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低消費電力にて動作する磁気デバイスの創出を目指したスピントロニクス研究が進展している中，近年
では，スピン軌道相互作用を用いたトポロジカル現象の探索やデバイス開発が進んでいる．特に，超薄膜
の界面での空間対称性の破れによって軌道角運動量（磁気モーメント）が増大し，これを用いることが注
目されている．スピン軌道相互作用を活用したスピン軌道トルク，垂直磁気異方性などの研究が進展して
いる．スピン軌道相互作用ハミルトニアンは H = x LS にて記述され，定数x は元素固有であり，スピン磁気
モーメント S は磁気伝導測定において外場による操作性が良いが，軌道成分 L の精密測定と外的な操作は未
開拓である．一方，わずかな軌道磁気モーメント L の変化が磁気異方性などを支配する．本研究では，L が
創る物性とその高次の効果に相当する四極子・八極子などの多極子モーメント Q がつくる物性の基礎を先
端分光実験と理論計算の双方から議論し，磁性薄膜ヘテロ界面の特異な場において創出できる「界面スピ
ン多極子」という全く新しい概念の創出に繋げることを目指す．
この目的達成に向けてコアメンバー間での議論を進め，「界面多極子」の概念を形成しつつある．本プロ
ジェクトでは，時間無制限での徹底議論を行ってきた．全体での「研究会」と少人数からなる「研究打ち
合わせ」の 2 種類の会合を設定し，2019 年度は 4 回の研究会と 10 回の研究打ち合わせを行うことで，界面
多極子の定式化について議論した．そのうち 1 回は招聘研究会として英語で行った．議論を通して，3d 遷
移金属化合物の界面における磁気異方性において，空間対称性の破れによる軌道角運動量 L の増大のみなら
ず，四極子 Q = 3Lz – L を形成しうることを基礎的な代数学から導けることを定式化できた．主に四極子の
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形（葉巻型か饅頭型か）と符号について検討し，X 線磁気分光のスペクトルと第一原理計算によるバンド構
2020 年 3 月 18 日 受理
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造との対応を明確にできた．また，界面の格子ひずみと多極子の共役性を創出しつつある．電気系では，
電場と電気分極が共役な関係になる．磁気系では，磁場と磁化の関係となる．これに対して，軌道系では，
ひずみと多極子の相関が共役な関係となることを示した．界面多極子を議論する系の一例として，Fe/MgO
の界面での垂直磁気異方性が生じる起源について，四極子も含めた異方性の式を導出し，論文を出版した
（J. Okabayashi, et al., Appl. Phys. Lett., 2019）．
本プロジェクトにて，X 線磁気分光による多極子計測とその理論の分野における世界的第一人者である

Gerrit van der Laan 博士，Didier Sebilleau 博士を 2019 年 10 月に約 2 週間招聘した．滞在中に数回の研究会
を主催・共催して，議論を重ねた（共催：高エネ研 Photon Factory 研究会「X 線分光理論の新展開：構造・
電子状態解析から磁性研究まで」76 名参加）．博士らが導出した四極子を含めた磁気異方性の式について議
論し，新しい展開が拓けてきた．界面四極子の重要性を紐解き，新しい研究分野の開拓に展開できる可能
性があるため，今後も議論を続けていくこととなった．博士らとの議論により得られたこと，我々による
定式化も含めてレビュー冊子（総説）の形で出版していくことを検討している．
このように，当プロジェクトによって界面多極子の学理構築を展開できた．スピントロニクス研究にて
未開拓な軌道計測，多極子相互作用について議論を徹底的に行える機会が得られ，テンソル代数などの基
礎の理解から全く新しい知見を多く得られ，内殻磁気分光の新分野の創成に繋げられる道筋が得られたこ
とを強調したい．以下に，4 回の全体研究会の開催報告と今後の計画について述べる．
【第１回研究会】 2019 年 6 月 1 日（土）（東京大学）
キックオフ研究会を行った．研究代表者の岡林から当プロジェクトの開始に当たり，趣旨，今後の進め
方，事務手続き等の説明を行い，3d 電子系界面での多極子と磁気異方性の関係を数学的に議論した．招待
者の三谷誠司氏（NIMS）から，本プロジェクトに期待することについて講演いただいた．表面 Rashba 効
果の積極的な利用により，スピントロニクス，オービトロニクスを超えた新たな物性展開の可能性につい
て指摘いただいた．コアメンバーの三浦良雄氏が，第一原理計算による磁気異方性の摂動解析について説
明した．電子のスピン反転遷移による四極子形成と磁気異方性の関係について議論し，今後定式化してい
くことを説明された．芝田悟朗氏が，磁場角度依存磁気円二色性装置を用いた Mn 酸化物のスペクトル解析
について説明した．
【第２回研究会】 2019 年 8 月 1 日（木）
─8 月 2 日（金）（分子科学研究所）
第 1 回研究会での界面多極子物性の議論の続きから行なった．まず，岡林から 10 月の招聘準備状況の報
告と，X 線磁気線二色性（XMLD）から判る四極子の大きさと符号について最新データを提示し，議論を
深めた．三浦良雄氏が，四重極子と結晶磁気異方性に関する第一原理計算について報告した．電子系での
四極子の形状と符号の関係を説明され，四極子異方性の導出について議論した．招待者の畑田圭介氏（富
山大）により，
「Scissors modes and spin-orbit locking in rare earths crystals with uniaxial」の題目にて異方
的結晶における四極子ダイナミクスの概念について説明された．磁場や光による四極子の集団振動モード
を議論できることを理論的に解説された．田中清尚氏が，Fe 系超伝導体 baFe2As2 の ARPES に基づいた電
子状態の議論をした．3d 軌道分解されたバンド分散の計測による超伝導機構について解説した．増田啓介
氏が，「スピン反転項と界面電子状態の相関探索」の題目にて Fe/MgO，Fe/MgAlO の界面電子状態とスピ
ン反転過程の必要性について報告した．Fe/MgO 界面では Fe 3dz 状態がフェルミ準位近傍に現れ，スピン
2
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反転項が効くことを説明された．そして，Fe/CuInSe2 などの界面では，スピン反転項を新しく定義できる
可能性があることを議論された．辻川雅人氏により，「磁気異方性とその電界制御に関する第一原理的研
究」の題目にて，Fe/Pt/MgO 界面での電圧による Pt のスピン反転項の変化について第一原理計算に基づい
た説明がなされた．また，NiPt 多層膜では，Ni の格子ひずみにより垂直磁気異方性が生じることを説明さ
れ，大きな磁気ペルチェ効果が現れることを検討された．8 月 2 日午後には，招聘する Gerrit van der Laan
氏の磁気異方性に関する理論論文を読み解き，式変形について徹底的に議論を行った．
【第３回研究会】 2019 年 10 月 17 日（木）
─10 月 18 日（金）（東京大学）
岡林から，界面多極子プロジェクトの概要を説明した．Gerrit van der Laan 氏，Didier Sebilleau 氏を招
聘した経緯，目的等を説明し，我々の目指すところを説明した．三浦良雄氏から，本プロジェクトにて理
論計算が目指すところについて，詳細に説明された．芝田悟朗氏が，X 線磁気分光についてオリジナルな研
究内容について説明し，皆で議論した．昼食の後，Gerrit van der Laan 氏によるチュートリアルセミナーを
開催し（東京大学理学部化学教室雑誌会共催），2.5 時間におよぶセミナーをしていただいた．参加者との
熱心な議論により，充実したセミナーとなった．その後，小田洋平氏が，Fe2O3 ヘマタイトの理論計算と磁
気異方性に関する問題点を提起し，議論した．増田啓介氏から，異常ネルンスト効果の最新の研究報告が
行われ，議論を深めた．参加者による free discussion として最も充実する議論を展開できた．スライド，ホ
ワイトボードを活用して，界面多極子研究の今後について議論を重ねた（図１）．

図１（上）研究会での写真．Gerrit van der Laan 氏を囲んで．（下）free discussion の様子とホワイトボードを使った議論風景．
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【第４回研究会】 2019 年 12 月 14 日（土）（東京大学）
科研費基盤（S）研究会との共同開催として行った．科研費代表の三谷誠司氏が，Rashba 型スピン軌道相
互作用が誘起するスピン軌道トルク効果の現状の理解について解説され，非対称な界面に誘起される磁気
異方性について説明された．招待者の家田淳一氏（原研）から「反強磁性体での Rashba 型垂直磁気異方
性」の題目にて講演された．Rashba 型スピン軌道相互作用が誘起する垂直磁気異方性がありうること，非
対称構造にて増大されることについてモデルを用いて説明された．また，反強磁性体でも効果が増大する
ことを議論された．名和憲嗣氏（NIMS）から「トポロジカル絶縁体のヘテロ構造の第一原理計算」につい
て，トポロジカル絶縁体 bi2Te3 と Ge
（111）の界面に Te 層を挿入することで界面接合を強固なものにできる
ことを電子状態に基づいて議論された．招待講演者の千葉貴裕氏（福島高専）から「トポロジカル絶縁体
表面の輸送特性：磁性・電荷不純物の影響」について講演いただいた．電流─スピン流変換効率について解
説され，界面の近接効果が誘発する新しい磁気抵抗効果がありうることを理論的に提唱された．
いずれの研究会も時間が足りずに，予定していた講演の全てが行えない程の熱い議論が交わされた．ま
た，日程の都合がつく人のみで少人数にて集まって議論を行う研究打ち合わせを設定し，2019 年度に 10 回
開催した．これらにより，界面多極子の新学理の構築に向けた深い議論を行うことができた．これらの結
果をレビュー解説の形でまとめていくことを検討していき，2020 年度に完成させたく準備を進めている．

2020 年度はさらに仲間を増やして，この分野の形成を加速させていきたい．

