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Fig. 1 Spinpolarized tunneling transmissions of (a) parallel and (b) antiparallel conˆgurations between tip and sample spinpolarized
vectors1).
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Spinpolarized STM (SPSTM) is a powerful tool to visualize sample spinpolarization vectors at an atomic scale. A di‹culty of
SPSTM measurement is how to fabricate a tip with a stable spinpolarization vector. In 1990's, ˆrst, many eŠorts were payed for a
GaAs tip with optically pumping, but ˆnally the GaAs tip did not detect sample spin polarization due to quenching of the spinpolariza-
tion at the GaAs tip apex. However, in 2000, a W tip coated by a magnetic thin ˆlm detected the spinpolarized tunneling current, and
spin polarization images of magnetic atoms were successfully obtained. In 2016, more than 15 groups in the world can perform SP
STM measurements. History and issues for further development of SPSTM measurements are discussed.

. はじめに

スピン偏極走査トンネル顕微鏡（SPSTM）は，原子レ

ベルの分解能を有するスピンイメージング計測法である．

1990年代より開発がすすめられ，2000年から本格的な SP

STM 研究が始まった．

2006年，第 1 回 SPSTM 国際会議がハンブルグ大（ドイ

ツ）で開催され，以後 2 年おきに欧州・北米・アジアで開

催されてきた．2016年 8 月2831日，千葉大学において第 6

回 SPSTM 国際会議（本著者主催）を開催できたことは，

近年の日本国内での SPSTM 研究の普及と発展の象徴であ

り，誠に喜ばしい限りである．（参照・SPSTM2016ホーム

ページ， http: // adv.chibau.jp / nano / yamadaupload /

spstm2016/index.html）（Last accessed:20170324）

SPSTM では通常の STM と異なり，スピン偏極した探

針を使用する．しばしば誤解されることがあるが，フェルミ

準位近傍の電子状態密度がスピン偏極していればよいので磁

性探針である必要はない．一方，磁性探針であっても表面が

酸化等でスピン偏極していなければ SPSTM 探針には使え

ない．つまり，市販の磁気力顕微鏡（MFM）用の磁性探針

は使えない．MFM と違い，SPSTM の測定対象は探針か

らの漏れ磁場を嫌う．漏れ磁場の極めて小さい探針が必要で

ある．

このスピン偏極した STM 探針を，試料表面上，約0.5

1.0 nm まで接近させる．試料と探針間に電圧（03 V）を印

加することで，離れた探針と試料の間（＝探針試料間距離

z）を介して，電子が探針と試料の電子状態密度の間をトン

ネル遷移する．量子力学より探針試料間距離間に電子波動関

数は存在する|Ψ|2∝exp (－2kz)，k減衰係数～0.5

Å－1．

Fig. 1 にスピン偏極探針とスピン偏極試料間の電子スピ

ン遷移のポンチ絵を示す1)．まず Fig. 1(a)は探針と試料の

スピン偏極度ベクトルが平行の場合を示す．平行の場合，探

針と試料の minority/majority スピン状態密度はそろってい

る．分かりやすく探針のフェルミ準位には minority 状態し

かなくアップスピン 3 個があるとする．試料のフェルミ準

位上にはアップスピン 3 個，ダウンスピン 1 個があるとす

る．この場合の電子スピンのトンネル遷移確率は，アップ
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Table 1 Developments of SPSTM tips.

Years Tips Groups

19901999 GaAs H. van Kempen2)

20002008 Fe/W R. Wiesendanger3)

Mn/W R. Wiesendanger3)

Co/W R. Wiesendanger3)

Cr/W R. Wiesendanger3)

Gd/W R. Wiesendanger3)

Voltage-pulsed T. K. Yamada5)

Ring W. Wulfhekel6)

20092016 Bulk Cr G. Rodary7)

Fe/W, P＝42 T. K. Yamada8)

Mn/W, P＝9 T. K. Yamada9)

Cr/W, P＝10 S. Nagai10)

Bulk-MnNi, P＝6 T. K. Yamada9)
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（ダウン）スピンはアップ（ダウン）スピン状態へ遷移する

ので 3×3＋0×1＝9 となる（トンネル遷移過程においてス

ピンフリップは無いものとする）．

次に，探針と試料のスピン偏極度ベクトルが反平行の場合

を考えよう．試料の minority/majority スピン状態密度が反

転する．この場合の遷移確率は 3×1＋0×3＝3 となる．

この平行と反平行でのトンネル遷移確率の違いが，スピン

偏極トンネル電流の起源となる．原理はトンネル磁気抵抗

（TMR）と同じである．トンネル電流中のスピン偏極成分の

変化をとらえることで，試料表面のスピン偏極度ベクトル分

布観察（＝スピンイメージング）が可能となる．

. スピン偏極 STM 探針の開発

スピン偏極 STM が誕生するには，安定なスピン偏極探針

の開発が最重要課題であった．Table 1 にスピン偏極探針の

開発の歴史を示す．1980年代に STM が開発されてのち，

Fig. 1 に示すような原理図からスピン偏極 STM の可能性が

示された．1990年代，欧米・日本で集中的に研究開発され

たのが GaAs 探針であった．GaAs は光ポンプにより±50

のスピン偏極電流が発生できる．これをスピン偏極試料にト

ンネル遷移させることで，スピン偏極探針の実現を目指し

た．しかし，最終的に実現しなかった．原因は探針表面の対

称性の崩れからスピン偏極が消滅してしまったからである2)．

GaAs 探針開発の失敗の後，2000年に，ハンブルグ大の

Wiesendanger 教授グループから，清浄化したタングステン

（W）探針に超高真空中で磁性薄膜を蒸着した探針を使うこ

とで，非常に安定にスピン偏極電流を計測できることが実証

された3)．これ以降，実質的にスピン偏極 STM 研究が始ま

ったといってよい．

20002005年，世界 8 か所の研究グループで STM を用い

てスピン偏極電流をとらえることに成功した．ハンブルグ

大（R. Wiesendanger，M. Bode，S. Heinze），マックス

プランク研究所ハレ（J. Kirschner，W. Wulfhekel），ダ

ブリン大（I. V. Shvets），ナイメーヘン大（H. van Kem-

pen，山田豊和，A. L. Vazquez de Parga），オハイオ大

（A. Smith），IBM 研究所アルマーデン（A. Heinrich），

大教大（川越毅），東芝（中村志保）（Microscopy

Research and Technique 66巻2005年特集号参照)4)．これら

のグループを中心にスピン偏極 STM の研究開発および普及

がなされてきた．

2016年の第 6 回スピン偏極 STM 国際会議（千葉大学）

では，上記の研究拠点に加え，プリンストン大（A.

Yazdani），マドリッド自治大学（A. L. Vazquez de Parga），

復旦大学（C. L. Gao），國立台湾大学（M. T. Lin），

東北大学（米田忠弘，岡博文），東大物性研（長谷川幸雄，

小森文夫，吉田靖夫，宮町俊夫），NIMS（内橋隆），千

葉大学（山田豊和）にてスピン偏極トンネル電流の計測に成

功してきている．近年，特に，アジア・日本で急速に研究拠

点が増えてきている．

これらの研究の多くは，Fe/W，Co/W，Gd/W，Cr/W，

Mn/W 探針を用いて行われた．またより簡便なスピン偏極

探針作成として，STM 測定中に電界パルスを探針試料間に

印加することで探針先端に磁性物質を吸着する手法も有効で

ある事が実証されている5)．また，探針としてリング状に加

工した磁歪の極めて小さいアモルファスに，微小なコイルを

まき数十 kHz の交流電流印加によりリングの磁化を反転さ

せ，トンネル電流中のスピン偏極成分をとらえる手法も開発

された．この手法は探針のスピン偏極度ベクトル方向を制御

できる手法として有効ながら測定系が煩雑なため2016年現

在使用しているグループはない6)．

20092016年にかけて，新たにバルク Cr 棒をエッチする

ことで探針とする手法が開発された7)．反強磁性であるため

漏れ磁場がなく，また真空中で STM 探針に電界パルスを加

えるだけで不純物を除去して使えるため，現在幅広く使用さ

れてきている．

SPSTM 測定において定量的に試料のスピン偏極度を求

めるための研究も行われてきた．これを実現するには探針の

スピン偏極度が分からなくてはならない．そのため，磁性探

針の定量的なスピン偏極度測定が行われてきている．現在ま

でに Fe/W 探針は約428)，Mn/W 探針は約 99)，Cr/W

探針は約1010)のスピン偏極度を有することが分かってき

ている．バルク MnNi 探針（スピン偏極度 69)）も開発さ

れたが，このような合金系探針は探針先端に Mn か Ni のど

ちらがくるかでスピン偏極度が変化するため不安定であり現

在は普及していない．

このように様々な SPSTM 実験の末，現在，比較的安定

にスピン偏極電流を検出できると信頼を得ている探針は，

Fe/W 探針，Mn/W 探針，Cr/W 探針，電圧パルス W 探

針，バルク Cr 探針である．W 探針ベースの SPSTM 探針

では W 探針処理が最重要となる．ref.11を参照いただきた

い11)．

. スピン偏極 STM 測定手法と今後の課題

SPSTM 測定は Fig. 1 に示したように，探針試料間のス

ピン偏極トンネル遷移を利用する．実際，どのようにして，

このスピン偏極トンネル遷移を画像化するのか Fig. 2(a)を
用いて示す．1 つ目の手法では，いわゆる STM の定電流

モードを利用する．STM 測定では，試料探針間に一定電圧
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Fig. 2 (a) Spinpolarized tip apex and sample atoms are shown as spheres. Arrows denote spinpolarization vectors of atoms. z0 and
DzPsPt denote a nonspindependent tipsample separation and spindependent variation in z. Ps and Pt denote sample and tip spin
polarization. (b)(c) dI/dV maps at ＋0.1 eV obtained at the same area of Mn ˆlms grown on an Fe(001)whisker. Alternating Mn
monolayers have 180 degrees spin polarizations, showing contrast in the dI/dV maps, while (b) and (c) were obtained at diŠerent set-
point voltages of －0.5 V and ＋0.5 V, respectively. (d) Majority and minority local density of states (LDOS) of a spinpolarized sample.
DiŠerent setpoint voltages (Vs) cause diŠerent tipsample separations1,5,12,13).
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をかけた状態で，一定のトンネル電流が流れるようにピエゾ

素子にかける電圧を変化させて探針位置を動かす．このピエ

ゾ素子の電圧変化を画像化したものが STM の表面形状像で

ある．

もし，スピン偏極していない探針で（ •Ps＝0），Fig. 2(a)

のような原子がならんだ平らな表面を走査すると探針は z0

の距離を保持して移動する（z＝z0＋Dz •Ps •Pt）．

しかし，スピン偏極した探針で Fig. 2(a)の試料表面を横

方向に走査すると，探針と試料のスピン偏極度ベクトルが反

平行な位置では Fig. 1 の原理からトンネル電流量は減る．

一定電流を保持するため探針先端は試料に接近しなくてはな

らない（zAP＝z0－Dz Ps Pt）．一方，平行な位置ではトンネ

ル電流量は増えるため探針先端は離れなくてはならない（zP

＝z0＋Dz Ps Pt）．つまり，zP≠zAP である．この定電流モー

ドによる SPSTM 測定がもっともシンプルであるが，現在

では表面形状像と磁気像を分離してとらえられないため，

SPSTM 計測の主流となっていない．

SPSTM によるスピンイメージングの主流は dI/dV 測定

である．試料と探針のスピン偏極度ベクトルが，平行と反平

行の場合の dI/dV を以下に示す．dI/dV 測定の利点は，Fig.

1 で示したスピン偏極電子状態密度をとらえられる点にある．

dI/dVP∝(rmaj
s rmaj

t ＋rmin
s rmin

t ) exp (－ q±eV/2 zP)

(1)

dI/dVAP∝(rmaj
s rmin

t ＋rmin
s rmaj

t ) exp (－ q±eV/2 zAP)

(2)

しばしば SPSTM の論文等で，この平行と反平行の場合で

得た dI/dV から，その非対称性（AdI/dV）をとることで試料

のスピン偏極度が得られると記述されている（例，ref.3）．

式でかくと以下のようになる．

if「zP＝zAP」 (3)

AdI/dV＝
dI/dVP－dI/dVAP

dI/dVP＋dI/dVAP

＝
(rmaj

s rmaj
t ＋rmin

s rmin
t )－(rmaj

s rmin
t ＋rmin

s rmaj
t )

(rmaj
s rmaj

t ＋rmin
s rmin

t )＋(rmaj
s rmin

t ＋rmin
s rmaj

t )

＝
rmaj

s －rmin
s

rmaj
s ＋rmin

s

rmaj
t －rmin

t

rmaj
t ＋rmin

t
＝Ps Pt (4)

この手法は2000年から現在に至るまで，試料のスピン情報

を得られる手法として広く使われてきている．しかし，近

年，このことが正確な試料のスピン情報を得るうえで大きな

問題となってきた．

Fig. 2(b)と(c)は，どちらも＋0.1 V で得た dI/dV 像であ

る．層間反強磁性結合の Mn(001)膜を Fe/W 探針で得たも

のである．層間で白黒のコントラストが確認でき，白黒の位

置間で Mn のスピン方向が180度反転していることを示

す5,9,12,13)．ところが，全く同じ場所，同じ電圧＋0.1 V の

dI/dV 像であるにもかかわらず，(b)と(c)では白黒コント

ラストが反転してしまっている．つまり，dI/dV 像中のコン

トラストは，容易に変わってしまう危険性がある．

何故このような事がおきるのかお気づきだろうか．原因は

式(3)の zP＝zAP である．SPSTM 測定では，Fig. 2(a)のよ

うに z は一定ではない（zP≠zAP）．そして，dI/dV 測定法で

は，この z 依存性を除去できない．以下に再度 dI/dV を記

述する．

dI/dVP(V)∝(rmaj
s (V)rmaj

t ＋rmin
s (V)rmin

t )

exp (－ q±eV/2(zo＋DzPs(Vs)Pt))

(5)

dI/dVAP(V)∝(rmaj
s (V)rmin

t ＋rmin
s (V)rmaj

t )

exp (－ q±eV/2)(zo－DzPs(Vs)Pt))

(6)

式(5)(6)を用いて，なぜ Fig. 2(b)(c)のような現象が生じ
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Fig. 3 (color online) Simulated dI/dV curves and obtained asymmetries of the dI/dV curves. From left to right, simulated majority and
minority LDOS, their tunneling probability functions (T), dI/dV curves obtained by multiplication between the LDOS and the T, and
asymmetries obtained from the dI/dV curves (AdI/dV). From top to down, simulation results obtained at diŠerent setpoint voltages of Vs

＝1, 2, and 3, corresponding to Fig. 2(c)1).
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るのか説明しよう．式をみていいただくと分かるように，

dI/dV は電子状態間遷移の項と，指数関数項（T）に分けら

れる．

実験で試料フェルミ準位近傍の電子状態密度を測定する際，

dI/dV 曲線を測定するのだが，以下の手順で行う．

【1】定電流モード（フィードバック ON）で，計測者が特定

の電圧（セットポイント電圧 Vs）で，探針試料間距離を決

める．

【2】フィードバック OFF して探針試料間距離を固定し，電

圧（V）を例えば－2 V から＋2 V までスイープさせた際の

トンネル電流の変化を計測し（IV 曲線），数値微分で dI/

dV 曲線を得る．

つまり，式(5)(6)中の電子状態間遷移の項の電圧（V）と

指数関数項の電圧（Vs）は異なる．その結果，dI/dV 曲線を

測定する前に，どのセットポイント電圧 Vs を選択するか

で，指数関数項（T）は変わってしまう．Fig. 2(d)にこの

ことがどう dI/dV に影響するかを示す．図のような majori-

ty/minority 電子スピン状態分布があるとする．計測者が Vs

＝◯を選ぶと，Ps＞0 なので zP＞zAP となる．しかし，Vs＝

◯を選ぶと Ps＜0 なので zP＜zAP となる．Vs＝◯ではスピン

偏極は 0 であり，ここでは zP＝zAP となる．

このように dI/dV 計測の際，セットポイント電圧により

探針試料間距離は変化する．変化量は通常 DzPs(Vs)Pt＝10

20 pm 程度である．僅かな変化量に思えるかもしれないが，

指数関数項（T）の中に含まれているのが厄介である．Fig.

3 は実際に異なるセットポイント Vs＝◯◯◯の場合で，指

数関数項（T ）， dI / dV 曲線，そして dI / dV 非対称性

（AdI/dV）がどう影響されるかをシミュレーションしたもの

である．Vs＝◯◯では zP≠zAP であるため T は平行（P）と

反平行（AP）で異なる．フェルミ準位（0 V）から遠ざかる

ほど指数関数項（T）の影響は大きくなる．dI/dV 曲線は

LDOS と T の積である．Vs＝◯◯では dI/dV 曲線の平行・

反平行の違いが，LDOS だけでなく T に大きく影響される

ことを示している．

このセットポイント電圧の影響を軽視し（または知らず

に），式(4)のみを用いて非対称性（AdI/dV）を求め試料のス

ピン偏極度分布を求めようとすると，Fig. 3 の AdI/dV が示す

ように全く異なるスピン偏極度情報を得てしまっていること

になる．事実，20052015年の投稿された SPSTM 結果で

は，誤った結果が著名な雑誌に掲載されてしまった事例が複

数ある．今後，SPSTM に関わる研究者は，このスピン偏

極探針試料間距離の dI/dV への影響について記憶にとどめ

ていただきたい．

最後に，我々 SPSTM 計測者の現状の頭の痛いところを

紹介する．Fig. 4(a)は，スピン偏極した磁区基板上に 1 個

の有機分子（○印）を吸着した dI/dV 像である14,15)．コン

トラスの明るいエリアのスピン偏極度ベクトル（→）は探針

のスピン偏極度ベクトルと平行，暗いエリアは反平行と判断

できる．この系に面内磁場を印加し試料のスピン偏極度ベク

トルを反転させると下の dI/dV 像となる．

実験の苦労を重ね，このような dI/dV 像を得た時には歓

喜に沸くが，果たしてこの結果から何が得られるのか分子
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Fig. 4 (color online) (a) dI/dV maps obtained at the Mn ˆlm
substrate with adsorption of single phthalocyanine molecules
(circles), in the parallel and antiparallel conˆgurations
between tip and sample spinpolarization vectors. (b) Simu-
lated majority and minority LDOS of the substrate and the
adsorbate. Vs denotes the setpoint voltage. (c) and (d) are
obtained simulation results of T and dI/dV curves,
respectively1,15).
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のスピン偏極度が求められるのか

Fig. 4(a)中には 4 種の dI/dV がある．探針のスピンと平

行・反平行な基板の dI/dVsub
P と dI/dVsub

AP，そしてそれぞれ

の上の分子の dI/dVmol
P と dI/dVmol

AP である．それぞれの dI/

dV を式で表すと以下となる．

dI/dVsub
P (V)∝(rmaj

sub(V)rmaj
t ＋rmin

sub (V)rmin
t )

exp(－ qsub±eV/2(zo＋DzPsub(Vs)Pt))

(6)

dI/dVsub
AP(V)∝(rmaj

sub(V)rmin
t ＋rmin

sub (V)rmaj
t )

exp(－ qsub±eV/2(zo－DzPsub(Vs)Pt))

(7)

dI/dVmol
P (V)∝(rmaj

mol(V)rmaj
t ＋rmin

mol(V)rmin
t )

exp(－ qmol±eV/2(zo＋DzPmol(Vs)Pt))

(8)

dI/dVmol
AP(V)∝(rmaj

mol(V)rmin
t ＋rmin

mol(V)rmaj
t )

exp（－ qmol±eV/2(zo－DzPmol(Vs)Pt))

(9)

異なる分子（または新たな素材）を既知の基板に吸着させ

た際，仮に，Fig. 4(b)のような minority/majority 状態を持

っていたとする．セットポイント電圧を－1 V とする．する

と，偶然，分子はスピン偏極しておらず基板だけがスピン偏

極しているため，Fig. 4(c)の指数関数項（T）が得られる．

結果として Fig. 4(d)のような 4 種の dI/dV が得られる．全

ての電圧 V で dI/dV はスピンコントラスト示す．しかし，

お気づきのように，それはその位置に試料のスピン偏極電子

状態があるということにならない．式(6)(9)で厄介なの

は，基板と分子で仕事関数（qsub，qmol）と，さらに，もと

もとの電子状態（rsub，rmol）も異なる点にある．つまり，

Fig. 4(a)のような結果を得ても，SPSTM 計測からいえる

のは，せいぜい測定対象がスピン偏極しているということく

らいである．

このような 2 種以上の物質を SPSTM で取扱い，試料そ

れぞれのスピン偏極度ベクトルを定量的にとらえるには，式

(6)(9)中の指数関数項（T）を除去するしかない．幸い，

T 除去法に関しては既に試みがなされてきている（(dI/dV)/

T 規格化法)12,16)．規格化法を駆使することで，試料のスピ

ン偏極度をとらえる研究が現在行われている．

Figs. 24 にわたり，やや詳しく SPSTM 計測の現在の

問題点を指摘した．2000年当初は，同じ元素からなる金属

薄膜の研究が中心であった．不純物の無い純粋な磁性試料を

作成し，試料表面上の仕事関数や電子状態が同じ状態で dI/

dV 測定を行い，dI/dV 中のコントラストが試料のスピン偏

極度ベクトルに由来するものか慎重に判断してきた．その上

で，式(1)(4)が示された．しかし，2010年ごろから有機分

子・グラフェン・超電導など，新たな複雑な材料が SP

STM の測定対象となってきた．系が複雑になったにも関わ

らず，dI/dV 中のコントラストの慎重な理解が形骸化し，誤

ったスピン偏極度情報を得ている現状を危惧している．

測定対象がより複雑・未知なものになるに従い，dI/dV で

得られたものが何を意味するのか，より慎重な解析が求めら

れる．現状，得られたコントラストが試料のスピン偏極度を

意味しているのかの判断は，理論計算に大きく依存してい

る．今後もしばらくこの傾向は続きそうである．しかし，最

終的には実験のハード面と解析等のソフト面の発展により，

真の試料のスピン偏極度ベクトルを高い信頼性で得る手法の

確立が望まれる．現在 SPSTM 計測者はその模索中にある．
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