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Magnons are fluctuation of the magnetization in a ferromagnetic material and magnonics is regarded as a 

next-generation electronics where the magnons are used as information carriers instead of electrons. Since the 
magnons do not have a charge, magnonics may lead to achievement of low–energy–loss devices. There are, 
however, a few reports on the junction systems in magnonics. Since the junction system has been one of the 
most important topics in the electronics, studies on the junction system in magnonics are also required. Here, 
we study heterojunction systems in magnonics, spin Seebeck effect in the junction system, and spin-motive 
force in GdFeCo. 

 
１．はじめに 

マグノンとは強磁性体中の磁化の揺らぎ（素励起）を意味し、マ

グノニクスとはマグノンを電子の代わりに情報輸送のキャリアに

利用する次世代エレクトロニクス分野である（図 1参照）（１）。マ

グノンは、電荷を持たない粒子であるため、ジュール発熱を抑制し

たデバイスの実現が期待されている。また GHzから THzまでの広
帯域の励起状態を有しており、今後飛躍的な発展が期待されるサ

ブ THz 領域のデバイスの実現に向けた研究が進められている。し
かしこれまでマグノニクスの研究は単一物質をマグノンの導波路

に用いた研究がほとんどであり、複数の材料を用いた研究は進んで

いない。エレクトロニクスが異種物質の接合の研究によって急速に発展した点を考慮すると、マグノニクスにおいてもヘ

テロ接合の研究が重要になる。そこで本研究ではマグノニクスにおけるヘテロ接合の研究を行った。具体的にはヘテロ接

合におけるマグノン伝搬、接合系におけるスピンゼーベック素子開発、GdFeCo におけるスピン起電力の研究を行った。 
  

２．ヘテロ接合におけるマグノン伝搬 

マグノンのヘテロ接合は、電子線描画装置とマグネトロンスパ

ッタリング装置、リフトオフ法による重ね描画を利用して作製し

た。強磁性体は Ni80Fe20と Ni90Fe10を用いた。この 2種類の材料は
飽和磁化の大きさが 10 kGと 8 kGであり、マグノンバンドの低エ
ネルギー部分に差がある。測定にはベクトルネットワークアナラ

イザを用いた。図２によると、マグノンの伝搬による信号が観測

されているのがわかる。この素子は 2種類の強磁性体の間に空隙
があるため、検出されたマグノンは空隙をトンネリングして伝搬

したことを意味する。またホモの接合と比較すると、信号強度は

おおよそ５分の１まで低下していた。この結果は、マグノンバン

ドの違いによるマグノンの反射によって説明できる。また空隙

の伝搬時間を調べるために、空隙の幅を少しずつ広げて実験を

行った。その結果、マグノン伝搬にかかる時間にはほぼ差はな

く、マグノンが強磁性体中を伝導する速度よりも飛躍的に速いことを意味している。 
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図 １．マグノンの励起実験の例．磁化の揺らぎ(マグノン)
は波のように伝搬するためスピン波とも呼ばれており、高

周波磁場で簡単に励起することができる。 

図 ２．(a)ヘテロ接合におけるマグノン伝搬、(b)ホモ接合の
場合のマグノン伝搬． 
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３．接合系におけるスピンゼーベック素子開発 

スピンゼーベック効果(SSE)は、2008年に報告された新
しい熱電変換現象である（２）。特に従来のゼーベック効

果と比較して、素子の作製が容易であり、平坦な面であれ

ばどこにでも作製可能であるというメリットを有する。し

かしその発電効率は十分に高いとは言い難く、ここに大き

な問題が横たわっている。熱電発電効率は ZT因子によっ
て評価され、基板に対して面直方向の熱伝導度の値に反比

例して大きくなることが知られている。そこで本研究では

熱伝導度が極めて低い、強磁性層/ポリマー層/強磁性層と
いう 3層構造を利用して、熱電発電効率の飛躍的な増大を目指して研究を行った。 
素子構造は Pt (10 nm) /Fe88Co12 (20 nm) /ZEP520 (0.5-3 m) /SiNx (10 nm) /Fe88Co12 (20 nm) /Si sub.である。熱伝導率の測

定には、時間分解熱リフレクタンス(TDTR)法を用いた。TDTR法には FF測定と RF測定の 2種類があり、各測定から熱
浸透率、熱拡散率を評価することで、比熱が未知材料でも熱伝導率を評価することができる。図３は各素子構造におけ

る SSE係数を表している。図によると、Pt/FeCo/ZEP膜では従来型の素子構造(Pt/FeCo膜)よりも SSE係数が減少するも
のの、Pt/FeCo/ZEP/SiN/FeCoの膜では SSE係数が増加する。発電に寄与する Pt/FeCoの部分が共通である点を考慮する
と、この増減の起源は Pt中のスピンホール係数や Pt/FeCo界面のスピンミキシングコンダクタンス等の材料定数の影響
ではない。つまりこの増減は、加えた温度差∆Tに対し、SSEに寄与する温度差 Tm-Te（Tm: FeCo 中のマグノン温度、Te: 
Pt中の電子温度）がうまく変調されたことを示唆する。次に熱伝導率について評価するために、熱浸透率と熱拡散率の
測定を行った。その結果ポリマー膜の熱伝導率はおおよそ 0.6 W/Kmになることが分かった。この値は Si基板の熱伝導
率(170 W/Km)と比較して、極めて低い値といえる。最後に本素子構造における ZT因子を、従来型構造と比較して評価
するとおおよそ 1000倍程度大きくなることが分かった。この結果は、上記の 3層構造によって、フォノンや電子温度と
は独立にマグノン温度を制御する手法開発に成功したことを意味する。 
 

４．GdFeCoにおけるスピン起電力の研究（３） 

スピン起電力はマグノンが非一様に励起されたときに、発生する起

電力である。スピン起電力は非一様な磁化構造が生み出す創発電磁気

学とみなされており、注目されているものの、その実験の難しさ故

に、検出実験の報告は少ない。またこれまでの研究では NiFe合金な
どの遷移金属合金を用いた実験や遷移金属酸化物を用いたものに限ら

れており、材料パラメータとスピン起電力の関係は明らかでなかっ

た。また検出された電圧はおおよそ 1 Vと小さく、電圧向上に向け
た材料探索の指針もなかった。そこで我々材料パラメータが簡単に制

御できる GdFeCoを使って実験することにした。 

実験に用いた素子は、Gdと FeCoのコスパッタ法によって作製された。測定はスピントルク強磁性共鳴法を利用し
た。このとき検出された電圧は、Gdの濃度に対して、16%程度まで増強され、その後減少に転じることが明らかになっ
た（図４）。ランダウ-リフシッツ方程式を用いて理論解析を行ったところ、この増強効果は、GdFeCoの垂直磁気異方
性に関係することが明らかになった。GdFeCoは Gdの濃度が低い領域で面内磁化膜であるが、濃度が 16%に達すると垂
直磁化膜に変化する。このとき、磁化ダイナミクスの歳差軌道が楕円型から真円型になり、これがスピン起電力の増大

の原因である。また理論解析から、スピン起電力はダンピング定数の 2乗に反比例することが明らかになった。そのた
め本研究ではスピン起電力の電圧は検出電圧に、ダンピング定数の 2乗をかけて評価すべきであることが分かった。 
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図 ４．スピン起電力の Gd濃度依存性．はダンピング
定数であり、本研究の中でスピン起電力はの 2乗に反
比例することが分かったため、ここではの 2乗を掛け
て評価している。 
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図 ３．(a) SSEの測定概念図. (b) SSE電圧の素子構造依存性 
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