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図 1. スピンノイズスペクトルの例．
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図２
フィルター，LP：直線偏光子，WP：ウォラストンプリズム，HWP：半波長板］．（b）電子歳差周波数
図 2.（a）光学系の概要［ND：ND
(a) 光学系の概要 [ND：ND フィルター，LP：直線偏光子，WP：ウォラストンプリズム，HWP：半波長板]．(b)
電子歳差周波数の磁
の磁場依存性．本光学系で対応する周波数帯（100-650
MHz）を背景色で表した．
（c）改造したクライオスタットの写真．
場依存性．本光学系で対応する周波数帯
(100-650 MHz) を背景色で表した．
(c) 改造したクライオスタットの写真．

3.

n-AlGaAs バルクの基礎パラメータ収集と巨大核磁場形成の発見

SNS の報告例は
n-GaAs
によるものが大多数であるが，
本研究
n-GaAs によるものが大多数であ
半導体における
SNS
の報告例は
では，報告件数が少なく新規物理現象の発見が期待できる nるが，本研究では，報告件数が少なく新規物理現象の発見が期待
AlGaAsn-AlGaAs
バルク中の残留電子に注目した．
できる
バルク中の残留電子に注目した．
図 3 は n-Al0.15Ga0.75As バルクにおける TRKR 信号の時間発展と
フーリエスペクトルの𝐵𝐵ext 依存性である．残留電子の長いスピン緩

和時間を反映して，明瞭な振動が 1 ns 以上で観られる．横磁場配

置のデータ[図 3(a)]から𝜈𝜈L (= g e 𝜇𝜇B 𝐵𝐵ext /ℎ)を抽出すると，電子 g 因

子が 0.172±0.001 と求められた．この値は，過去の報告例 [2] と
良い一致を示す．また，信号の減衰時間から𝑇𝑇s∗ ∼ 0.7 nsが得られた．
磁場の印加軸を傾けると，𝐵𝐵ext = 0において非対称なパターンが

得られる [図 3(b)]．これは歳差運動をしない電子スピンを介して
核磁場𝑩𝑩N が形成された結果 [3]，𝐵𝐵ext < 0 (𝐵𝐵ext > 0)の領域で𝐵𝐵ext

の相殺 (増強) が起こるためである．励起光強度や𝐵𝐵ext の印加角度

を変えたところ，最大で~1.4 T に及ぶ𝑩𝑩N が検出された．光による

核磁場形成は，他の半導体試料でも報告されているが [3, 4]，外部
磁場 (~0.55 T) を大きく上回る核磁場が観られた点は特筆すべき
である (例えば n-GaAs バルクの場合，最大でも𝐵𝐵N ∼ 100 mT． 𝐵𝐵N

形成に適した量子ドット構造でも多くの場合，𝐵𝐵N ≤ 𝐵𝐵ext )．

4.

図 図３
3. 横磁場配置(a)と斜め磁場配置(b)における
n-AlGaAs
横磁場配置（a）と斜め磁場配置（b）における
の TRKRn-AlGaAs
信号 (上段)とフーリエスペクトル
(下段)．
の TRKR 信号（上段）とフーリエスペク
トル（下段）．

結論

スピンノイズイメージングの実現に向けて，現行の時間分解分光系に改良を加えると共に，テストサンプルとして nAlGaAs バルクの基礎物性を調査した．無冷媒クライオスタットの導入に加え，電子・光学部品の選定にも注力して測定
系の構築に努めたが，現状では信号取得に至っておらず，背景ノイズ除去に向けた努力が今後も必要である．一方，nAlGaAs の TRKR 測定では電子スピン緩和時間や g 因子の評価に加え，外部磁場を大きく上回る核磁場検出に成功した．
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