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磁性研究グループ 

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

界面フラストレーションと界面の乱れの関係 

齊藤 敏明 

 

1. 研究目的 

昨年度までの研究で, エピタキシャル Fe/Au/Cr や Fe/Ag/Cr三層膜において, 熱残留磁化

（MTRM）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やAg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AuやAgの量子井戸形成によりスピン分極したAuやAg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, エピタキシャル Fe/Ag/Cr において

Ag/Cr 界面の原子レベルでの乱れを成長時の温度を変えることにより制御し, MTRM のスロ

ーダイナミクスに与える影響を調べた. これにより, 量子井戸形成によってスピン分極し

た Ag と Cr 界面によるフラストレーションというモデルを検証する.  

このように Ag や Au の膜厚を変えたり成長時の温度を変えたりすることにより, 量子井

戸や界面フラストレーションを利用して磁気的な性質を制御できることが本研究より分か

った. これは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も有用と思われ

る.  

2. 2016 年度の研究計画 

エピタキシャル Fe/Ag(zÅ)/Cr 膜を成長時の温度 TS を変えて MBE 法で作製し, 熱残留磁

化 MTRM の時間変化の測定から TS や Ag 膜厚 z による磁気粘性 S の変化を調べる.  

これらの結果をもとに Fe/Ag/Cr 三層膜における我々の新規な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. 2016 年度の研究成果 

1) 右図のような構造のエピタキシャル MgO(001)/Cr(45 

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

作製した. まずMgO基板を 600℃で 1時間アニールし

た後, 成長温度 400℃の条件下で Cr 層を堆積させた. 

その後成長温度 TS (=300℃,100℃, 75℃, 50℃) にて

Ag/Fe/Ag cap層を堆積させた. それぞれのTSに対して

Ag 中間層の膜厚 z は z=0Å から 45Å まで変えた.  

                      図 1 Fe/Ag(z Å)/Cr 三層膜の構造 
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熱残留磁化(MTRM)の緩和はMPMS(SQUID)を用いて調べた. この際 300 Kで 500 Oeの

磁場を印加し, その後 250 Kまで 10 K/minで冷却し 250 K到達直後に磁場を切り 10000 

sec 間 MTRM の時間変化を測定, という手順で行゙った.  

2) 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. 以下の図には Ag/Cr界

面を考える上で特に重要なAg表面の各 TsでのRHEED像を示す(Ag膜厚 zは 32Åの場

合を示す) 

Ts が 100℃以下のものはストリー

ク像がはっきりと見えエピタキシ

ャル成長していることがわかる . 

ただし Ts が低いものほどストリー

ク像が鮮明となり, 原子レベルで

のステップなどの乱れがより少な

いことがわかる. また Ts が 100℃

以下のものはFeやCr表面でもスト

リーク像が観測されエピタキシャ

ルな Fe/Ag/Cr 三層膜が成長してい

ることがわかる.  

                                     

図 2 各 Ts における Ag(z=32Å)成長後の RHEED 像                                   

3) まずAg膜厚 zが 32Åの場合, 熱残留磁化(MTRM)の緩和が Tsに対してどのように変化

するかを以下に示す. どの Ts でも MTRM の対数的な緩和が見られた(下図左). この直

線の傾きから磁気粘性 Sを求めた(下図右). これを見ると Sは Tsが高くなるにつれ大き

くなるが Ts >100℃では逆に減少することがわかった. このことは「Ts <100℃ではエピ

タキシャル成長しており Ts >100 ℃では Ts が高いほどバルク的な乱れが増加し結晶性

が悪くなる傾向がある」ことと関係していると思われる.  

      図 3 Fe/Ag(32A)/Cr 三層膜の磁気粘性 S と成長温度 Ts の関係 
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最初に, Ts<100℃の領域を議論する. この領域ではエピタキシャルに成長しているので, 

Ag に量子井戸が形成されるのに十分きれいな界面状態になっていると考えられる. この場

合, Fe/Cr/Agにおいては, 図 4の Δ１バンド図に示すように, Auの場合と同様, Agにはマイノ

リティスピンのみの量子井戸が形成されると考えられる.  

 

      図 4 Fe/Ag/Cr における Δ1バンドと量子井戸形成 

こうして, 本来非磁性のAgがスピン分極を起す. 我々はこの場合, 図5のようにスピン分

極したAgとCrの界面でフラストレーションが生じるというモデルを考えた. このモデルで

は Cr—Cr, Ag-Cr 反強磁性相互作用, Ag-Ag は強磁性相互作用が働くと仮定している.(ただし

Ag-Cr が強磁性相互作用であっても同じようにフラストレーションが生じる). このフラス

トレーションは, 乱れの全くない理想的な界面ならば起らない. むしろ量子井戸は形成さ

れるが界面でのステップなどの原子レベルの乱れはある場合に生じる. このステップの数

が増えるほどフラストレーションを起こす場所も多くなり, フラストレーションの度合い

も増すと予想される. 一方, 界面フラストレーションの度合いが大きいほど磁気粘性 Sは大

きくなることが, 我々のFe/Crに対する先行研究[1]からわかっているので, Fe/Cr/Agの場合に

も同じことがなりたつとすると Ag/Cr 界面の原子レベルでの乱れが大きいほど S が大きい

と推測される.     

図 5 スピン分極した Ag と Cr 界面で起こるフラストレーションのモデル 
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実際, 図 3 に示した Ts<100℃の領域では, エピタキシャル成長をしているものの Ts が大

きくなるほどステップなどの乱れは増えていくが, これに合わせて S も大きくなっていき, 

このモデルを裏付ける結果となっている.  

次に図 3 の Ts>100℃について述べる. 温度が高くなるにつれ界面でのバルク的な乱れが

増加し, もはや量子井戸も形成されなくなっていく. これは Ag のスピン分極を減少させる. 

また図 5 の界面フラストレーションを起こす幾何学的配置も成立しなくなっていくと考え

られる. このため S は Ts の増加とともに減少していくと思われる. 次に各 Ts (<100℃)ごと

に Ag 膜厚を変えて測定した結果を図 6 に示す.  

   図 6 各 Ts (<100℃)ごとに Ag 膜厚を変えて測定した S の Ag 膜厚依存性 

どの Ts (<100℃)や Ag 膜厚でも対数関数フィッティングができるような残留磁化のスロ

ーダイナミクスが現れた. また Sは Fe/Au/Crと同じように Ag膜厚 zで振動する傾向を示し

た. S の Ag 膜厚による周期は Ts による顕著な変化はなく平均で～11.4Åとなった. Ts< 

100℃においてこのSの振動の周期は理論的[2]に求めたAgのスピン分極率の振動の周期11.3

Åとほぼ一致した. 実験的に得られたこの Ag 膜厚による振動的傾向とその周期の値は Ag

量子井戸形成による Ag/Cr 界面フラストレーションモデルと矛盾しない.  
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次に Sの振動の振幅と Tsの関係を図 7に示す. この図より Sの振動の振幅は Tsが下がる

に従って小さくなることがわかる. Ts<100℃では, すでに述べたように Ts が下がると Ag/Cr

界面がより平坦となるため, 図５のモデルでは界面フラストレーションの度合いも減少す

る. これは S の振幅は小さくなる, という実験結果を説明する.  

        図 7 磁気粘性 S の振動の振幅の Ts 依存性(Ts< 100℃) 

 今後, Ts >100℃での S の Ag 膜厚変化の測定を行い, モデルとの整合性をさらに検討す

る. 今回のプロジェクトで, 限られた系ではあるが, 磁性層同士を直接隣り合わせにするの

ではなく, 間に非磁性層を挿入しその非磁性層の膜厚や界面の原子レベルでの乱れを変え

ることで, 全体の磁性を制御できることがわかった. この新規な量子井戸と界面フラスト

レーションを利用した制御方法は, 新しいスピントロニクスなどの交換バイアス系の磁性

材料の開発に応用できる可能性がある.  

4. 成果公表リスト 
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学会発表 シンポジウム講演 

1) 和田 詠史, 横山 京祐, 加藤 健人, 小野寺 蓮, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

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界面フラストレーシ

ョン. 

第 40 回日本磁気学会学術講演会 金沢大学 石川 (2016.09) 

2) 横山京祐, 和田詠史, 加藤健人, 小野寺蓮, 赤星大介, 齊藤敏明 

Fe/Ag/Crエピタキシャル三層膜のAg量子井戸形成に起因した界面フラストレーション. 

日本物理学会 2016 年秋季大会 金沢大 石川 (2016.09) 

3) 堀川 哲, 東 政輝, 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 Dy2Ti2O7における緩和時間の分布に元素置換が与える影響. 

日本物理学会 2016 年秋季大会 金沢大 石川 (2016.09) 

4) 加藤 光樹, 小林 洋史, 中澤 和也, 和田 詠史, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

RKKY ハイゼンベルグ型スピングラス a-GdSi の臨界曲線に対するランダム異方性の効

果. 

日本物理学会 2016 年秋季大会 金沢大 石川 (2016.09) 

5) 横山 京祐, 和田 詠史, 加藤 健人, 小野寺 蓮, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

Fe/Ag/Crエピタキシャル三層膜におけるAg/Cr界面の乱れがAg量子井戸形成に起因し

たスローダイナミクスに与える影響. 

日本物理学会 第 72 回年次大会 大阪大学 大阪 (2017.03) 

6) 堀川 哲, 田甫 陸人, 和田 詠史, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

スピネル化合物(Co1-xZnx)[Al2-yRhy]O4における乱れが磁気転移に与える効果. 

日本物理学会 第 72 回年次大会 大阪大学 大阪 (2017.03) 

7) 越川 修人, 長瀬 拓朗, 和田 詠史, 小田 涼佑, 野田 正亮, 仁科 康介, 梶原 凌, 桑原 

英樹, 赤星 大介, 齊藤 敏明 

ペロブスカイト型 Eu 酸化物 EuTi1-xAlxO3 (0<x<1)の単結晶育成. 

日本物理学会 第 72 回年次大会 大阪大学 大阪 (2017.03) 

8) 元木 亨祐, 加藤 光樹, 小林 洋史, 中澤 和也, 三ツ石 将弥, 和田 詠史, 赤星 大介, 

齊藤 敏明 

RKKY 型 Heisenberg スピングラスアモルファス GdDySi の H-T 相図に対するランダム

一軸異方性の効果. 

日本物理学会 第 72 回年次大会 大阪大学 大阪 (2017.03) 

9) 谷川 統久, 高田 寛己, 保利 美幸, 和田 詠史, 小田 涼佑, 野田 正亮, 桑原 英樹, 赤

星 大介, 齊藤 敏明 

RBaMn2O6(R = Pr, Nd, Sm)の酸素欠損が物性に与える効果. 

日本物理学会 第 72 回年次大会 大阪大学 大阪 (2017.03) 


