体の抵抗、素子長
さ、非磁性体の電気伝導度、強磁性体の電気伝導度、膜厚、歳差運動角、外部交流磁場、
および FMR スペクトルの HWHM である。歳差運動角𝜃は、LLG 方程式の解より得る事
ができる。
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2.2.

面内スピンバルブによるスピン注入

面内スピンバルブにおいても、スピンポンピング法と同様スピン流の生成が可能であ
る。以下に面内スピンバルブに用いる基礎理論を紹介する[27, 28]。

2.2.1.

スピン拡散

スピン流は、非磁性体中に生じた非平衡なスピン蓄積量の空間勾配を指し、それを記述
するためにはスピン依存伝導を取り扱う必要がある。それはスピンのアップ、ダウンに関
して異なる伝導チャネルを用意するモデルで、強磁性体の電気伝導を説明するために Mott
により初めて提案された[29]。これを 2 電流モデルと呼ぶ。まず、以下のようなスピンチ
ャネル𝜎の時の、電流密度𝑗𝜎 を考える（𝜎はスピンのアップあるいはダウンに対応）
。
𝒋σ = 𝜎𝜎 𝑬 − 𝑒𝐷𝜎 𝛁𝛿𝑛𝜎

(2.35)

ここで、1 項目は電場によるドリフト電流密度、2 項目は電子密度における定常状態から
変位𝛿𝑛𝜎 による拡散電流密度を表している。また𝜎σ , 𝐷𝜎 はそれぞれスピンチャネル𝜎におけ
る電気伝導度、拡散係数である。この電流密度𝑗𝜎 を電場と電位の関係𝑬 = −𝛁𝜙、Einstein
の関係式σσ = 𝑒 2 𝑁𝜎 𝐷𝜎 および𝛿𝑛𝜎 = 𝑁𝛿𝜀𝜎 により(2.36)式のように変形する。

𝐣σ = −
=−

𝜎𝜎
𝛁𝛿𝑛𝜎
[𝑒𝛁𝜙 +
]
𝑒
𝑁𝜎 (𝜀F )
𝜎𝜎
[𝑒𝛁𝜙 + 𝛁𝛿𝜀𝜎 ]
𝑒

(2.36)

電気化学ポテンシャル(ECP)𝜇𝜎 = 𝑒𝜙 + 𝜀𝜎 を定義する事により、電流密度は

𝐣σ = −

𝜎𝜎
𝛁𝜇𝜎
𝑒

(2.37)

となる。この電流密度の表式を用いて、電荷およびスピンの連続の方程式を考えると、
𝛁 ⋅ (𝐣↑ + 𝐣↓ ) = 0

(2.38)

𝛿𝑛↑ 𝛿𝑛↓
𝛁 ⋅ (𝐣↑ − 𝐣↓ ) = −𝑒 (
−
)
𝜏↑↓
𝜏↑↓

(2.39)

のようになる。また Fermi 準位における平衡条件𝑁↑ /𝜏↑↓ = 𝑁↓ /𝜏↑↓ を用いることにより、
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𝛁 𝟐 (𝜎↑ 𝜇↑ + 𝜎↓ 𝜇↓ ) = 0
𝛁 𝟐 (𝜇↑ − 𝜇↓ ) =

1
(𝜇 − 𝜇↓ )
𝜆2sf ↑

(2.40)
(2.41)

となる。ここで、𝜆sf = √𝐷𝜏sf であり、これをスピン拡散長と呼ぶ。また、
1
1 1 1
= ( + )
𝜏sf 2 𝜏↑ 𝜏↓

(2.42)

1
1 𝑁↓
1 𝑁↑
=
+
𝐷 𝐷↑ 𝑁↑ + 𝑁↓ 𝐷↓ 𝑁↑ + 𝑁↓

(2.43)

である。スピン拡散は(2.38)および(2.39)を基礎方程式として議論される。

2.2.2.

スピン蓄積

面内スピンバルブを用いて行うスピン注入、つまりスピン蓄積の特徴を明らかにするた
めに、図 2.4(a)のような強磁性体/非磁性体(F/N)の接合系について、(2.39)式を解く[27]。
簡単のために、界面におけるスピン緩和などは起こらないものとする。(2.37)を満たすよ
う注意すると、非磁性体 N、強磁性体 F に関して以下のような解を得る。
𝜎
𝜇N
= ̅̅̅̅
𝜇𝑁 + 𝜎(𝑎1 𝑒 −|𝑥|/𝜆N − 𝑎2 𝑒 −|𝑥−𝐿|/𝜆N )
𝜎
𝜇F1
= ̅̅̅̅̅
𝜇𝐹1 + 𝜎𝑏1

𝜎𝐹1 −𝑧/𝜆
F
𝜎 𝑒
𝜎𝐹1

(2.44)
(2.45)

ここで𝑥 < 0において、𝜇
̅̅̅N̅ = −(𝑒𝐼/𝜎N 𝐴J )𝑥 であり、𝑥 > 0において、𝜇
̅̅̅N̅ = 0である。また
𝑧 > 0において、𝜇
̅̅̅F = −(𝑒𝐼/𝜎N 𝐴J )𝑧 + 𝑒𝑉1 であり、𝑧 < 0において、𝜇
̅̅̅F = 0である。また
𝜆𝑁 , 𝜆F , 𝐴J はそれぞれ、非磁性体、強磁性体のスピン拡散長、接合間の面積である。更に
(2.44)式の右辺第 2 項の係数𝜎はスピンがアップの時＋、ダウンの時−を表す。𝑎1 , 𝑎2 , 𝑏1 は
境界条件により決定される。これにより、図 2.4(b)のような概形を得ることが出来る。強
磁性体からスピン偏極電流が流れこむことによって非磁性体では𝑥 = 0においてスピン蓄積
Δ𝜇(= 𝜇 ↑ − 𝜇↓ )が生じる。𝑥 < 0の領域ではバイアスがかかっているためスピン偏極電流が
流れる一方、𝑥 > 0の領域では純粋なスピン蓄積量の減衰のみが起こり、図 2.4(b)のように
スピン流(𝑗S = 𝑗N↑ − 𝑗N↓ )が流れる。
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図 2.4

2.2.3.

(a)F/N 接合の断面図 (b) 非磁性体中の各𝜎の電気化学ポテンシャル

スピン蓄積の検出

面内スピンバルブ素子では、スピン注入を行った接合のもう片方の接合においてスピン
蓄積量の検出を行う。具体的には強磁性体/非磁性体の接合間電圧を測定することにより検
出する。スピン流はスピン蓄積の拡散現象により発生し、非磁性体中を拡散してきたスピ
ン蓄積は強磁性体中に吸収される。強磁性体中では Fermi 準位近傍の状態密度がスピンに
依存するので、電気化学ポテンシャル(ECP)は図 2.5(a)の F2 中でのように、非対称に緩和
する[27]。検出側強磁性体端子の磁化がスピン蓄積に対応するスピン（すなわち注入強磁
性体端子の磁化に対応するスピン）と反平行な場合、平行な場合と比較して図 2.5(a)の F2
中の点線部のように磁性体中で緩和した化学ポテンシャルは異なるエネルギー値をとる。
つまり図 2.5(b)のように、外部から強磁性体電極に沿う方向に磁場を掃引してやり、2 つ
の強磁性体の磁化方向を平行、反平行かの状態を作れば、スピン信号Δ𝑅S を見積もること
が可能となる[13,14,30]。

図 2.5

(a) 非磁性体および強磁性体中の各𝜎の ECP (b) 検出スピン信号の概形
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またスピン信号の大きさΔ𝑅S であるが、2.2.2 同様に、N/F2 界面での(2.39)式を解くことに
より導出が可能である[27]。得られた ECP の解の未知係数を境界条件により定めることに
よって、

2

4𝑅SN [
Δ𝑅S =

𝑅SF
𝑃I
𝑅I
𝑃F
−𝐿/𝜆N
2 ( N) +
2 ( N )] 𝑒
1 − 𝑃I 𝑅S
1 − 𝑃F 𝑅S
2

𝑅SF
2
𝑅I
2
−2𝐿/𝜆N
[1 +
2 ( N) +
2 ( N )] − 𝑒
1 − 𝑃I 𝑅S
1 − 𝑃F 𝑅S

(2.46)

となる。ここで、𝑃I , 𝑅I , 𝑃F , 𝐿はそれぞれ接合界面のスピン偏極率、接合界面抵抗、強磁性体
のスピン偏極率、2 つの強磁性体間距離である。𝑅SN , 𝑅SF はそれぞれ非磁性体と強磁性体の
スピン抵抗と呼ばれるパラメータで、

𝑅S ≡

1
𝜆
𝜎 (1 − 𝑃2 )𝐴

(2.47)

と定義される（ここで、𝜆, 𝜎, 𝑃, 𝐴はそれぞれスピン拡散長、電気伝導度、スピン偏極率、
スピン流が流入される界面面積）
。物質のスピン吸収のしにくさを表す指標となってい
る。
(2.46) 式を見ても明らかな通り、スピン信号Δ𝑅S は強磁性体間距離𝐿に依存して減衰して
いく。従って、スピン信号Δ𝑅S の距離依存性を調べることによって、物質中のスピン拡散
長𝜆を算出することができる。
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第3章
3.1.

実験手法

素子作製 -リフトオフ法-

本研究で用いた素子はリフトオフ法を用いて作製した。リフトオフ法とは、基板上に紫外
光に対する感光率の高い有機物のレジストを堆積し、素子パターンに現像されたレジスト
（マスク）を用いて基板に対して蒸着を行う手法である。その後、有機溶剤などを用いてレ
ジストを溶解し、素子のみを得ることができる。これがリフトオフ法である。以下にリフト
オフ法を行うための過程を示す。

3.1.1.

フォトリソグラフィー

フォトリソグラフィー（PL）は紫外光に対する感光率の高い有機物（レジスト）を用い
て基板上にレジストパターンを描画する技術である。マスクレス露光装置（ナノシステムソ
リューションズ社製 D-light-DL1000RS）を用いてリソグラフィーを行った。試料パターン
は AutoCAD を用いて作製した。
以下、PL の使用手順を示す。
(1) 下準備 (基板洗浄)
Si 基板をスクライバーによって 20 mm 角に切り出す。その後、アセトンに浸し数十分
間、超音波洗浄を行う。更に基板表面に吸着している有機物を取り除くために UV 露光
洗浄を 3 分間程行う。
(2) レジスト塗布
プライマと呼ばれるレジストの吸着力を向上させる薬液を基板上に滴下し、スピンコー
ターにより 5 秒間 500 回転、40 秒間 5000 回転させ均一に成膜する。その後、固化さ
せるためにオーブンにて 5 分間 80 度でベークを行う。成膜されたプライマ上にレジス
トとなる AZ1500 を滴下し、同様にスピンコーターにより均一にする。AZ1500 のベー
クに関して温度等は同じで、時間は 10 分間行う。
(3) 露光
露光を行う。前述したが、数回リソグラフィーを行う必要がある素子は電極等がずれな
いようにマークなどを使い位置合わせをしてから露光を行う。
(4) 現像
現像とは露光された部分のレジストを現像液と反応させ除去する事である。まず、基板
をピンセットで挟んだまま現像液中に浸し上下させる。その後、超純水により 30 秒程
度リンスを行い、ブロワーで水分を吹き飛ばす。
以上が PL の過程である。
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3.1.2.

電子線リソグラフィー

面内スピンバルブ素子（強磁性体/非磁性体の複合構造）の作製には電子線リソグラフィ
ー（EBL）を用いた。EBL は PL とは異なり、1 m スケール以下の描画が可能である。ス
ピンバルブ素子では、強磁性体と非磁性体の接合界面を清浄に保つために（酸化させずに）
立体レジストを用いた斜め蒸着により作製される。立体レジストとは、電子線の感光率の異
なった 2 つのレジスト材料からなるものである。1 層目の Si 基板直上に感光率の高いレジ
スト（MMA）を用い、2 層目にそれよりも感光率の低いレジスト（PMMA）を堆積させる
ことで、現像後に反り立つ谷のようなマスク構造を得ることができる。以下にリソグラフィ
ーを行うまでの過程を示す。
(1) 下準備 (基板洗浄)
位置合わせパターン付きの基板の洗浄を行う。アセトンに浸した状態で、10 分程度超
音波洗浄を行う。ブロワーで乾燥後、付着物等が残っていないか十分に確認する。
(2) レジスト塗布
(ⅰ) MMA を滴下し、スピンコーターにより全体的に均す。5 秒間スロープ、10 秒間 500
回転、90 秒間 1500 回転、10 秒間スロープを行う。その後、MMA を固化させるために
ホットプレート上で 90 秒間 180 度でベーキングする。
(ⅱ) PMMA を滴下し、スピンコーターにより全体的に均す。5 秒間 500 回転、40 秒間
5000 回転、5 秒間スロープを行う。その後、PMMA を固化させるためにホットプレー
ト上で 90 秒間 180 度でベーキングする。
(3) EBL
(4) 現像
現像液に 30 秒間浸し現像を行う。その後 IPA でリンスを行う。

3.1.3.

電子線加熱蒸着

リソグラフィーにより、パターニングされたレジストマスク付き基板に対して蒸着を行
う。抵抗加熱に比べて電子線（EB）加熱蒸着の利点は、加熱源である EB を発生させるフ
ィラメントをるつぼ直下に設置することができるので、るつぼを冷却しながらターゲット
のみを加熱することができ、るつぼの汚染を防ぐことができる点である。
以下、実際に Py/Ag/Bi2O3 のスピンポンピングの実験に用いた試料の作製方法を示す。
（図
3.1）
。
(a) Py/Ag/Bi2O3 三層構造の作製
(1) 試料室へ基板ロード
レジストマスクのついた基板をサンプルホルダーにセットし、ロードロック（LL）チャ
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ンバーへフォルダーをロードする。
(2) 真空引き
まずロータリーポンプによって大気圧からある程度真空に引いた後、ターボ分子ポンプ
を用いて高真空領域（~10-7 Torr）まで引く。更にクライオポンプにより真空引きを行
い、ベースプレッシャーを~10-8 Torr 程度にする。
(3) 蒸着(Py)
基板直上に Py をレート 0.05 nm/s 程度で 5 nm 蒸着する。
(4) 蒸着(Ag)_試料搬送および真空引き
その後、非磁性体 Ag を蒸着する。そのためにまず、磁性不純物の混入を避けるために、
LL チャンバーからメインチャンバーへサンプルホルダーを搬送（トランスファー）し、
サンプルホルダーをメインチャンバー側のサンプルマニピュレーターにセットする。マ
ニピュレーターからターゲット間の距離が LL チャンバーと比べて近いため、ターゲッ
トからの輻射熱によりサンプルホルダーが温まりやすく、レジストがダメージを受ける。
そのためフォルダー裏側に冷却機構が成されており、液体窒素を冷媒として使用する。
メインチャンバーのベースプレッシャーは~10-9 Torr 程度である。
(5) 蒸着(Ag)
メインチャンバー内にあるムービングシャッターを利用し、Ag をレート 0.2 nm/s で 0
- 20 nm ウェッジ蒸着する。メインチャンバーから LL チャンバーへサンプルホルダー
をトランスファーする。
(6) 蒸着(Bi2O3)
Bi2O3 を 10 nm 蒸着する（今回、Bi2O3 に対する参照素子として Al2O3 10 nm の素子も
同様にして作製した）
。
(7) リフトオフ
LL チャンバーの大気開放を行い、サンプルホルダーを取り出す。サンプルをアセトン
に浸け、シェイカーで数時間リフトオフを行う。その後、更に素子端に残ったレジスト
を除去するため、アセトンに浸けた状態で 1 時間程度、超音波洗浄を行う。
(b) 直流電圧検出用 Cu 電極の作製
次に電圧を検出するための Cu 電極を作製する（図 3.1（b）
）。まず 3.1.1.で前述した方法
で、PL を行い、Cu 電極用のマスクを作製しておく。Cu や Au などの電極はクリーンルー
ム内の共用設備である汎用 EB 蒸着チャンバーを用いて成膜した。
(8) チャンバー内のベースプレッシャーは~10-7 Torr 程度まで真空引きを行う。
(9) Cu をレート 0.2 nm/s 程度で 50 nm 蒸着する。
(10) (7)の手順のように、リフトオフ、洗浄を行う。
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(c) 絶縁層 Al2O3 の作製
次に Cu 電極と Au ウェーブガイド間が導通しないように、Al2O3 絶縁層を蒸着する（図
3.1 (c)）
。3.1.1.で前述した方法で、PL を行い、Al2O3 絶縁層用のマスクを作製しておく。
(11) (2)のベースプレッシャーにおいて、Al2O3 をレート 0.1 nm/s 程度で 100 nm 蒸着す
る。
(12) (7)の手順のように、リフトオフ、洗浄を行う。
(d) コプレナー・ウェーブガイド(WG)用 Ti/Au 電極の作製
最後に、Oersted 磁場発生用のウェーブガイドを作製するため、Ti/Au を蒸着する（図 3.1
(d)）
。3.1.1.で前述した方法で、PL を行い、Au ウェーブガイド用のマスクを作製しておく。
(13) クリーンルーム内の蒸着チャンバーにおいて、始めにバッファーとなる Ti を 0.010.02 nm/s 程度で 5 nm 蒸着する。次に Au をレート 0.2 nm/s 程度で 200 nm 蒸着す
る。
(14) (7)の手順のように、リフトオフ、洗浄を行う。

図 3.1 スピンポンピング測定用素子の作製手順
上記の 4 工程を経て、スピンポンピング測定用素子を作製した。
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3.1.4.

面内スピンバルブ素子の作製

強磁性体/非磁性体の複合構造である面内スピンバルブ素子の作製手順を以下に示す。
(1) Au 電極を Si 基板上に作製する。Au 電極は 200 nm 程度蒸着を行う。素子細線（数十
nm 程度の膜厚）とコンタクトを取る部分は段差を無くすために一部 20 nm 程蒸着を行
う。そのため、2 回ずつ PL、Au 蒸着を行う。この時、EBL における位置合わせを行う
ためのマークも電極と一緒にパターニングしておく。
(2) EBL を行う（図 3.2(a), (b)）
。
(3) EB 蒸着により成膜を行う。まず LL チャンバーにおいて、Py をレート 0.05 nm/s 程度
で 20 nm を 45 度の斜め蒸着を行う。その後、メインチャンバーにサンプルホルダーを
トランスファーし、Mg をレート 0.01 nm/s 以下で 0.5 nm45 度斜め蒸着する。再び LL
チャンバーへトランスファーを行い、MgO をレート 0.01 nm/s で 2 nm45 度斜め蒸着
する（図 3.2(c)）
。その後、メインチャンバーにトランスファーをし、図 3.2(d)のように
Ag をレート 0.2 nm/s で 50 nm 蒸着する。
その後、LL チャンバーにトランスファーを行い、Bi2O3 をレート 0.01 nm/s で 10 nm
蒸着する（リファレンスとして Al2O3 も同条件で作製する）
。
(4) リフトオフを行う（図 3.2(e)）
。

図 3.2 面内スピンバルブ素子の作製手順 (a)EBL (b)現像後の立体レジストマスク
(c)Py/Mg/MgO の斜め蒸着 (d)Ag/ Bi2O3 の蒸着 (e)リフトオフ後の素子
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3.2.

測定手法

本研究では、スピンポンピングによるスピン流注入および直流電圧の測定と面内スピン
バルブ素子を用いた非局所測定を行った。以下に各測定の手法を示す。

3.2.1.

スピンポンピング誘起スピン流由来の直流電圧検出法

図 3.3

(a)素子断面図、(b)測定回路図

図 3.3(a)に素子断面図を示す。静磁場 Hex や Oersted 磁場（交流磁場）hrf の印加方向、
スピン流𝐼S の注入方向を示している。また図 3.3(b)は測定回路図を示している。電圧検出に
はナノボルトメーターを使用した。
測定は以下のような手順で行った。
1) 静磁場 Hex を印加し Py の磁化を磁場方向に一様に向かせる。
2) シグナルジェネレータ(SG)から WG に交流電流 Irf を印加する。その結果、Irf により生
じた Oersted 磁場 hrf が図 3.3 (a-b)に示されているような方向に印加され強磁性共鳴が
励起される。
*共鳴磁場において最も効率的に Ag 中へスピン流が注入される。
3) 注入されたスピン流𝐼S は、Ag もしくは Ag/Bi2O3 界面でスピン流-電流変換が起これば、
直流電圧として検出できる。FMR 効果誘起であるので、検出電圧はローレンチアンの
形状のスペクトルとして観測される。
一般的に Py/Pt などの強磁性金属/非磁性金属二層膜で行われるスピンポンピングによる
逆スピンホール電圧 V は(2.33)式で表すことができる [31]。
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3.2.2.

面内スピンバルブ素子を用いた非局所測定

面内スピンバルブ素子とは以下の図 3.4 のように、
2 つの強磁性体細線 F1, F2 に対して、
非磁性体細線 N を橋渡しした構造をもつ。

図 3.4 面内スピンバルブ素子における測定回路
左側の F1/N 接合に電流を流すパスを設け、右側の F2/N 接合において電圧を検出するパス
を作る（電圧の検出はナノボルトメーターを用いて行う）。このような測定手法を非局所測
定といい、F1, F2 間の非磁性体中を電流が流れず、スピン流のみの伝搬を測定することが
できる。また F1, F2 の磁化のスイッチングを行うために、外部磁場（静磁場）Hex を強磁
性体細線に沿って掃引する。すると 2.2.3 で前述してある通り、2 つの磁化方向は平行か反
平行かで検出される電圧に違いが生じる。この時の電圧の差分を電流により割った値をス
ピン信号Δ𝑅S として得ることが出来る。本研究では、このスピン信号の距離依存性を調べる
ことにより[30]、スピン緩和を調べた。
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第4章

測定結果および考察

金属/酸化物界面では、Fermi 準位におけるバンドベンディングに起因した電場が生じ、
相対論的効果により Rashba 効果の発現が理論的に報告されている[25]。本研究ではこの金
属/酸化物界面における Rashba 効果起因のスピン流-電流変換の検出を試みた。実験では、
スピンポンピング法を用いてスピン流を注入し、スピン流-電流変換による直流電圧の観測
を行った。

4.1.

Py/Ag/(Bi2O3 or Al2O3)三層構造における直流電圧の観測

測定試料は、Py(5 nm)/Ag(9.8 nm)/(Bi2O3(10 nm) or Al2O3(10 nm))三層膜を、素子長さ

L = 3.0 mm, 幅 w = 5 m の長方形に加工して作製した。測定回路は図 3.3(b)に示す。図
4.1 に入力電力 PE = 0.06 mW, 周波数 f = 9 GHz の rf 電流をウェーブガイド(Wave Guide :
WG)に印加し測定した結果を示す。黒線が Bi2O3, 緑線が Al2O3 を成膜した試料の結果であ
る。外部磁場 Hex = ±1050 Oe 付近で電圧の観測に成功した。

図 4.1 Py/Ag/(Bi2O3 or Al2O3 ) に対して
スピンポンピングを行い観測された直流電圧の概形
今回 Bi2O3 を成膜した試料において明確な電圧を観測した。この電圧を(4.1)式で示す逆
スピンホール効果の定義に代入するとスピン流-電流変換効率𝜃SHE (≈ 𝑗C /𝑗S )は正となった。

𝒋𝐂 ∝ 𝜃SHE (𝒋𝐒 × 𝝈)
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(4.1)

ここで、𝒋C : 電流密度、𝒋S : スピン流密度、𝝈: Pauli 行列、SHE: スピン流-電流変換効率で
ある。
この系では、電圧変換メカニズムとして、1)Ag 中に Bi が拡散してできる AgBi 合金の逆
スピンホール効果と 2) Ag/Bi2O3 界面誘起のスピン流-電流変換の 2 つが考えられる。1)が
支配的な場合、非局所スピンバルブを用いたスピン吸収の実験[32]からスピン流-電流変換
効率が負になることが考えられ、今回得られた結果とは逆符合になる。また、Ag-Bi 二元系
の相図(図 4.2)[33]を見ると、 AgBi 合金が形成される温度が 540 K 付近なのに対し、素子
作製過程では最大で 380 K (レジストベーク時)なので、Bi が Ag に溶け込んでいるとは考
えにくい。以上のことから、Bi2O3 の試料で観測された電圧は 2) Ag/Bi2O3 界面誘起のスピ
ン流-電流変換が支配的であることが予想される。
一方、Al2O3 の試料でも、Bi2O3 と同じ磁場付近で約 0.5 V (Bi2O3 に比べて 10 分の 1 程
度)の非常に小さな電圧が観測された。この直流電圧は共鳴磁場に対して非対称なスペクト
ルとして観測されていることから、Ag/Al2O3 界面の効果ではなく、Py の AMR 効果由来の
信号であると考えられる[34]。

図 4.2 Ag-Bi の二元系相図[33]
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4.2.
Py/Ag/Bi2O3 三層構造における
スピンポンピングの各種依存性
4.1 において、スピンポンピングにより Py から Ag へスピン流注入を行い、Py/Ag/
Bi2O3 試料において直流電圧の観測に成功した。ここでは、検出された直流電圧がスピン
ポンピング誘起のスピン流に起因しているのかを検討するため、1) 印加周波数依存性
2) 素子長さ依存性 3) 入力電力依存性の 3 つについて調べたので、その結果を順次示して
いく。
4.2.1

印加周波数依存性

Ag 膜厚 tAg = 1.9 nm, 長さ L = 3.0 mm の試料に入力電力 PE =0.05 mW, 周波数 6-9
GHz の rf 電流を印加したときの測定結果を図 4.3 に示す。

図 4.3 Py/Ag/ Bi2O3 での検出電圧の周波数依存性
各周波数（6~9 GHz）において共鳴磁場がシフトしているのが分かる。また図 4.4 に共鳴
磁場と印加周波数の関係を示す。 Kittel の式((4.2 )式)[31,35]で解析した結果、飽和磁化
4𝜋𝑀Sが 0.87 T であることが分かった。この値は、スピンポンピングを用いた実験報告の
Py の4𝜋𝑀S と同程度であることから[26,31]、検出された電圧が Py の強磁性共鳴によって
励起されたものであることが明確に示された。

𝑓R =

𝛾𝑒
√𝐻R (𝐻R + 4𝜋𝑀S )
2𝜋

𝑓R , 𝐻𝑅 はそれぞれ印加周波数と共鳴磁場を表す。
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(4.2)

図 4.4 印加周波数と共鳴磁場の関係
4.2.2

素子長さ依存性

三層構造の素子長さ L の異なる試料における直流電圧の測定結果を図 4.5 に示す。試料
は tAg = 1.9 nm, L = 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm, f = 9 GHz, PE =0.05 mW である。図 4.6 (a)に出
力電圧の素子長さ依存性を示す。検出電圧は、素子長さの増加に対しわずかに増加してい
ることが分かった。
本来 (2.33)式から、出力電圧は素子長さ L に比例することが知られている。しかし、今
回の場合、素子の長さに応じて WG の長さも変化させているため、WG の透過特性が一様
でなく実際に入力される電力が試料の長さに依存している。そこで、入力電力の大きさが
磁化の歳差運動角の 2 乗に比例することを利用して検出電圧を歳差運動角で規格化を行っ
た。その結果を図 4.6(b)に示す。素子長さが長くなるにつれて検出電圧が上昇しているの
がわかる。しかし、式(2.33)から予測される検出電圧の線形増加は見られなかった。今
後、WG の設計を見直し、より大きな出力電圧が出る試料において、出力電圧の素子長さ
依存性を再度確認する必要がある。
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図 4.5 Py/Ag/ Bi2O3 での検出電圧の素子長さ依存性

図 4.6 検出電圧の素子長さ依存性 (a)検出電圧 (b)歳差運動角θで規格化した検出電圧

4.2.3

入力電力依存性

WG に印加する rf 電流の電力の大きさを変えて測定した結果を図 4.7 に示す。tAg = 1.9
nm, f = 9 GHz, PE=0.49-47.3 W, L = 3.0 mm において測定を行った。入力電力の増加
は、歳差運動角の増加につながる。その関係式(歳差運動角の 2 乗と入力電力の関係)を
(4.3)式に示す。

𝜃2 =

𝑃E
2
2
4𝜋 𝑙 𝑅SA Δ𝐻2

(4.3)

𝑙, 𝑅SA = 50 Ω, 𝑃E はそれぞれ WG 中心から素子中心までの距離、スペクトルアナライザの
内部抵抗、スペクトルアナライザで測定した透過電力である。歳差運動角の 2 乗は出力電
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圧に比例するため、(2.33)式より、出力電圧は入力電力と線形関係になることが予測され
る。図 4.8 に検出電圧および歳差運動角の 2 乗の入力電力依存性を示す。式から予測され
たように、完全に線形関係になることが分かった。またこの結果から、今回用いた入力電
力では、歳差運動は線形領域にあることを示している[31]。

図 4.7 Py/Ag/ Bi2O3 での検出電圧の入力電力依存性

図 4.8 検出電圧および
Py の歳差運動角の 2 乗の入力電力依存性
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4.3.

Ag 膜厚依存性

次に検出された電圧が Ag/Bi2O3 界面か Ag 中で誘起されているのかをより明確にするた
め、Ag の膜厚依存性について調べた。図 4.9 に検出スペクトルと検出電圧の Ag 膜厚依存
性を示す。検出電圧は Ag の膜厚増加によって減少していくことが分かる。しかし、この
検出電圧の Ag 膜厚依存性は、入力されたスピン流密度𝑗S に依存するので、単位スピン流
密度(𝑗S )あたりに換算して判断する必要がある。そこで、まずスピン流密度𝑗S の算出に必要
なスピンミキシングコンダクタンスの見積り結果を以下に示していく。

図 4.9 (a) Py/Ag(3.8-12.2 nm)/ Bi2O3 での検出スペクトルの Ag 膜厚依存性 (b) 検出電圧
の Ag 膜厚依存性
スピンミキシングコンダクタンスの見積り
スピン流密度𝑗S を見積もるためには、スピンミキシングコンダクタンスを実験結果から
算出する必要がある。Py/NM 二層膜におけるスピンミキシングコンダクタンスは、式
F/N

F
(4.4)に示すように Py 単層のダンピング定数𝛼eff
と Py/NM 二層膜のダンピング定数𝛼eff を

使って算出することができる[31]。

↑↓
𝑔eff
=

𝑡F 4𝜋𝑀s F/N
F
(𝛼eff − 𝛼eff
)
𝑔𝜇B

(4.4)

g = 2, 𝜇B = 9.27 × 10−24J T-1 はそれぞれ電子の g 因子、ボーア磁子を表す。
そのためダンピング定数の見積もりも必要となる。図 4.10 に Ag の膜厚が異なる試料で
の半値半幅の周波数依存性を示す。この結果を式(4.5)[36]に代入し、各々の試料でのダン
ピング定数を算出した。算出されたダンピング定数と Py のみの場合のダンピング定数
F
(𝛼eff
= 0.008) [37]を用いて、スピンミキシングコンダクタンスを見積もった。ダンピング

定数およびスピンミキシングコンダクタンスの膜厚依存性を図 4.11 に示す。
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Δ𝐻(𝑓) = Δ𝐻(0) +

2𝜋𝑓
𝛼
𝛾𝑒 eff

(4.5)

図 4.10 各 Ag 膜厚での半値幅の周波数依存性

図 4.11 ダンピング定数およびスピンミキシングコンダクタンスの膜厚依存性
ダンピング定数とスピンミキシングコンダクタンスは共に、Ag 膜厚の増加に伴って減少
することが分かった。この結果は、Py/Cu/Pt のような系において Cu の膜厚が増加するに
つれ、ダンピング定数が Py 本来の値に近づいていく結果と一致している[16]。
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電荷電流密度/スピン流密度(𝒋𝐂 /𝒋𝐒 )の Ag 膜厚依存性
図 4.12(a)に検出電圧、素子抵抗、素子幅、および膜厚を用いて計算した電荷電流密度𝑗C
を示す。図 4.12(b)にスピンミキシングコンダクタンスを用いて計算したスピン流密度𝑗S を
示す。また Ag 中でのスピン流の減衰も考えられるため、Ag のスピン拡散長(𝜆Ag = 300
nm)を用いて計算したスピン流密度𝑗S′ も赤プロットで示した。図 4.12(c)に(a) 𝑗Cを(b) 𝑗S で
割った𝑗C /𝑗S の値を示す。(b)と同様に、𝑗S′ の場合も考え、𝑗C /𝑗S′を赤プロットで示した。計算
された𝑗C /𝑗S′ は Ag の膜厚が減少するにつれて、増加することが分かった。この結果も、今
回の検出した電圧が、Ag/Bi2O3 界面でのスピン流-電流変換に起因していることを示す結
果である。なぜなら、Py/Pt などで Pt 層へスピン流 Is を注入した場合、Pt の膜厚が増加
すれば、逆スピンホール効果で出てくる電流 Ic も比例して増加する[26]。そのため、𝑗C /𝑗S′
の Pt 膜厚依存性は一定になる(つまり、Pt のスピン流-電流変換効率はスピン拡散長以下
の領域では一定になる)。しかし、今回は図 4.12(c)のように Ag 膜厚依存性に反比例するよ
うに𝑗C /𝑗S′が減少していることから、スピン流-電流変換は Ag 中ではなく、Ag/Bi2O3 界面で
引き起こされていると考えられる。
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図 4.12 Ag 膜厚依存性 (a)検出電流密度𝑗C (b)スピン流密度𝑗S および𝑗S′
(c)𝑗C /𝑗Sおよび𝑗C /𝑗S′
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4.4.

考察 考えられるスピン流-電流変換メカニズム

最近になって、J.C. Rojas-Sánchez らによって Ag/Bi 界面におけるスピン流-電流変換の
検出が報告された[38]。この報告でも本研究と同じスピンポンピング法を用いて実験が行
われ、実験結果も酷似している。そこで、この論文を参考に本研究で検出されたスピン流電流変換のメカニズムについて考察する。
Ag(111)/Bi 界面では、Bi 表面よりも大きな Rashba 効果が観測できることが
ARPES(Angle-Resolved PhotoEmission Spectroscopy )を用いた先行研究により知られて
いる[39]。そのため Rojas-Sánchez らは、Py/Ag/Bi 三層構造で Py からスピン流を注入し
た場合、Ag/Bi 界面で Rashba 効果によるスピン流-電流変換が引き起こされ、その結果、
直流電圧を検出できたと報告している。
本研究でも、Ag 膜厚依存性や検出電圧の符合からスピン流-電流変換は Ag/Bi2O3 界面で
引き起こされていることが分かった。さらに、Bi2O3 を成膜した試料では直流電圧を明確
に検出できたが、Al2O3 では微小な信号であったことから、今回 Bi2O3 で観測されたスピ
ン流-電流変換にはスピン軌道相互作用が大きく影響していることが予想できる。
そこで、図 4.12(c)で示した𝑗C /𝑗Sの Ag 膜厚依存性のグラフに、Rojas-Sánchez らの実験
結果を重ねてプロットした結果を図 4.13 に示す。黒プロットが本研究(Ag/Bi2O3)の結果、
赤プロットが Rojas-Sánchez ら(Ag(111)/Bi)の実験結果である。この図から、Ag/Bi2O3 の
方が、よりスピン流-電流変換が効率的に行われていることが分かる。もし、このスピン流
-電流変換の起源が Rashba 効果だとすると、Ag(111)/Bi よりも Ag/Bi2O3 の方が大きな
Rashba 効果を示すことになる。現段階では、Ag/Bi2O3 での実験結果が他に例がなく、第
一原理計算などの理論的な報告もないので判断は難しいが、巨大な Rashba 効果を示すこ
とで知られる Ag(111)/Bi よりも大きくなるというのは、直ちには納得しがたい。しかし、
Ag/Bi よりも Ag/Bi2O3 のほうが界面にかかる電場は大きいことが予測されるため、スピン
流-電流変換がより促進される可能性はある。この可能性については今後の実験で検討して
いきたいと考えている。
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図 4.13 Ag/Bi2O3 界面および Ag/Bi 界面における𝑗C /𝑗Sの Ag 膜厚依存性
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第5章

面内スピンバルブ素子を用いた

Ag/Bi2O3 界面のスピン緩和観測
4.1.で述べた Ag/ Bi2O3 界面誘起の直流電圧観測を裏付けるために、面内スピンバルブ素
子を用いた実験を行った。図 5.1 に素子の SEM 像を示す。強磁性体(Py)から Ag 中に注入
されたスピン蓄積量は、フォノンや不純物などの散乱により距離を経る事によって減衰し
ていく[27]。この減衰されたスピン蓄積量をスピン信号という量において議論でき、更に
注入・検出体間距離(L)の依存性からスピン拡散長と呼ばれる量を算出する事もできる。こ
れら量は非磁性体中でのスピン緩和を特徴付ける量であり、もし Ag/ Bi2O3 界面でスピン
緩和が生じているのであれば、これらの量の減少が予想される。今回 Py(20)/
Mg(0.5)/MgO(2)/Ag(50)/ Bi2O3 (10)といったような素子において、スピン信号とスピン拡
散長を算出した。また強磁性体 Py と非磁性体 Ag 間に Mg/MgO という二層を挿入してい
るが、これはスピン信号の出力を増強するためである[40]。

図 5.1 面内スピンバルブ素子 Py/Mg/MgO/Ag/Bi2O3 素子の SEM 像
２つの強磁性体(Py 細線)でスピン流の注入・検出を行い、それらに対して橋渡ししてい
る細線(非磁性体 Ag)中をスピン流を伝搬する。スピン流などのスピン依存伝導では注入・
検出体の磁化状態が影響し、２つの強磁性体の磁化方向が平行か反平行かによって検出さ
れる電圧に違いが生じる。その電圧の差分をとって注入側の強磁性体/非磁性体間に流した
電流量で規格化した抵抗がスピン信号RS となる。磁化方向の反転は、Py 細線に沿って磁
場 H を掃引することによって行う。以下にスピン信号RS の概形とその距離依存性の測定
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結果を示す。また Bi2O3 の参照素子として Al2O3 を用いた場合（つまり Py(20)/
Mg(0.5)/MgO(2)/Ag(50)/Al2O3(10)）の素子）も作製し、同様の測定を行った。図 5.2(a)は
スピン信号の概形で、温度 T = 10 K で、L = 300 nm の時の結果である。スピン信号は、
Bi2O3 ではRS = 2 m、Al2O3 ではRS = 18 mであり、Ag 上に堆積している酸化物の違
いのみでこれだけ大きな差が観測された。また図 5.2(b)はスピン信号の距離依存性を表し
ている。スピン信号と距離の対応は(2.46)式で表すことができる。ここで𝑅N = 𝜌N 𝜆N
/𝑡N 𝑤N = 0.3 𝜌N = 1.8cm, 𝑡N = 50 nm, 𝑤N = 150 nm, 𝑅F = 𝜌F 𝜆F /(1 − 𝑃F2 )𝑤F 𝑤N =
0.2 𝜌F = 50 cm, 𝜆F = 5 nm[41], 𝑤N = 110 nm), 𝑅I = 5.0 , PI, PF = 0.25[42], L, sf は
それぞれ非磁性体のスピン抵抗、強磁性体のスピン抵抗、MgO を挿入した Py/Ag 間界面
抵抗、界面スピン偏極率、強磁性体のスピン偏極率、スピン注入・検出体間距離、非磁性
体のスピン拡散長である。この式を用いて図 5.2(b)の距離依存性の解析を行うと、Bi2O3
の場合、sf = 130±10 nm, PI = 0.23±0.04 となり、Al2O3 の場合、sf = 460 ±70 nm, PI =
0.19±0.03 となった。Al2O3 の場合のスピン拡散長は MgO 層を Ag 上に積層した素子の報
告[42]のものと同程度である。しかし、Bi2O3 の場合のスピン拡散長はそれに比べ非常に
小さくなった。

図 5.2 (a)スピン信号の概形（赤プロットは Bi2O3、黒プロットは Al2O3 の測定結果）(b)
スピン信号の距離依存性（赤、黒プロット共に(a)に同じ）
以上の結果から Ag/ Bi2O3 界面において、強いスピン緩和が生じていることがわかり、4.1
で述べた Ag/ Bi2O3 界面誘起の直流電圧観測の結果と一致する結果が得られた。
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第6章

結論

本研究では、金属/酸化物界面における Rashba 効果に起因したスピン流-電流変換の観測を
目的に行った。本研究により得られた結果を以下に示す。
1. Py/Ag/Bi2O3 三層構造における直流電圧の観測
スピンポンピング法によりスピン流注入を行い、Py/Ag/Bi2O3 三層構造において直流
電圧の検出に成功した。検出された電圧の符号から、スピン流-電流変換効率の符号は正
であることがわかった。面内スピンバルブ素子を用いた先行研究では、AgBi 合金のス
ピン流-電流変換効率の符号は負になることが知られているため、今回観測した電圧は、
Bi が Ag 中に拡散してできた AgBi 合金による逆スピンホール効果ではなく、Ag/Bi2O3
界面誘起のスピン流-電流変換を観測していることがわかった。また Al2O3 の素子では
微小な電圧しか観測できない点から、酸化物において期待される界面での電場の効果よ
りも、スピン軌道相互作用が強く影響している事が推察された。
2. Ag/Bi2O3 界面誘起スピン流-電流変換の検証
Py/Ag/Bi2O3 試料において検出した直流電圧が Ag/Bi2O3 界面か Ag 中で誘起されて
いるのかをより明確にするため、スピン流-電流変換効率𝑗C /𝑗S の Ag の膜厚依存性につ
いて調べた。その結果、Ag の膜厚が減少するにつれて、𝑗C /𝑗Sが増加することが分かっ
た。このように変換効率が膜厚に依存することから、Ag/Bi2O3 界面でスピン流-電流変
換が起こっていることがより明確になった。
3. 面内スピンバルブ素子を用いた Ag/Bi2O3 界面のスピン緩和観測
Ag/Bi2O3 界面誘起の直流電圧観測を裏付けるために、面内スピンバルブ(LSV)素子を
用いた実験を行った。Py(20)/Mg(0.5)/MgO(2)/Ag(50)/ (Bi2O3 (10) or Al2O3(10) )多層構
造をもつ素子において、スピン信号とスピン拡散長を算出した。スピン拡散長は、Bi2O3
の素子では参照素子の Al2O3 に比べ、非常に小さい値になることがわかり、Ag/Bi2O3
界面で強いスピン緩和が起こっていることが分かった。この結果は、結論 1, 2 で示し
たスピンポンピングでの結果と一致する結果である。
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