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磁性研究グル-プ 

エピタキシャル Fe/Ag/Cr 三層膜における 

量子井戸形成に起因した新規な界面フラストレーション 

齊藤 敏明 

 

1. 研究目的 

昨年度はエピタキシャル Fe/Au/Cr 三層膜において, 磁化のゆっくりとした緩和(スローダ

イナミクス) を観測し, その緩和の程度(磁気粘性 S)がAu膜厚に依存して振動する振る舞い

を示すことを見出した.また, この結果をもとに量子井戸形成によりスピン分極した Au と

Cr の界面における新規な磁気フラストレーションモデルを提案した .今年度は , 我々は 

Fe/Ag/Cr 三層膜について新たに調べた Fe/Au/Cr と同様の S の振動が観測されれば, この量

子井戸のモデルが強く支持される事になる.このように Ag や Au の膜厚を変えて磁気的な性

質を制御できるならば, スピントロニクスなどの交換バイアス系の磁性材料の設計に有用

と思われる. 

2. 2015 年度の研究計画 

Au の膜厚を様々に変えてエピタキシャル Fe/Au/Cr 三層膜を MBE 法で作製し, 昨年度求め

たSの振動の周期などを精密化する.エピタキシャル Fe/Ag/Cr三層膜をMBE法で作製し, 残

留磁化の時間変化を測定し Fe/Au/Cr と同様な結果が得られるか調べる.これらの結果をもと

に Fe/Ag/Cr 三層膜における上記界面磁気フラストレーションモデルの適用性について議論

する. 

3. 2015 年度の研究成果 

Au の膜厚を様々に変えて Fe/Au(z Å)/Cr 三層膜を作製 

右図に MgO(001)/Cr(45Å)/Au(zÅ)/Fe(36Å)/Au cap(20Å)膜

の磁気粘性の 250K での測定結果を示す.これから振動

周期を割り出すと約 19Å となった.計算で求めた量子井

戸中のスピン分極率の振動周期が 17 Å なので, 実験よ

り得られた値はこれにほぼ近く, この磁化のスローダ

イナミクスが量子井戸効果に関係して生じていること

が確認できた. 
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Fe/Ag/Cr 三層膜を作製し残留磁化の時間変化を測定 

右図のような構造のエピタキシャル MgO(001)/Cr(45 

Å)/Ag(z Å)/Fe(36 Å)/Ag cap(25 Å)膜を MBE 法を用いて作

製した.まず, MgO 基板を 600°C で 1 時間アニールした後, 

成長温度 400°C の条件下で Cr 層を堆積させた.その後成

長温度 TS = 75°C にて Ag/Fe/Ag cap 層を堆積させた.各層

堆積の度に RHEED 観察でエピタキシャル成長を確認し

た.Ag中間層の膜厚 zは z=0Åから45Åまで変化させ,  熱

残留磁化(MTRM)の緩和が z に対してどのように変化するかを SQUID を用いて調べた.この

際, まず 300 K で 500 Oe の磁場を印加し, その後 250K まで 10K/min で冷却し, 250K 到達直

後に磁場を切り 10000sec 間 MTRM の時間変化を測定, という手順で行゙った.右中央図に

MTRM の測定結果を示す.この結果より Fe/Ag/Cr 三層膜においても Fe/Au/Cr 三層膜同様, 

MTRM は MTRM=M0-Slnt の式で表わ

されるような長時間にわたる緩和を示

すことがわかる.ここで, t は時間, M0 は

定数.測定温度は 250K である.右下図に

上の結果より求めた磁気粘性 S の Ag

膜厚依存性を示す.Fe/Au/Cr 三層膜同

様, Ag 膜厚に対して S は振動する結果

が得られた .この場合 , 振動周期は約

10Å となった.量子井戸が Ag にできた

場合のスピン密度の Ag 膜厚に対する

振動周期を計算で求めると 11Åなので, 

Fe/Ag/Cr の場合においても, Ag のマイ

ノリティスピンのΔ１バンドの閉じ込

めによる Ag のスピン分極のモデルが

適切であることがわかった. 

 

4. 今後の課題 

スピン分極した Ag と Cr の界面におけ

る新規な界面フラストレーションが生じていることを主張するためには, 更に, Ag/C界面の

原子レベルでの乱れとスローダイナミクスの関係について調べる必要がある.今後, 様々な

成長温度 Ts で Fe/Ag/Cr を作製し, 界面の状態を変化させ S の振動について測定する予定で

ある. 
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5. 成果公表リスト 

論文 

現在作成中 

学会発表 シンポジウム講演 

1) 加藤 光樹, 和田 詠史, 中澤 由紀恵, 元木 亨祐, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

RKKY 型スピングラス a-GdSi の相転移へのランダム一軸異方性の効果 II. 

日本物理学会 2015 年秋季大会 関西大学 大阪 (2015.09) 

2) 堀川 哲, 副島 友梨, 亀澤 日向, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

磁気緩和から見た Dy2(Ti2-xDyx)O7-δのスピンアイス状態の融解. 

日本物理学会 2015 年秋季大会 関西大学 大阪 (2015.09) 

3) 和田 詠史, 蕗田 佳耶, 向井 慶太, 横山 京祐, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

Fe/Au/Cr と Fe/Ag/Cr エピタキシャル薄膜の量子井戸形成に起因した磁化スローダイナ

ミクス. 

日本物理学会 2015 年秋季大会 関西大学 大阪 (2015.09) 

4) 加藤 光樹, 和田 詠史, 中澤 由紀恵, 元木 亨祐, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

RKKY 型スピングラス a-GdSi の相転移へのランダム一軸異方性の効果 III. 

日本物理学会第 71 回年次大会 東北学院大学 宮城 (2016.03) 

5) 堀川 哲, 亀澤 日向, 和田 詠史, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

スピンアイス化合物Ho2(Ti2-xHox)O7-δ及びDy2(Ti2-xDyx)O7-δにおける乱れの磁気緩和に与

える影響. 

日本物理学会第 71 回年次大会 東北学院大学 宮城 (2016.03) 

6) 和田 詠史, 向井 慶太, 横山 京祐, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

Fe/Ag/Cr エピタキシャル三層膜の量子井戸形成に起因した磁化のスローダイナミクス

II. 

日本物理学会第 71 回年次大会 東北学院大学 宮城 (2016.03) 


