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図１： 量子井戸のポテンシャル形状。 

（a）非対称な量子井戸。 

（b）対称な量子井戸。 

 

半導体ナノ構造体中に現れる新スピン物性の制御と応用 

古賀貴亮 

研究のねらい 

電子は、電荷の自由度と共にスピンの自由度をもっています。これまでのエレクトロニクスでは、半

導体中で電子の電荷自由度のみを利用して様々なデバイスを実現してきました。本研究では、これま

でのエレクトロニクスでは利用されてこなかったスピンの自由度を利用した新しいデバイスを開発する

ことを最終目標としました。私が本研究で特に注目したのが、半導体中の伝導電子スピンのゲートに

よる制御です。半導体中の電子スピン操作の方法としては、多くの研究では、希薄磁性半導体等の利

用など、材料の磁気的性質を用いるアプローチが行われていますが、本研究では、材料の磁気的性

質を利用せず、（ゲート電圧により制御可能な）電場により、非磁性半導体中の電子スピンを制御する

というところが独創的な点です。このように、電子スピンを、磁場ではなく電場により制御できることは

以前より提案されていましたが、本研究での理論、実験的研究を通して、そのような現象をより一層明

確にし、定量的理解を深めることを目指しました。 

電場によるスピン操作の具体的な方法は、Rashba効果という現象を利用します。Rashba効果という

のは、半導体量子井戸のポテンシャル形状を非対称にすることによって、量子井戸中の２次元電子系

にスピン軌道相互作用が働き、その結果、電子のエネルギー分散関係がスピン分離を起こす現象で

す。この現象以外に、電子エネルギーのスピン分離を起こさせる機構として系の結晶反転非対称性に

起因する Dresselhaus のスピン軌道相互作用があるのですが、ここでは、その説明は省略します。 

Rashba 効果の結果、例えば、図１（a）に示すような非対称なポ

テンシャル形状をもった量子井戸に閉じ込められた２次元電子

ガスのエネルギー分散関係は、図２（ｂ）に示すようなスピン分

離を起こします。有効質量近似を用いると、電子のエネルギー

分散関係は、 
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のように与えられます。ここで、k||は量子井戸面内での電子の

波数、αは Rashba スピン軌道相互作用係数で、+、-の符号は、

それぞれ、スピン上向き、スピン下向きの電子の分散関係を表

します。 実際の量子井戸中の電子のスピンは、量子井戸の

面に平行、且つ、電子の波数ベクトル k に垂直な方向を向いて

います。また、Rashba のスピン分離エネルギーΔR［図２（b）参

照］は、2αk||で与えられ、通常、フェルミ面上で定義されます。

本研究で用いたサンプルの中で、ポテンシャルの形状が非対

称な In0.52Al0.48As/In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As 量子井戸での、フェ

ルミ・エネルギーEF、 α、ΔR の典型的な値は、それぞれ、数十

から百 meV、1-5×10-12eVm、数 meV 程度です。一方、図１（b）
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図２： ２次元量子井戸での電子のエネルギー分散関係。（a）ス

ピン縮退している場合。（b）Rashba 効果により、スピン縮

退が解けた場合。 

に示すような対称なポテンシャル形状を持つ

量子井戸の場合、理想的にはαの値を零にす

ることができ、その場合、図２（a）に示すように

電子のエネルギー分散関係はスピン縮退しま

す。実際の半導体量子井戸のサンプルにお

いては、サンプルの表面に蒸着した金属ゲー

ト電極と量子井戸の間にかける電圧（ゲート

電圧）により、量子井戸ポテンシャルの形状、

ひいてはαの値が制御できると考えられます。

これまで、α値を求める実験的手法として、シ

ュブニコフ・ド・ハース（ＳｄＨ）振動のうねりの解析が主に用いられてきましたが、この方法では（１）正

確に零磁場でのスピン分離の値が求められない、（２）解析方法にあいまいさが残る、（３）うねりの観

察のされ方にかなりの任意性が存在する、等の理由によって、研究者の間では、この方法が零磁場ス

ピン分離を測定する最良の方法であるとのコンセンサスは得られておらず、Rashba 効果の定量的理

解はあまり進んでいません。本研究では、後に述べるように、低温、低磁場での磁気抵抗測定に観察

される電子の反弱局在現象の解析を通し、α値を見積もります。また、その結果が、後で提案される正

方形ループ配列でのスピン干渉実験の結果と矛盾がないことを確かめます。 

本研究でのねらいを大きく２つに分けると、１．Rashba 効果の定量的理解、と ２．Rashba 効果を使

ったスピン・デバイスの開発です。１の定量的理解に関しては、k⋅p 摂動法に基づいた理論結果である

α値に関する次式を検証します。 
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ここで、Ψは量子井戸に垂直方向の電子の波動関数、Epはk⋅p インターラクション・パラメータ、EΓ8、EΓ7

は、それぞれ、ブリルアン・ゾーン内Γ点での、価電子帯、スピン分離帯のエネルギーです。また、Ψに

関しては、簡単のため、１電子、１バンドモデルのポアソン－シュレディンガー両方程式の自己無撞着

解を採用しました。Rashba 効果の定量的理解の第一歩は、この式の与えるα値と実験によるα値を

様々な量子井戸構造において比較し、（２）式の妥当性、適用限界についての知見を得ることです。ま

た、上述２のデバイス開発のためにも１の定量的理解がある程度必要な一方、Rashba 効果の完全な

定量的理解を待たずに、デバイス開発を（先回りして）進めることによってもRashba効果の定量的理解

が進むという副効果もあります。 

具体的な研究の遂行に当たっては、次のような３つの研究サブ・テーマを設定しました：①100%スピ

ン偏極非磁性スピン・フィルターの提案と実験的検証、②スピン制御用ヘテロ構造設計手法の確立、

③量子人工ナノ構造中でのスピン輸送現象、スピン干渉現象、歳差運動の研究。以下に、それぞれの

研究サブ・テーマでの研究のねらいを要約します。 
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図４： ３重障壁非磁性共鳴トンネル・スピン・フィ

ルターの I-V 特性。（a）、（b）、（c）はそれ

ぞれ、インセットに示すようなポテンシャル

形状を仮定した場合の I-V 特性の計算結

果。(c)のような平坦なポテンシャル形状で

は、Rashba 効果がなくなり、I-V 特性にス

ピン分離が起きない。 

図３： ３重障壁非磁性共鳴トンネル・スピン・フィルターの構造図（左）とポテンシャル

図（右）。 図の水色の層は n 型に、桃色の層は p 型にドープしてある。ドーピン

グ濃度はそれぞれ、4×1018cm-3 と 1.37×1019cm-3。 

①100%スピン偏極非磁性スピン・フィルターの提案と実験的検証 

本研究で提案した

「100%スピン偏極非磁

性スピン・フィルター」

の概略図を図３に示し

ます。この提案では、

Rashba 効果の大きい

材料系で、適切にバ

ンド・エンジニアリング

を施した３重障壁共鳴

トンネル・ダイオード

（RTD）を作製すること

により、フィルター効

率ほぼ１００％の非磁

性半導体スピン・フィルターが実現可能であることが

示されました（図４参照）［T. Koga et al., Phys. Rev. 

Lett. 88, 126601 (2002)］。本研究では、この提案の実

験的検証を目指しましたが、提案したポテンシャル形

状（図３に示した“山”型のもの）を実現するには、

RTD の障壁層への高濃度のドーピングが必要など、

技術的な困難が伴い、実験的検証には課題を残しま

した。その一方で、本スピン・フィルターを改良して、

ある特定の方向にスピン偏極した電子のみを取り出

せるようにしたデバイスや、組成変調を利用してスピ

ン・フィルターを実現する方法を発明し、特許を出願し

ました［特開 2004-165426、特開 2004-165438］。 

②スピン制御用ヘテロ構造設計手法の確立 

本サブ・テーマでは、様々なスピン制御用へテロ構

造の設計、作製を通して、（２）式の妥当性、適用範囲

についての知見を得ることをねらいとしました。具体

的 に は (001)InP 基 板 に 格 子 整 合 し た

In0.52Al0.48As/In0.53Ga0.47As ヘテロ構造系を取り上げ、

次の３セットの実験を行いました。なお、実験に使用

したサンプルは全て有機金属化学蒸着法（MOCVD

法）により成長しました。 

(1) 量子井戸層の上下にキャリア供給層を設け（図７

参照）、それぞれでの不純物濃度を調節すること

により量子井戸のポテンシャル形状を制御し、そ
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図６： 低温での磁気抵抗に表れる、弱局在、

反弱局在現象の模式図。 

図５： ランダムな不純物による電子波局在

の様子。 

の結果、α値がどう変化するか調べた。（サンプルセット

１） 

(2) 上述の量子井戸近傍のキャリア供給層での不純物濃度

は固定し、基板／バッファ層境界に存在する不純物量を

調整することにより、量子井戸近傍のドーピング・プロファ

イルによらずに、量子井戸中のポテンシャル形状を制御

し、その結果、α値がどう変化するか調べた。（サンプルセ

ット２） 

(3) In0.53Ga0.47As 量子井戸の障壁層の片側に薄い InP 層を導

入し、InP/In0.53Ga0.47As 界面にみられる特異な価電子帯

構造がα値にどのような影響を与えるかを調べた。（サン

プルセット３） 

本サブ・テーマでは、一貫して、α値を実験的に見積もる手法として、電子の反弱局在現象の測定、

解析を用いました。電子の反弱局在現象は、２つの継続した任意のスピン回転操作が非可換な性質

を持っていることが原因で、電子の弱局在効果が抑えられるという現象です。まず、電子の弱局在効

果とは、図５に示すように、導体（ここでは半導体量子井戸）中に存在するランダムな不純物イオンの

間で電子波が散乱を繰り返し、閉じたパス（経路）を形成し、そこに電子が局在するという現象です。こ

の電子局在の機構は、次の２段構えで説明できます。（１）例えば、図５に青色矢印で示したような電

子波の閉じたパスが、たまたま形成されたとします。その場合、今、問題としている電子系では、ハミル

トニアンが時間反転対称性をもっているので、青色のパスと時間反転対称の関係にある赤色のパス

が、青色のパスが存在する確率と全く同じ確率で存在します。（２）電子は波としての性質を持っている

ので、青色のパスを通った電子波と赤色のパスを通った電子波は両者の終点（図５での緑色の点）で

量子干渉を起こしますが、その際、それぞれのパスで電子スピンの回転が伴わなければ、両電子波

（波動関数）は必ず強め合う干渉を起こします。これによって、後方散乱確率が増大し、電子の弱局在

が起こります。ところで、この電子の弱局在は、量子井戸に

垂直な磁場を印加することにより部分的に壊れます。その

理由は、印加磁場を発生させるベクトル・ポテンシャルに起

因した位相が電子波動関数に付け加わるのですが、青色

のパスと赤色のパスの間で、その符号が逆になるからです。

これらの結果、注目する量子井戸が弱局在の領域にあると

きは、図６に黒線で示すように、低温（典型的には 0.3K 以

下）での磁気抵抗が磁場 B=0 で極大を取ることが知られて

います。これに対して、電子の反弱局在効果が起きるのは、

上で考慮したパスを電子波が通る際にスピンの回転（或い

は反転）が伴う場合です。このスピンの回転（反転）を起こす

機構は、スピン軌道相互作用が一般的です。反弱局在効

果は、実験的には、図６に赤線で示すように低温での磁気

抵抗が B=0 で極小をとることに現れます。 
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図７： サンプルセット１の量子井戸構造。

(001)InP 基板のすぐ上の層が In0.52Al0.48As

バッファ層である。 

本研究では、量子井戸の低温での磁気抵抗に見られる電子の反弱局在効果を、Rashba 効果による

スピン分離を仮定したモデル［S. V. Iordanskii et al., JETP Lett. 60, 206 (1994)］を使って解析すること

によりα値を見積りました。 

③量子人工ナノ構造中でのスピン輸送現象、スピン干渉現象、歳差運動の研究 

本サブ・テーマでは、Rashba 効果の存在する半導体量子井戸中でスピンの歳差運動が起こり、その

結果、電子波のスピン干渉が起きることを、人工ナノ構造を使って実験的に検証することを目的としま

した。また、得られたスピン干渉の結果が、上記反弱局在解析で求めたα値と矛盾しないことを確かめ

ました。実際には、次節で述べる通り、電子波のスピン干渉効果を確かめるための正方形型スピン干

渉計の理論提案を行った後、それに基づいた原理検証実験を行いました。 

 

研究成果 

①100%スピン偏極非磁性スピン・フィルターの提案と実験的検証 

本サブ・テーマでの研究成果は、前述の３重障壁共鳴トンネル・スピン・フィルターを改良して、ある

特定の方向にスピン偏極した電子のみを取り出せるようにしたデバイス（完全偏極スピン・フィルター）

や、組成変調を利用してスピン・フィルターを実現する方法を発明し、特許を出願したことです［特開

2004-165426、特開 2004-165438］。前述の非磁性半導体スピン・フィルターでは、フィルター後の電子

のスピンは、電子の進む方向（波数ベクトルの方向）に垂直、且つ、ヘテロ界面に平行な方向に偏極し

ていますが、フィルター後の電子には様々な方向の波数ベクトルを持ったものが含まれているので、そ

れらの電子は、ある特定の軸に対しては、ネットではスピン偏極していません。そこで、「完全偏極スピ

ン・フィルター」では、電子線リソグラフィ法等で作製した人工ナノ構造を使って特定の波数ベクトルを

持った電子のみを取り出すことによって、ある特定の軸に対してネットでスピン偏極した電子を取り出

す方法を発明しました。これが、実現すれば、スピン偏極電流源として、スピンＦＥＴや、スピン量子ビッ

トの書き込みデバイス等への応用の道が開かれます。また、組成変調を利用したスピン・フィルターで

は、障壁層に不純物をドーピングすることなくスピン・フィルターを実現する方法を発明しました。 

②スピン制御用ヘテロ構造設計手法の確立 

上述のサンプルセット１の構造を図７に示します。

ウェハは４枚成長し、それぞれのドーピング濃度は

表１に示す通りです。本サンプルセットでは、量子

井戸ポテンシャルの非対称性を制御することによる

弱局在－反弱局在転移が、世界で初めて観察され

ました（図８）［Koga et al., Phys. Rev. Lett. 89, 

046801 (2002)］。また、解析の結果得られたα値は、

k⋅p 法に基づいた理論値［（２）式］と定量的な一致を

表１：サンプルセット１におけるドーパント濃度 

ウェハ名 N1 [cm-3] N2 [cm-3] 

Sample1 4×1018 0 

Sample2 3×1018 1×1018 

Sample3 2×1018 2×1018 

Sample4 1×1018 3×1018 
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図８： サンプルセット１で観察された、弱局在－反弱局在

転移。各エピ・ウェハで、素子のキャリア濃度 7.2×

1011 cm-2 程度、電気抵抗 1.2-1.6kΩ程度になるよ

うにゲート電圧を調節して測定。 

図９： サンプルセット１の各エピ・ウェハにつ

いて反弱局在解析から求められたα値

（各シンボル）と（２）式を使った理論計

算値（各曲線）との比較。 

表２：サンプルセット２におけるドーパント濃度 

ウェハ名 N1 [cm-3] N2 [cm-3] Chem. Pot.# 

852 1×1018 3×1018 価電子帯端 

853 2.5×1018 1.5×1018 価電子帯端 

854 1×1018 3×1018 伝導帯端 
#基板／バッファ層界面でのフェルミエネルギーの位置。 

示しました（図９）。このことにより、これらのエピ・ウェハでは、量子井戸ポテンシャルの形状が、設計ど

おりに正確に制御されているということができます。 

サンプルセット２は、基板／バッファ層界面

の状態がα値にどう影響するかを調べるため

に設計されました。エピ・ウェハの層構造は、

バッファ層の厚さが 100nm である以外は、サ

ンプルセット１の場合と全く同じ（図７）です。表

２にキャリア供給層でのドーピング濃度を示し

ます。例えばエピウェハ 852 と 854 では、キャ

リア供給層でのドーピング濃度は同一ですが、

基板／バッファ層界面でのフェルミエネルギー

が、852 では価電子帯端に来るように設計さ

れ、854では伝導帯端に来るように設計されて

います。そのため、両サンプルにおいては、キ

ャリア供給層での同一のドーピング・プロファ

イルにもかかわらず、量子井戸ポテンシャル

の形状が異なり、それがα値に反映されるは

ずです。図１0 に示す通り、これらのウェハ

（852、854）については、反局在解析から求め

たα値は（２）式による計算値と定性的に一致

しました。実験値と計算値の定量的な食い違

いの原因として考えられるのは、結晶成長中

に意図せずに取り込まれたバックグランド・イ

 
図 10： サンプルセット２の各エピ・ウェハについて反弱局在

解析から求められたα値（各シンボル）と（２）式を使

った理論計算値（各シンボルと同色の曲線）との比

較。 
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ンピュリティーの存在で、バッファ層に 1017cm-3 程度の n 型の不純物があると仮定すると、αの理論値

と計算値は非常によい一致を示しましたが、これは、バックグランド・インピュリティーの存在を無視す

ることのできたサンプルセット１の結果とは矛盾します。ウェハ 853 に関しては、αの実験値は定性的

にも計算値と一致せず、その原因究明は今後の課題です。 

サンプルセット３では、InP/ In0.53Ga0.47As 界面にみられる特異な価電子帯構造（図１１）がα値にどの

ような影響を与えるかを調べるために、ドーピング・プロファイルを一定に保ったまま、In0.53Ga0.47As 量

子井戸の障壁層の片側が InP である量子井戸と、両側とも In0.52Al0.48As である量子井戸とを作製し、そ

れぞれのエピ・ウェハでのα値を弱局在解析から調べました。これらの実験に用いたエピ・ウェハの層

構造を表３にまとめます。得られた実験結果と（２）式を用いた理論計算の結果を図１２に示します。 

このサンプルセットに関しても、エピウェハ No.2、No.3 では、αの実験値と理論値の間である程度の

一致が見られるのですが、エピウェハ No.1、N0.4 に関しては、αの実験値と理論値は定量的には一致

していません。ただ、エピウェハ No.1 と No.3、No.2 と No.4 の実験結果をそれぞれ比較してみると、No.1

と No.3 の比較では、InP 層の挿入によってα値が上昇する現象、エピウェハ No.2 と No.4 の比較では、

InP 層の挿入によってα値が減少する現象が観察されます。これは、（２）式による理論予測と一致す

る現象なのですが、その上昇幅や減少幅は、定量的には理論計算値とは一致しませんでした。 

 

③量子人工ナノ構造中でのスピン輸送現象、スピン干渉現象、歳差運動の研究 

本研究サブ・テーマでは、まず、半導体ナノ構造中で起きると予想されるスピン干渉の効果について

考察しました。想定するナノ構造は、図１３に示したもので、２次元量子井戸構造を持った半導体エピ

ウェハ上に作製します。ここで、白い部分には２次元電子ガスが存在し、メッシュや黒い部分は、電子

線リソグラフィ等によって、２次元電子ガスが存在できなくした部分を表します。白い部分のチャンネル

幅（W）は０．５μｍ程度、長さ（L）は１～２μｍ程度で、低温での電子の平均自由行程を l とすると、W < 

l，L～l が成り立ちます。このような構造の中で起きるスピン干渉効果を考察するための単純化したモ

デルを図１４に示し、これを正方形型スピン干渉計と呼びます。このモデルでは、波動関数Ψiの電子が、

経路 path1 に沿って、スピン干渉計に入射します。波動関数Ψiは、ビーム・スプリッター（Beam splitter）

によって、ΨCW とΨCCW（部分波）に分けられ、それぞれは３つの鏡（mirror）で定められた正方形の経路

表３：サンプルセット３の層構造とドーパント濃度  

［一番下が(001)InP 基板上に成長したバッファ層］ 

ウェハ名⇒ No.1 No.2 No.3 No.4

i-In0.52Al0.48As 250 360 250 370 

n-In0.52Al0.48As(a) 60 - 60 - 

i-In0.52Al0.48As 50 - 60 - 

i-InP 25 25 - - 

i-In0.53Ga0.47As 85 85 100 100 

i-In0.52Al0.48As - 60 - 60 

n-In0.52Al0.48As(b) - 60 - 60 

i-In0.52Al0.48As 2120 2000 2120 2000

(a)Nd1=2.5×1018cm-3, (b)Nd2=2×1018cm-3. 

 
 

図 11： In0.52Al0.48As/InP/In0.53Ga0.47As/ 

In0.52Al0.48As へテロ構造のバンド・ 

アラインメント図。 
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を、時計回りと反時計回りで進みます。これらの部分

波は、再びビーム・スプリッターを通ってスピン干渉計

の外に出るのですが、その際に部分波間での量子干

渉が起きます。その結果、電子が path1 に出てくる確

率（電子が path1 から入射して path1 へ戻される確率なので、これを後方散乱確率と呼びます）は、 

( ) φθφθθθθ cos)(
2
1cos2cossincos4cos

4
1

2
1 24

back AP +≡+++=  （３） 

で与えられることが簡単な計算からわかります［論文２］。ここで、φは、ベクトル・ポテンシャルに起因す

る波動関数の位相で、図１４の z 方向にかけられた磁場 B を使って、φ=2eBL2/ħ で与えられます。θは、

正方形ループ角辺を電子が通る時に起きる、Rashba 効果によるスピン歳差運動の回転角で、

θ=2αm*L/ħ2 で与えられます。実際の実験では、このような電子波の干渉効果は、図１５(b)のような、

真中に図１３に示すようなナノ構造［図１５(a)の電子顕微鏡写真も併せて参照］が作りこんであるホー

ル・バーの縦抵抗 Rxx に反映されます。例えば、（３）式の cosφは、縦抵抗 Rxx が磁場 B の関数として振

動するということを示しています。これは、アハラノフ・ボーム（AB）効果の一種として知られる、

Al’tshuler– Aronov-Spivak（AAS）振動です。（３）式は、さらに、観察される AAS 振動の振幅は、A(θ)

によって、変調されることを示しています。これが、スピン干渉の効果で、A(θ)の値を詳細に調べてみる

と、θ=0.4245π，0.822π，1.178π，1.5755πで、A(θ)=0 になることがわかります。つまり、実験により、AAS

振動をゲート電圧の関数として測定すると、これらのθ値を与えるゲート電圧で、観測される AAS 振動

の振幅が零となるはずです。また、逆に、そのような現象を確認できれば、それらのゲート電圧でのα

値が、α=θħ2/2m*L によって（θに上の値を代入）求まることになります。 

正方形型スピン干渉実験は、上記サブ・テーマ②でのサンプルセット１を用い、フォトリソグラフィ法

及び電子線リソグラフィ法により、図１５に示すような Hall bar 素子を作製することによって行いました。

 
図１３： スピン干渉現象測定のための人工ナノ構造。 

 
図１２： サンプルセット３の各エピ・ウェハについて反弱

局在解析から求められたα値（各シンボル）と

（２）式を使った理論計算値（各シンボルと同色

の曲線）との比較。 

 
図１４： 正方形型スピン干渉計の模式図。 
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ここでナノ構造が、単一の正方形ループではなく多数の

ループが配列状に並んだものであるのは、通常の AB

効果（磁気抵抗が e/h の周期で振動）や普遍的コンダクタンス揺らぎの効果を統計的に平均化して、

AAＳ振動をより明瞭に観察するための工夫です。また、この素子には、Hall bar 全体を覆うようなゲー

ト電極が蒸着されており、その下の２次元電子ガスの濃度と Rashba パラメータαの値をゲート電圧に

より制御できます。図１６に、このような素子の低温（0.3 K）での磁気抵抗測定の結果の一例をプロット

します。ここでは、sample2 のウェハを用い、正方形ループのサイズが L=1.5μm，W=0.5μm の素子を用

いました。ゲート電圧（Vg）を 0.0V から、4.0V まで上げていくに連れて、AAS 振動の振幅が変化する様

子が明瞭に観察されました。図１６で、Vg=0.3，0.9，3.1V 付近で AAS 振動の位相がπ変化している（つ

まり、A(θ)の符号が反転している）ことがわかり、詳細な検討の結果、これらのゲート電圧でのθ値は、

それぞれ、1.178π、0.822π、0.4245πに対応していることがわかりました。よって、α=θħ2/2m*L の関係式

から、これらのゲート電圧でのα値が求まることがわかります。 

図１７に示すのは、このようにして、正方形ループ配列にみられる AAS 振動の振幅のゲート電圧依

存を解析して得られるα値を、サンプルセット１の全てのウェハに関して求め、前述の反弱局在解析に

よって求めた α 値と（２）式による理論計算値とともにキャリア濃度の関数としてプロットしたものです。

このように、これら３つの方法によるα値は非常に良い一致を示すことがわかりました。 

 

図 15： 正方形型スピン干渉計の原理検証実験をするた

めに使う実際のサンプル。 

図 16： 観察された AAS 振動のゲート電圧依存。

測定に用いた素子は、エピウェハ sample2

（サンプルセット１）を使用し、L=1.5μm、

W=0.5μm の条件で作製された。（測定結

果は、比較しやすくするため、上下にシフ

トしてある。） 
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今後の展開 

本研究で得られた研究成果に基づき、今後は、以下のような方針に従って研究を進めていく予定で

す。 

① InAs、GaAs 量子井戸等での Rashba 効果の研究 

本研究では、主に InP に格子整合した In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As 系での Rashba 効果について、

k⋅p 摂動法による理論結果である（２）式の妥当性、適用範囲について検討を進めてきました。今時

点で言えることは、反弱局在解析から得られたα値は、サンプルセット２，３で見られるように、必

ずしも（２）式の結果と定量的に一致はしていないということです。その理由として、１．実験に使わ

れた量子井戸サンプルのポテンシャル形状が必ずしも、設計通りのものになっていない、２．

Rashba 効果自体が量子井戸／障壁層界面の原子レベルの状態に大きく左右されるなど、（２）式

には含まれないスピン分離のメカニズムが存在する、の２つが考えられます。今後の方針としては、

まず、量子井戸のポテンシャル形状をしっかりと制御した上で、Rashba 係数αを見積もる努力を進

めていきます。量子井戸のポテンシャル形状に関する知見は、例えば、量子井戸からの発光に見

られるシュタルク効果を調べることによっても得ることができます。もし、α値が量子井戸のポテン

シャル形状以外の効果に依っているとすると、量子井戸／障壁層界面の物理、化学、材料科学的

な詳細な研究が必要になります。今後は、これらの研究と並行する形で、GaAs 量子井戸、InAs 量

子井戸での Rashba 効果も調べていきます。これらの量子井戸のα値は、（２）式によると、

 
図 17： サンプルセット１の各エピウェハのα値。×印は反弱局在解析から見積もったα値、曲線は k⋅p 摂動法による

理論計算値、その他のシンボルは、正方形ループ配列におけるスピン干渉現象の解析から得られた値。

Sample2、3 の理論計算値は、それぞれ、4×1016cm-3、1.4×1016cm-3 のｎ型のバックグランド不純物の存在を

仮定している。 
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In0.53Ga0.47As 量子井戸でのα値の、それぞれ、５分の１（GaAs 量子井戸）、５倍（InAs 量子井戸）程

度になると予想されます。このような理論予測を実験的に確かめることにより、（２）式の妥当性、適

用範囲に関する新たな知見を得ることが期待されます。 

② InAs を井戸層にした３重障壁共鳴トンネル・スピン・フィルターの理論計算と実験的検証 

前述の通り、当初、本さきがけ研究での柱の一つであった、非磁性共鳴トンネル・スピン・フィル

ターの実験的検証は、将来への課題となりました。今後、このような原理に基づいたスピン・フィル

ターの実験的検証を進めるに当たっては、１．より大きなα値を持っていると期待される InAs を量

子井戸層に使用した共鳴トンネル構造を利用し、２．障壁層への高濃度の不純物ドーピングを避

けたデバイス構造でのスピン・フィルター実現を目指す、ことの２点が重要であると考えます。そこ

で、理論シミュレーションにより、これら２点を踏まえた上でのデバイス構造の最適化を行います。

その上で、実際のサンプル作製等、実験的検証の準備を進めていく予定です。 

③ 結晶反転非対称性に起因するスピン分離（Dresselhaus のスピン分離）の研究 

本研究で扱った Rashba 効果による電子エネルギーのスピン分離は、ヘテロ構造により系の空

間反転対称性を崩した結果として現れました。ところが、ガリウム砒素などの、いわゆる III-V 化合

物では、結晶構造自体が空間反転対称性を持っていないので、あらためてヘテロ構造を導入しな

くとも、（大きさの大小は別として）電子エネルギーがスピン分離しています（Dresselhaus のスピン

分離）。つまり、実際の III-V 化合物を使った量子井戸系では、Rashba と Dresselhaus のスピン分

離が共存した形になっているのです。また、Rashba 効果では、スピン分離の大きさは、波数ベクト

ルの向きに依りません（等方的である）でしたが、Dresselhaus のスピン分離は、波数ベクトルの向

きに依って異なる大きさを示します（異方的である）。このような Dresselhaus のスピン分離は、

Rashba のスピン分離以上に実験による測定が困難と考えられ、これまで、限られた数の実験しか

行われていません。本研究の今後の展開として、前項で議論した正方形型スピン干渉計を長方形

型に拡張することによって、スピン干渉現象を利用した Dresselhaus のスピン分離エネルギーの定

量的な見積りを行うことが考えられます。 
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