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1. 研究
研究の
の背景、
背景、目的
近年、「スピントロニクス」という分野が大きな注目を集めている。これまでのエレ
クトロニクスは電子の持つ電荷 e という物理量を扱ってきた。しかし、電子はもう一
つの量子力学的な特性として、スピンと呼ばれる角運動量を持っている。電子スピンは、
「アップ/ダウン」(以降↑と↓と略して書く) という二つの状態を持っており、磁性の
起源も担っている。この電子スピンを従来のエレクトロニクスに応用し、これまで実現
できなかった新しい機能を持たせる試みが研究されている。このようなスピンとエレク
トロニクスを合わせた新しい分野を「スピントロニクス」という。現在、スピントロニ
クスの分野で注目されているものが、「純スピン流」と呼ばれる電荷の流れを伴わない
スピン角運動量の流れである。強磁性体(F)/非磁性体(N)接合に電流を流した時、接合界
面近傍でスピンが蓄積する現象が起こる。純スピン流は、この蓄積されたスピンの拡散
現象であり、等量の↑スピンと↓スピンが逆向きに流れ、スピン拡散長程度の大きさで
緩和する。
このスピン拡散長は、スピン蓄積効果の距離依存性と Hanle 効果を測定することに
よって相補的に決定することができる。Hanle 効果とは、拡散伝導するスピン流が歳差
運動によってそのコヒーレンスを失う現象のことを言う。これまでスピン拡散長の決定
手段としての Hanle 効果は、無限に長い１次元非磁性細線内での拡散過程を仮定しな
ければならなかった。しかしこのような仮定は、
F/N 界面がトンネル接合の場合は有効であるが、
接合抵抗が無視できるオーミック接合の場合、ス
ピン流の強磁性細線への染み出しがあるために有
効ではなく、Hanle 効果の信号変化はトンネル接
合の場合と異なるはずである。そこで、本研究で
はオーミック接合における Hanle 効果を実験的 図 1： 面内スピンバルブ素子の模式図。
に詳しく調べた。
2. 実験方法
純スピン流の発生および検出は、面内スピンバ
ルブ素子を用いて行った。面内スピンバルブ素子
とは、強磁性細線と非磁性細線からなる図 1 のよ
うな構造を言う。左側の強磁性端子から非磁性細
線に電流を流した場合、F/N 接合界面近傍でスピ
ン蓄積現象が起こる。蓄積したスピンは、F/N 接
合界面から左右にスピン拡散する。この際、非磁
性細線の右側には電流が流れておらず、スピン拡
散のみが起こっている。このスピン拡散の流れに 図 2： スピン蓄積信号の例。
よって↑スピンと↓スピンが逆向きに流れ、純ス
ピン流が発生する。この純スピン流は、図 1 に示す右側の強磁性端子で検出することが

できる。スピン注入端子からスピン拡散長程度の範囲内にスピン検出端子を接合した場
合、スピン蓄積電圧を検出することができる。この電圧は、２本の強磁性細線の磁化の
相対角度に依存しており、平行／反平行時に
電圧がそれぞれ最大／最小となる(図 2)。
次に、スピン注入・検出強磁性端子の磁化
が平行状態で、面内スピンバルブ素子に面直
に磁場を印加した場合について考える。この
とき拡散伝導するスピンは、歳差運動を誘起
されることになる。歳差運動によってスピン
の量子化軸が回転し、強磁性検出端子と相対
的な角度を持つ。これによってスピンの角度
に応じたスピン蓄積信号が検出されることに 図 3： Hanle 効果の磁場依存性。l はスピン拡散長
なる。ここで注意しなければならないことは、 で規格化された強磁性端子間の距離を示す。
スピン流は拡散伝導しているから、各々のス
ピンは注入端子から検出端子までの伝播時間
に分布があるということである。その時間分
布によって、スピン検出端子では様々な角度
を持ったスピンが検出されることになる。磁
場が大きい場合、スピン回転角の広がりが２
πに近づくためにスピン蓄積電圧が減衰する
現象が起こる。このような磁場によってスピ
ンのコヒーレンスが失われる現象を Hanle 効
果という(図 3)。
図 4： Py/Cu における Hanle 効果の磁場依存性。
本研究ではオーミック接合における Hanle 縦軸はスピンシグナルで規格化された Hanle 効果
効果を調べるために、強磁性体と非磁性細線 によるスピン蓄積信号の減衰の割合を示し、横軸は
の接合界面は極清浄にする必要がある。そこ 面内スピンバルブ素子に垂直に印加した外部磁場
で、斜め蒸着法を用いることによって試料作 の大きさを示している。試料(I)と試料(II)の接合抵
抗はそれぞれ 0.06 Ω、0.6 Ωである。また、トンネ
製を行った。また Al を蒸着し、in-situ で酸化 ル接合であった場合の計算結果はグラフの様にな
処理を行うことで接合界面の制御も行った。 る。
強磁性体材料として Py(Ni-Fe 合金)を、また
非磁性体細線材料として Cu もしくは Al を使用した。
3. 結果
結果・
・考察
Py/Cu 面内スピンバルブ素子では、接合抵
抗が無視できるほど小さいオーミック接合の
素子(試料(I))と、接合抵抗が約 10 倍大きいが
依然として界面はオーミック的な振舞いを示
す素子(試料(II))の２種類を作製し、T = 10 K
で Hanle 効果の測定を行った。図 4 に示すよ
うに、接合抵抗が無視できる試料(I)では、垂
直磁場による Hanle 効果の変化が殆ど現れな 図 5： Py/Al における Hanle 効果の磁場依存性。
いが、接合抵抗が大きい試料(II)では Hanle
効果による大きな信号変化が得られている。
ここでは Cu のスピン拡散長を 1500 nm としてトンネル接合を計算したが、トンネル

接合の場合は更に大きな変化が起こることがわかる。
次に、比較的トンネル接合を作製し易いと考えた Py/Al 面内スピンバルブ素子でも同
様の測定を行った。Py/Al の場合、接合抵抗が小さいオーミック型の素子と、in-situ で
酸化処理を行うことで界面の性質をトンネル型に変えた２種類の素子を作製すること
ができた。図 5 に示すように、Py/Al 面内スピンバルブ素子でも接合抵抗が大きいトン
ネル接合では、Hanle 効果による大きなスピンシグナルの変化が観測された。トンネル
接合の測定結果からフィットを行い、Al のスピン拡散長は 640 nm であることがわか
った。図 4、図 5 から Al の方が Hanle 効果が大きいことが分かる。これは、トンネル
接合における強磁性端子間距離とスピン拡散長の関係(図 3)から理解される。
これまでの実験結果から、オーミック接合とトンネル接合での Hanle 効果の振る舞
いの変化は、非磁性細線内を流れる純スピン流が強磁性検出端子によって影響を及ぼさ
れたことが原因であると考えられる。接合抵抗が非常に小さい場合、スピン流が強磁性
細線に強く吸収され、純スピン流の伝播時間が短くなる。その結果、歳差運動が抑制さ
れ Hanle 効果による減衰が小さくなる。
図 6 に示すように、オーミック接合における Py/Cu と Py/Al 面内スピンバルブ素子
を 比 較 し た 場 合 、 Py/Al の 方 が 若 干
Hanle 効果による信号変化が大きい。こ
れは、非磁性細線のスピン抵抗(スピン流
の流れ難さを表す)から説明することが
できる。スピンシグナルの強磁性体距離
依存性から Cu 及び Al のスピン抵抗はそ
れぞれ、RCu = 3.2 Ω、RAl = 7.9 Ωと求め
ることができるが、スピン抵抗が大きい
Al では、スピン流が Cu に比べて流れ難
く、スピン流の伝播速度が大きくなった
ためと考えることができる。
図 6： オーミック接合における Hanle 効果の非磁性材料
依存性。実線は Al、点線は Cu での Hanle 効果によるス
ピン信号を示す。

4. まとめ
Py/Cu 及び Py/Al 面内スピンバルブ素子
を作製し、強磁性端子と非磁性細線の接
合条件によって Hanle 効果の信号変化が異なることを明らかにした。接合抵抗が小さ
いオーミック接合の場合、スピン抵抗が小さい強磁性細線が並列に接続されるために、
純スピン流が流れている細線部のスピン抵抗が小さくなり、スピン流がトンネル接合に
比べ早く流れる。その結果、スピン流の伝播時間が小さくなり Hanle 効果による信号
変化が小さくなると考えられる。
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