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Recently, a spectroscopic technique called spin noise spectroscopy has attracted much attention in 
spin physics in solid-state materials. In order to realize three-dimensional spin-noise imaging, we have 
improved the current time-resolved spectroscopy system and investigated n-AlGaAs bulks as test samples. In 
addition to the introduction of a cryogen-free cryostat, we carefully selected the electronic and optic devices 
to reduce the background noise and constructed the experimental setup. Further, the electron spin relaxation 
time and the g-factor in n-AlGaAs sample were evaluated via the time-resolved Kerr rotation measurements. 
We also found an optically induced nuclear magnetic field greatly exceeding the external field unexpectedly. 

 
1. はじめに 

近年，スピンノイズ分光 (Spin Noise Spectroscopy: SNS) と呼ばれる

測定法が，固体スピン探査において注目を集めている [1]．スピンの揺

らぎが生み出すスピンノイズ信号を非共鳴プローブ光で検出し，周波数

領域で解析する本手法の特徴は，電子や正孔の実励起を伴わず，注目す

るスピンの g因子や緩和時間，粒子数などを抽出できる点にある (図 1)．
つまり，熱平衡状態のスピンを「観る」ことが可能となるが，これはポ

ンプ光で生成された非平衡スピン分極の時間発展に注目する従来の分

光法とは，一線を画すものである．本研究では，SNS の発展形であるス

ピンノイズイメージング分光の実現を目指し，測定系の整備とテストサ

ンプル選定の両側面から準備を進めた． 

 

2. スピンノイズ分光の実施に向けた測定系の改良 

まずは現行の時間分解カー回転分光 (Time-Resolved Kerr Rotation: TRKR) 系に，以下の変更を加えた．  
1) SNS 信号検出系の構築と電気・光学素子の選定 
本研究で構築した測定系の概要を図 2(a)に示す．スピンノイズ信号を含むプローブ光の情報は，バランス検出器の差分

シグナルとして電気信号に変換される．周波数フィルター (R&K 製，HP100CH3-0S，LP650CH3-0S) を通過し，超低ノイ

ズアンプ (NF 回路製，SA251-F6)で増幅した後，リアルタイムスペクトラムアナライザ (Tektronix 製，RSA603A，バンド

幅：9 kHz-3 GHz) に導いた．半導体試料で予想される電子歳差周波数 (𝜈𝜈L)の磁場依存性を図 2(b)に示す．本測定系では，

バランス検出器 (NewFocus 製，1609) のバンド幅 (650 MHz) が検出周波数の上限を与える．予想される信号線幅 [例え

ば𝑇𝑇s ∼ 1 nsの場合 ~320 MHz]とのバランスから，付加的なフィルターの帯域と外部磁場強度 (𝐵𝐵ext) を設定した．  
2) イメージング分光の実施に向けた無冷媒クライオスタットの導入 
スピン情報を含む微弱信号の検出には，試料の冷却が必須である．これまでは，本学液化センターから冷却用の液体 He

を購入していたが，測定時間が限られることに加え，室温への昇温時に試料位置がずれてしまうという問題が発生した．

これらは，長時間測定にわたり温度と位置の安定性が求められるイメージング分光を目指す上で障害となる．このため，

現有する無冷媒クライオスタットを改造して上記の光学系に導入した．コールドフィンガーの幅を狭くし，電磁石の磁極

間 (~30 mm) に設置できるように改造したところ [図 2(c)]，数日にわたり 10 K 以下で試料温度を安定させることが可能

となった．また，コンプレッサによる振動が十分に抑えられ，位置の安定性が損なわれていない点も確認済みである． 
以上の準備を経て SNS 測定に臨んだが，未だスピンノイズ信号検出に至っていない．背景ノイズの除去が不十分な点

に原因があると考えられ，今後も素子の選定作業はもちろん，電磁波シールドの増設などが必要となる．

 
図 1. スピンノイズスペクトルの例． 
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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

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-
AlGaAs 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 (= ge𝜇𝜇B𝐵𝐵ext/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. 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 n-
AlGaAs 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，n-
AlGaAs 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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図 2. (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

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． 

 
図 3. 横磁場配置(a)と斜め磁場配置(b)における n-AlGaAs
の TRKR 信号 (上段)とフーリエスペクトル (下段)． 
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図２ （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．

図３ 横磁場配置（a）と斜め磁場配置（b）における

n-AlGaAsのTRKR信号（上段）とフーリエスペク

トル（下段）．
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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

できるn-AlGaAsバルク中の残留電子に注目した．
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