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薄膜の異種元素界面では，バルクでの性能を超えた機能性を付与できるため，今後の材料物性研究にお
いて必須の舞台となる．特に，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
研究では，界面での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．
極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，界面多極子研究会と称した定期的な会合により，時間無制限での徹底議論を行ってきた．

2019 年度から 2 年間で，15 回の界面多極子研究会を行った．2020 年度は，全てオンライン開催となった．
当初の計画では海外から研究者を招聘する予定であったが，残念ながら今年度は叶わなかった．一方で，
オンライン研究会を頻繁に行うことにより，当プロジェクトの目的である界面多極子の学理構築への展開
を進めることができた．スピントロニクス研究にて未開拓な軌道計測，多極子相互作用とこれらに関連す
る分野について徹底的に議論を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
2021 年 3 月 15 日 受理
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を多く得られ，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する．以下に，研究会の
開催報告について述べる．
【第 5-10 回研究会】 オンライン

2020/4/28 に，研究代表者の岡林が界面多極子研究会の 2020 年度会計報告を行った．その後，多極子演算
子を d 軌道波動関数で挟んだ際出てくる 3 つの球面調和関数の積（Gaunt 係数）の計算について 3j 記号を用
いて説明した．その後，au/Fe 界面の垂直磁気異方性について，放射光メスバウアー分光、光電子分光によ
り電子状態を議論した．その後，三谷誠司氏が，TMR の温度依存性におけるマグノン（T ）とフォノン
（T ）
3/2

3

の寄与について議論された。トンネルコンダクタンスがこれらの積で記述される可能性を検討した．

5/4 に，三浦良雄氏が磁気双極子の理論的定式化について発表され，議論した．磁気双極子モーメントの
スピン軌道相互作用による 1 次摂動から定式化し，その角度依存性を計算し，磁気異方性への寄与について
検討された .

5/11 に，名和憲嗣氏から Weyl 系 Cosi のバンド分散の特徴について解説があり，これに基づいた非対角ス
ピンホール伝導度s xy について議論された．

5/18 に，小田洋平氏が，Fe2O3 の交換相互作用について Cr2O3 と比較して説明され，磁気異方性エネル
ギーにて軌道角運動量がほぼ消失しているため，スピン反転項が効くことを議論された．

5/30 に，芝田悟朗氏からマルチフェロイック物質の XMCD について紹介があった．Fe の軌道磁気モーメ
ント，電気四極子について説明され，皆で議論を深めた．

6/13 に，増田啓介氏が，（111）配向面におけるトンネル磁気接合にて磁気抵抗比が増大する起源につい
て，第一原理計算を用いた電子状態の考察を行った．
【第 11 回研究会】 2020 年 8 月 22 日

オンライン

三谷誠司氏が，今後の研究展開について構想を発表された．アトムクラフト，軌道由来輸送現象，2 次元
量子マテリアルの重要性を説明された．その後，三浦氏から「四極子と磁気異方性」について，計算の立
場から説明された。四極子の定式化，不号の定義，磁気異方性の定式化について議論を行った．そして，
岡林から「四極子と磁気異方性」について，界面の化学結合による分類，磁気光学総和則の説明，四極子
の計測について説明し，皆で議論を行った．
【第 12 回研究会】 2020 年 12 月 5 日

オンライン

三谷氏から今後の研究展開についての構想を発表された．ballistic vs. accumulation など界面軌道と多
極子の安定化について説明された．輸送現象への応用の必要性について議論した．続いて，岡林から界面
多極子が判ると何がよいのか，について議論した．プラスとマイナスの 2 極から成る双極子ではない安定
解があるはずであり，その汎用性について議論した．その後，XMLD の理論構築のための議論，aRPEs
の原理の説明を行った．そして，軌道分解光電子分光の有用性について，Fe 表面についての実験結果を理
論計算と比較し，軌道計測の詳細について皆で議論した．最後には，軌道物性，多極子物性の将来展望に
ついて議論した．田中清尚氏からスピン分解光電子分光の原理，イメージング計測の進捗状況について説
明された．au
（111）表面のスピン分解バンド分散のイメージ計測について紹介され，今後の展望，論文化
に向けた準備について説明され，内容について皆で議論をした．柳原英人氏からコバルトフェライト
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CoFe2O4 上の Fe のねじれたスピン構造の観測と，その微視的理解のための逆 DM 相互作用の必要性につ
いて議論された．ねじれたスピン構造から理論予測のような電気分極が発生するかどうか，皆で議論を
行った．
【第 13 回研究会】 2020 年 12 月 29 日

オンライン

三谷氏から今後の研究展開についての構想を発表された．ballistic vs. accumulation など界面軌道と多極
子の安定化について説明された．輸送現象への応用の必要性について議論した．続いて，介川裕章氏から
「いまさら Fe/MgO/Fe ? 」として，トンネル磁気抵抗における振動現象が普遍的に生じることについて議論
を行った．理論計算では再現されていないが，物質や測定温度などに依存しない普遍性があり，その起源
について議論した．そして，三浦氏から磁気異方性の理論解析についてまとめて講演いただいた．スピン
反転遷移と四極子の関係，四極子と磁気異方性の関係について，直観的な理解を説明された．量子力学的
揺らぎを取り入れない範囲にて，古典的な描像に帰着することを説明され，皆で議論を進めた．また，

Rashba 効果と磁気異方性の関係についても触れられ，今後の界面多極子研究への展望を議論した．
【第 14 回研究会】 2021 年 1 月 23 日

オンライン

小田氏が「磁気物性値の第一原理計算に関する最近の研究」のタイトルにて講演され，FePtX の X の置換
による磁化，磁気異方性，キュリー温度の変化を議論した．また，1 イオンモデルを 2 サイトに拡張したモ
デルを考案し，遍歴強磁性体の磁気異方性への適応について議論した．東北大の好田誠氏に招待講演を依
頼し，「半導体量子構造におけるスピン軌道相互作用の起源とメゾスコピックスピン物性」のタイトルにて
ご講演いただいた．スピン軌道相互作用の起源について，半導体と金属での違いについて Dirac 方程式に基
づいて議論され，対応関係を検討した。Rashba 効果，ドレッセルハウス効果の両方を用いて永久旋回電流
モードを作れることを説明され，微細加工素子において実験的に示された．柳原氏が「NiO
（001）上に成膜
した Fe 薄膜の界面磁気異方性」のタイトルにて講演され，NiO 上の Fe が垂直磁気異方性を示す起源につい
て議論された．Fe-O の化学結合が本質的であることが判り、Fe/MgO 系と異なり，NiO 上の極薄 Fe にて垂
直磁気異方性が生じるのは，今後の多層膜作製に必要な技術になりうることを議論された．
【第 15 回研究会】 2021 年 2 月 20 日

オンライン

三谷氏が「アウトリーチ：ホール饅頭と電子葉巻」のタイトルにて講演され，界面四極子形成に伴う電
荷分布の変調の直観的な理解について考察された．形状異方性の量子版を創出できる可能性について議論
した．続いて，増田氏が「Ls 結合と反転非対称性による反対称スピン軌道相互作用：Rashba 相互作用の微
視的導出について」のタイトルにて講演された．固体物理の解説記事を基に，Ls 結合と反対称スピン軌道
相互作用により Rashba 型のハミルトニアンを導出できることについて解説された．表面や界面での非対称
性の混成パラメータにより Rashba 分裂を説明できることを議論した．
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議論が交わされた（図１
左）．オンラインでも有意義な議論ができることが判り，2020 年度は特定課題研究の予算の旅費を使用せ
ず，予算のほとんどを返納した．今後の特定課題研究の在り方を考えていただきたい．今年度は，議論内
容をスライド集の形でまとめた（図１右）．当プロジェクトにて，描いていた研究ビジョンの海外招聘が今
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年度は叶わなかったため，当初計画の半分は進められたと自己評価する．一方，新分野の形成に向けて
様々な申請に進めることができ，大変有意義な 2 年間となった．今後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．
最後に，特定課題研究の制度は，今後の大型プロジェクトを計画するためのとてもよい機会であるとコ
アメンバー全員が感じており，今後の研究の進展に結実させていきたい．玉尾所長をはじめ豊田理研の先
生方，事務局の皆さんには 2 年間大変お世話になり，重ねて感謝致します．

図１（左）研究会での写真（オンライン開催）．（右）作成したスライド集の表紙．

