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3 次元トポロジカル絶縁体表面状態における電流誘起スピン偏極の 

ゲート制御に関する研究 

 

Gate-voltage manipulation of spin polarization in the surface state of three 
dimensional topological insulator 

 

熊本涼平 

京都大学大学院工学研究科 

Ryohei Kumamoto 
Graduate School of Electrical and Electric Engineering, Kyoto University 

 
The surface state of three-dimensional topological insulators represents a new quantum state characterized by 

topologically protected metallic state. In the surface state of topological insulators, it is expected that the spin 
direction of the carriers is perpendicularly locked to the carrier momentum ( spin-momentum locking). Due to 
the spin-momentum locking, a charge current naturally induces spin polarization. Recently, we reported 
successful detection of the local magnetoresistance due to the spin-momentum locking by using a ferromagnetic 
Ni80Fe20(Py) film / a bulk-insulating TI, Bi1.5Sb0.5Te1.7Se1.3 (BSTS) interface. Here we report on gate-voltage 
manipulation of the local magnetoresistance. 
 

1．はじめに 

現代社会の急速な発展はエレクトロニクス

技術の発展に支えられてきました．エレクトロ

ニクスデバイスの代表例としてはトランジスタ

が挙げられますが，当該デバイスでは電子が演

算・情報輸送を担います．即ち，電子の“電荷”

という情報の流れ（＝電流）を利用し，電流の

流れやすさ（伝導度）や電荷の多寡等を情報と

してきました．しかし電子は“電荷情報”以外

に，スピンという情報も有しています．スピン

は角運動量を単位とする物理量であり，電子の

内部自由度です．現在，“スピン情報”を積極的

に利用しようとする研究が積極的に進められています．このような研究分野はスピンを利用するエレ

クトロニクスという意味でスピントロニクス（スピン＋エレクトロニクス）と呼ばれています．スピ

ントロニクスデバイスは省エネルギーデバイスや多機能デバイスの実現が期待されているほか，新し

い物理現象も数多く発見されており，基礎学理的にも非常に魅力的な研究分野の一つと言えます．こ

こでスピン情報の流れの代表例を表１に示します．電子のスピンは ±1/2 （ はディラック定数）の角

運動量を有しますが，ここではそれらを区別して ↑（アップ）スピンと ↓（ダウン）スピンと呼ぶこと

にします．まずエレクトロニクスで重要な流れである“電流”ですが，これは同数の ↑ スピンと ↓ ス

電荷
輸送

スピン
輸送

電流 ６ ０

スピン偏極電流 ６ ２

純スピン流 ０ ６

表 1 電琉，スピン偏極電流，純スピン流の違い 

19



ピンが同じ方向に輸送される流れです．このような流れは正味のスピンの輸送はゼロです．従って，

電荷情報は輸送しますが，スピン情報は輸送しません．輸送される ↑ スピンと ↓ スピンの数に偏りが

生じると，このような流れは電荷情報以外にスピン情報をも輸送することができます．このような流

れを「スピン偏極電流」と呼びます．また，同数の ↑ スピンと ↓ スピンが反対方向に輸送される流れ

というのも考えられます．この場合，電荷情報の輸送は伴いませんが，スピン情報は輸送されます．

このような流れは「純スピン流」と呼ばれます．純スピン流はその流れ自体に時間反転対称性（時刻

t を- t に代えた時に運動の記述が変わらない性質）を有しており，そのような性質を有する流れは理

想的にはエネルギー損失が無いと言われています．このような純スピン流は机上の空論の産物という

ものではなく，実際に生成することも可能です．スピントロニクス分野においては純スピン流を用い

た情報輸送や強磁性体の磁化方向情報制御，発電なども研究されており，スピントロニクスの中心的

技術の一つと言っても過言ではありません．純スピン流に関する物理現象で近年特に注目を集めてい

るのが“スピンホール効果”および“逆スピンホール効果”です[1,2]．スピンホール効果とはある物

質に電流（スピン偏極していない単なる電流）を印加すると，そのホール（垂直）方向に純スピン流

が生成されるという現象です．半導体の P 型 N 型判定に用いられるいわゆるローレンツ力を起源とし

たホール効果と幾何配置が同じですのでスピン“ホール”効果と呼ばれていますが，その起源は全く

異なります．通常のホール効果では面直方向に外部磁界を印加する必要があり，面直磁界によるロー

レンツ力で電子もしくは正孔が曲げられホール起電力を発生します．一方，スピンホール効果では外

部磁界は必要なく，その代わりに重要となってくるのは“スピン軌道相互作用”と呼ばれる効果です．

スピン軌道相互作用とは電子のスピン角運動量と，軌道角運動量との相互作用であり，軌道運動がス

ピンに依存することを意味します．スピン軌道相互作用が強い物質では電子が散乱される際，↑ スピ

ンと ↓ スピンで散乱される方向が反対方向になります．これにより，例えば ↑ スピンは進行方向右側

に，↓ スピンは左側にと曲げられ，ホール方向におけるスピンの流れに注目すると同数の ↑ スピンと ↓ 

スピンが反対方向に流れている状態になります．“逆スピンホール効果”とはその逆過程であり，純ス

ピン流をある物質に流すと↑スピンと↓スピン

が同方向に散乱され（進行方向が反対向きで

ある為）電流が生成される現象です．スピン

ホール効果，逆スピンホール効果は強磁性体

を用いずに単一の物質中で純スピン流を生成

できるという利点があり，近年精力的な研究

が行われています．このようにスピントロニ

クス分野においてはスピン偏極電流や純スピ

ン流に関連する新しい物理現象を発見するこ

とが一大潮流となっています． 

 

2．トポロジカル絶縁体とは 

ここで本研究で着目するトポロジカル絶縁体について説明します[3]．トポロジカル絶縁体とはごく

最近発見された物質であり，一般の絶縁体では見ることのできない特異な性質を有しています．まず

何が“トポロジー”なのかについて説明します．通常の物質とトポロジカル絶縁体の表面のバンド構

造を図 2(a)に示します．通常の物質ではフェルミレベルを横切るバンドの数は 4n（n=0,1,2,3,...）にな

ります．しかしトポロジカル絶縁体はこれが 4n+2（n=0,1,2,3,...）となる物質群です．その起源として

図 1 スピンホール効果，逆スピンホール効果の原理
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は幾つか提案されていますが，主に強

いスピン軌道相互作用によるバンド反

転と時間反転対称性に起因します．ま

た，トポロジカル絶縁体と通常の物質

（真空も含む）の接合界面には必ずト

ポロジカル表面状態と呼ばれる金属層

が形成されるという特徴があります．

これはトポロジーが異なる量子相に変

化する際には必ず一度バンドギャップ

を閉じないといけないという要請から

来ます．（トポロジカル絶縁体には 2

次元トポロジカル絶縁体と 3 次元トポ

ロジカル絶縁体があります．後者では

3 次元バルク部分が絶縁体であり，2

次元表面が金属層となります．前者で

は 2 次元面内が絶縁体であり，その 1

次元エッヂ部分に金属状態が現れます．

本研究では 3 次元トポロジカル絶縁体を対象とします．） 

このトポロジカル表面状態の特長としては①有効質量ゼロのディラック電子系であり，電子の移動

度が極めて高い，②面直磁界（時間反転対称性を破ることに相当）により表面状態を金属⇔絶縁体と

切り変えることが出来る．③スピンの向きがキャリアの運動方向により一意に決定され，常に運動方

向に垂直になる（スピン運動量ロッキング，図 2(b)参照）などが挙げられます．このため，熱平衡状

態のトポロジカル表面状態には純スピン流（ヘリカルカレントと呼ばれる）が存在するほか，電流を

印加することによって電流と垂直の方向にスピン偏極したスピン偏極電流を生成することが可能であ

ると予想されています（図 2(c)参照）． 

3 次元トポロジカル絶縁体においてはスピン・角度分解光電子分光法により，表面にディラックコ

ーンが存在しており，スピン縮退が解けていることが確認されました[3]．光電子分光法は表面敏感な

測定手法であり，3 次元トポロジカル絶縁体の評価に適していると言えます．一方，一般的な電気伝

導特性の評価には少し工夫が必要になります．表面状態の電気伝導特性を評価するには，表面状態の

みに電流を印加することが必要となります．しかし，代表的なトポロジカル絶縁体 Bi2Se3 (以下，BS)

は Se 空孔が形成されやすく，これが電子ドープを引き起こすことが知られています．従って，バルク

部分も縮退半導体の振る舞いを示し，電気伝導に寄与します．一般的には 100 nm 以下の比較的薄い

BS 膜でも表面状態の伝導の寄与は僅かに数％です．この問題を解決するため，キャリアを制御したト

ポロジカル絶縁体が作製されました．例えば Bi1.5Sb0.5Te1.7Se1.3(以下，BSTS)ではバルク部分のキャリ

ア生成を十分に抑制することができ，絶縁的な振る舞いを示すことが報告されました[4,5]．また，量

子振動の 2 次元的振る舞いも観測され，トポロジカル絶縁体の電気伝導特性評価におけるマイルスト

ンとなる結果が数多く報告されています． 

 

3．トポロジカル絶縁体表面状態のスピン偏極電流の検出 

ここで表面状態のスピン特性に着目します．スピン・角度分解光電子分光法により，表面のディラ

ディラック

フェルミ波数

フェルミ準位 

図 2 (a)通常の絶縁体とトポロジカル絶縁体の表面状態の

バンド図．(b)スピン― 運動量ロッキングの模式図．(c)表面

に電流を印加した時の ↑スピン，↓スピンの運動の様子．
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ックコーンでは 1 つのバンドが↑スピン，もう一つのバンドが↓スピンで形成されていることが明ら

かとなりました．しかし，本当に表面状態には純スピン流が流れているのか？表面状態に電流を流す

とスピン偏極電流が生成されるのか？生成されたスピン偏極電流はトポロジカル絶縁体の外に取り出

すことは可能なのか？など未解明なことが山積しています．我々の研究グループも 2012 年からこのよ

うな疑問に取り組む研究をスタートさせました． 

スピン偏極電流の検出方法について説明します．トポロ

ジカル絶縁体と強磁性体の接合を形成します．強磁性体と

は鉄（Fe）やコバルト（Co）など所謂“磁石”と呼ばれる

材料ですが，強磁性体の中では↑スピンと↓スピンの数に

偏りが生じています．（このスピンの偏りが巨視的に表れた

ものが磁石の性質）強磁性体にはもう一つ大きな特徴があ

ります．それは↑スピンの伝導率と↓スピンの伝導率が異

なっているということです．伝導率は単純には（電子の移

動度）×（フェルミレベル近傍の電子の数）に比例しますが，強磁性体ではフェルミレベル近傍の電

子の数が↑スピンと↓スピンで異なっている為，各々の伝導率が異なります．ここで強磁性体の外部

からスピン偏極電流を流すことを考えてみます．説明を単純化するために↑スピンもしくは↓スピン

のどちらかだけで構成される完全スピン偏極電流を想定し，スピンは強磁性体を通る時に向きを変え

ないとします．前述の通り，強磁性体中では↑スピンと↓スピンの伝導率が異なります．そのため，

↑スピンで構成される完全偏極スピン流と↓スピンだけで構成される完全偏極スピン流では強磁性体

での伝導率が異なります．具体的には強磁性体において↑スピンの伝導率が↓スピンよりも大きい場

合，強磁性体の磁化の向きと完全スピン偏極電流のスピンの向きが反平行の時に伝導率が高く，平行

の時に伝導率が低くなります．（スピンと磁化の向きは反対であるため）この原理を用いてトポロジカ

ル表面状態のスピン偏極電流を検出します．デバイス構造を図 3 に示します．中心の電極は強磁性体

（本研究では Ni80Fe20 (Py)を使用）であり，両端の電極は非磁性体（本研究では Au/Ti を使用）で作製

します．図 3 の電極 1－2 間に電流を流し，電極 2－3 間で電圧の測定を行います．この場合，強磁性

体電極/トポロジカル絶縁体接合の界面抵抗を測定することが出来ます．もし，電流 1－2 間に流れる

電流が表面状態のスピン運動量ロッキングの影響でスピン偏極電流になっているとすれば，電極 1 か

ら 2 に向かって流れる電子は＋y 方向に揃っていることが予想されます．このようなスピン偏極電流

が強磁性体中にそのスピン状態を維持したまま流れ出ることが出来るとすれば，強磁性体の向きが＋y

方向を向いているか，－y 方向を向いているかで抵

抗が異なることが予想されます．即ち，強磁性体の

磁化の向きを＋y と－y 方向と切り替えた時に界面

抵抗が変化すればスピン偏極電流を検出したと言え

ます．実際の測定では強磁性体の磁化の向きを反転

させる為に，電磁石等を用いて静磁界を掃引します．

図 4 に y 方向の外部磁界と界面抵抗の関係を示しま

す．－y 方向から＋y 方向に磁場を掃引すると反転磁

界（強磁性体が反転する磁界）＋Hsw，で強磁性体の

磁化の向きが＋y 方向に変わります．その時に急峻

な抵抗変化が生じると予想されます．また＋y 方向

図 3 トポロジカル表面状態のスピン

偏極電流を検出する素子 

図4: 電極2の磁気抵抗測定で予想される信号

強磁性体の
磁化の向き

外部磁界

電
極

２
の
界
面
抵
抗

0

トポロジカル表面状態の
スピンの向き

+Hsw-Hsw

図 4 電極 2 の磁気抵抗測定で予想される信号 
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から－y 方向に掃引すると－Hswで磁化反転が起き，抵抗が元に戻ります．従って，図 4 に示すような

矩形の信号が検出されると予想されます．我々のグループはバルクの絶縁性が極めて高い BSTS を用

いてこのような磁気抵抗測定を行った処，4~150 K において図 5 に示すような明瞭な矩形信号を得る

ことに成功しました[6]．また電流の向きを反転（電極 2－3 間に電流印加，1－2 間で電圧測定）する

と矩形信号の極性が反転していることが判ります．これは強磁性体に流れてくる電流の運動量の方向

が反転したため，スピンの向きも反転したことを意味しており，得られた矩形信号がスピン流に起因

していることを強く示唆しています．また同様の実験をバルクの導電性が高い BS を用いて行ってみ

ると，矩形の信号は得られませんでした．このことは矩形信号の起源となったスピン偏極電流はトポ

ロジカル絶縁体のバルク部分で生成されたわけではなく，表面状態から生成されていることを示唆し

ています． 

トポロジカル表面状態のスピン特性の大きな特長は，ディラック点より低エネルギー側にフェルミ

レベルを制御すればスピンと運動量の関係が反転することです．図 5 にしめすようなスピン偏極電流

の電気的検出に関する研究は我々の研究グループを含め，数グループからの報告があります[6-8]．し

かしながら，フェルミレベルの制御によるスピン偏極電流の制御は，未だ報告がなく，非常に興味深

い研究対象と言えます．現在，我々の研究室ではゲート制御によってフェルミレベルを制御し，スピ

ン偏極電流の実現を目標に研究を行っております． 

 

4．トポロジカル絶縁体と強磁性体界面における磁気抵抗効果 

ここで上記の磁気抵抗効果についてもう少

し定量的な議論をしてみます[9]．トポロジカル

絶縁体表面に強磁性体の電極と非磁性体の電極

を長さ L だけ離して作製したものを考えます．

x 軸，y 軸を図 6 の様にします．強磁性体側の電

極から非磁性体側の電極に電流 I を流したとす

します．y 方向だけの 1 次元輸送を仮定すると

スピン輸送方程式は下記の(1),(2)のようになり

ます．（通常の輸送方程式を↑スピンと↓スピン

を独立に取り扱ったもの．） 

173.1

173.3

173.5

173.7

-400 -200 0 200 400

R 2 (
)

Magnetic Field (Oe)

177.2

177.4

177.6

177.8

178

-400 -200 0 200 400

R 2 (
)

Magnetic Field (Oe)

I =-100 A 4.2 K I =-100 A 4.2 K

+- IV II
3 2 1

+ -I
BSTS

II V
3 2 1

電子の運動方向 電子の運動方向

BSTS

図5 トポロジカル絶縁体のスピン運動量ロッキングに起因するスピン信号．
電子の運動方向が反転するとスピン信号も反転する．(Ref.[6])
図 5 トポロジカル絶縁体のスピン運動量ロッキングに起因するスピン信号．

電子の運動方向が反転するとスピン信号も反転する．[6] 

図 6 トポロジカル絶縁体の磁気抵抗効果の計算

に用いる素子構造 
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ここで，D は拡散定数，N は電荷密度，τは緩和時間，S y は y 軸方向のスピン密度を表しています．

また，� � ����/�であり，ｖ�はフェルミ速度を表しています．トポロジカル絶縁体表面中のスピン拡

散長 � �ｖ�� と L の関係が L>>l である状況において，非磁性体電極から強磁性体電極へのスピン輸

送はないと考えられるので，境界条件は次の(3)~(5)のようになります． 

�|����/� � �
�           (3) 

���
�
���
�� |����/� �

��
�        (4) 

���
�� |����/� � �             (5) 

と出てきます．ここで，J は+x 方向の粒子の流れを，�は注入されたスピン偏極電流の偏極率（＝[↑

スピンの数－↓スピンの数]/ [↑スピンの数+↓スピンの数]）を，－(3D/2)dS y/dx はスピン偏極電流を

担うスピン数を表しています．(3)式はトポロジカル絶縁体に注入した電子と引き抜かれる電子の数が

同じであること，(4)(5)式はそれぞれ，強磁性体，非磁性体におけるスピン流の境界における条件によ

り求められます．(1)~(5)式によりトポロジカル絶縁体中の y 方向のスピンの密度は次式のようになり

ます．  

����� � ��
��� �

�
�
�����������/��/���
�������/��/��� � �

����    (6) 

従って，強磁性体電極から非磁性体電極への電圧降下は 

� � ����
����� �

����
����        (7)	

と求めることができます．ここで，��はフェルミ波数を表し，�� � ���/���です．(7)式の第 1 項は

チャネル抵抗における電圧降下の項で，第 2 項がトポロジカル絶縁体と強磁性体の界面において生じ

る磁気抵抗効果です． 

 

5．BSTSのチャネル抵抗と磁気抵抗効果のゲート電界依存性 

式(7)において矩形のスピン信号の大きさを決めているのは第 2 項ですが，分母にフェルミ波数 kF

が含まれていることが判ります．トポロジカル絶縁体の表面状態では kFとエネルギーは線形関係にあ

るため，フェルミレベルを変調すれば信号自体が変調されることが予想されます．即ち，フェルミレ

ベルがディラック点に近づけば信号が増大し，ディラック点を境に信号の極性が反転することが予想

されます．本研究ではバックゲートによるフェルミレベルの制御を行い，スピン信号の変調を試みま

した．スコッチテープ法により単結晶 BSTS を剥離し，熱酸化 Si(001)基板(SiO2: 膜厚 500 nm)上に配

置します．BSTS 薄膜は基板に分子間力で固定されます．レーザー顕微鏡を用いて膜厚 30~100 nm 程

度の BSTS を選択し，その上に強磁性体電極(Py)，非磁性体電極(Au)を電子線描画装置および電子線蒸

着装置を用いて作製しました． 
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まず，バックゲートによるトポロジカ

ル絶縁体のフェルミレベル変調の可否を

判断する為．4 端子法による抵抗率測定

を行いました．チャネル抵抗のゲート電

圧依存測定のためのセットアップおよび

100 K における測定結果を図 7 に示しま

す．ゲート電界が  から大き

くなるにつれて，トポロジカル絶縁体薄

膜の抵抗率は単調に減少しています．こ

れは，正（負）のゲート電圧により，フ

ェルミレベルが高（低）エネルギー側にシフトしたことを示唆しており，バックゲートによりトポロ

ジカル絶縁体のフェルミレベル制御が可能であることが明らかとなりました．次に界面抵抗の磁気抵

抗測定を行いました．その結果を図 8(a)に示します．まずゲート電界が 0 MV/mの測定ですが（図 8(a)），

±200 Oe 近傍で急峻な抵抗変化を示す矩形の信号が得られていることが判ります．これは図 5 の結果

と一致しており，本試料でもトポロジカル表面状態に生成されたスピン偏極電流を検出していること

が判ります．次にゲート電圧を印加し，同様の測定を行いました．矩形信号の大きさ とゲート電

界の関係を図 8(b)に示します．まず，正のゲート電界における挙動について着目します．ゲート電界

を 0 から正の方向に大きくしていくと，  は小さくなっていることが判ります．これは式(7)に示

した挙動で説明がつきます．即ち，正の電界によりフェルミレベルが高エネルギー側にシフトした結

果，kF が増加し，  が減少したと理解することが出来ます．一方，負のゲート電界における挙動

は不明瞭であり，  の変化はほとんどないように

も見えます．この挙動は式(7)から予想される挙動とは

異なります．現在，ゲート電界により  が変化し

た起源として2つの可能性を考えています．1つ目は，

本研究の目的であるゲート電界によってトポロジカル

表面状態のフェルミレベルが変調されたという事です．

もう 1 つの可能性は，ゲート電界を印加することで，

BSTS バルク部分のフェルミレベルは変調されたが

BSTS 表面のフェルミ準位の変調はされていない可能

性です．この場合，バルク部分のキャリア濃度が増加

する為，バルクの伝導率が増加します．その結果，ト

ポロジカル表面状態を流れる電流の比率が低下するた

め，  の低下が予想されます．ゲート変調の起源

を解明するには，より大きなゲート電界が印加できる

素子の作製，若しくはトップゲートによるフェルミレ

ベルの制御を行い，スピン信号の極性反転までを確認

することが非常に重要になると考えています． 

 

6．おわりに 

近年注目を集めているトポロジカル絶縁体の特にスピン流特性に関する我々の研究グループの成

図 7 (a)バックゲートの実験に用いた素子構造と(b)ト
ポロジカル絶縁体 BSTS の抵抗率のゲート電界依存性 

図8  矩形信号のゲート電界依存性
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図 8 矩形信号のゲート電界依存性 
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果について報告させていただきました．最終目標はトポロジカル絶縁体を用いたスピンデバイスの実

現ですが，その中でスピン信号のゲート変調は非常に重要な技術の一つと言えます．今回スピン信号

のゲート電界制御に関する報告をしましたが，その起源は不明です．より効率的にゲート電界を印加

する手法，トップゲート機構，および電界印加前のフェルミレベルの制御等が必要となるかもしれま

せん． 
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