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1.

本研究の背景と目的
近年加速度的に研究が進んでいるスピントロニクス分野は、従来無視されてきた、角運動量の

流れであるスピン流を積極的に利用することで高性能デバイスの実現を目標としている。特に、
スピン流の生成及び検出が行えることから、スピンホール効果は最も重要な物理現象である。ス
ピンホール効果とは、物質中に電流を流した時、スピン軌道相互作用を介して電流と直交方向に
スピン流が生じる現象である。一方その逆過程を考えると、物質中に誘起されたスピン流は同様
の機構を介して電流に変換される。これは逆スピンホール効果 (ISHE) と呼ばれ、スピン流を電
気的に検出する手法に広く用いられている。スピンホール効果は主に非磁性体を中心に研究され
ており、これまで、金属中のスピンホール効果の発現機構として、不純物散乱による skew 散乱及
び side jump などの外因性機構[1]、または、Karplus & Luttinger によって提起された内因性機構[2]
などが考えられてきた。歴史的にこれらは強磁性体で異常ホール効果が起こる機構として提案さ
れてきたものであった。最近になって、磁性体中でもスピンホール効果が発現することが明らか
になってきている[3,4]。しかしその詳細についてはまだ研究が始まったばかりで明らかになって
いない。本研究では、鉄ニッケル合金であるパーマロイ(Py: Ni81Fe19) のスピンホール効果を定量
的に測定し、異常ホール効果と比較することにより、その発現機構や温度依存性などの詳細を明
らかにすることを目的とした。なお本修士論文中では、リング状の素子にスピン流を注入するこ
とで、逆スピンホール効果による電流を生成した結果を Appl.
Phys. Lett. 誌に報告しているが[p1]、ここでは割愛する。

2.

実験方法
電子線リソグラフィーとリフトオフ法により図 1 のような面内

スピンバルブ素子を作製した。
まずスピン流注入用の Py 細線(Py1、
Py3) 及び、逆スピンホール効果検出用の Py2 細線を作製した。
続いて Py を Cu によって架橋し、Al2O3 によってキャッピングし
た。図 1 の端子配置で測定を行うと、電流 I と逆方向に純スピン
流が拡散的に流れる。拡散スピン流はスピン拡散長の短い物質に
選択的に拡散する傾向にあるため、Py2 まで到達したスピン流の
ほとんどが Py2 によって吸収される。
これをスピン吸収法と呼ぶ。
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散スピン流が流れる。そのスピン流が Py1 において
電気信号として検出される。この場合、図 1 と逆向
きに磁場の正の向きを取る。

3.

実験結果と考察
図 2 に本研究で得られた 10 K におけるスピンホ

ール抵抗 RSHE (≡ V/I ) の測定結果を示す。スピンホ
ール抵抗は、磁化の向きと面直に流れるスピン流の
向きが直交したときに最も大きくなる。従って、Py
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RSHE は正逆両方のスピンホール効果において同程度
の値となった。このことはパーマロイ中においてスピ
ンホール効果がオンサガーの相反性を満たしている
ことを示唆する。磁場の大きさが 2000 Oe 以下の領域
ではパーマロイの磁化過程に由来すると考えられる
特異な振る舞いがみられ興味深いが、ここでは取り扱
わず、本研究では主にRSHE の大きさのみ議論する。
得られたRSHE からスピンホール抵抗率SHE を見積も

図 3 10 K におけるパーマロイの
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0.01(±0.002)程度であり、これはスピンホール効果を示す物質としてよく知られる Pt の半分程度
の大きさである。更に本研究では別途、図 3 のようにパーマロイのホールバーを作製し、異常ホ
ール効果の測定も行った。低磁場領域での信号の大きな変化は、磁化過程に伴うプラナーホール
効果によるものとであると考えられる。高磁場における磁場に比例した振る舞いは通常のホール
効果によるものであり、それらをゼロ磁場まで外挿した点の差分が異常ホール効果による信号で
あるとして扱う。パーマロイの異常ホール抵抗率は 10 K においてAHE = 0.052(±0.004) ·cm で
あった。ここでは詳細は省略するが、Mott の 2 流体モデルに基づいた理論的考察によると、アッ
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(a)スピンホール抵抗率SHE と(b)異常ホール抵抗率AHE の温度依存性。

プスピンとダウンスピンの電子がそれ
ぞれ独立にスピン軌道相互作用によっ
て散乱される場合には、AHE =p·SHE
という関係が成り立つことが示唆され
ている。非局所スピンバルブ測定によ
って得られたパーマロイの伝導電子の
スピン偏極率 p は 0.23 程度であり、上
述の関係が成立することがわかった。
次にスピンホール効果、異常ホール効
果の温度依存性を測定した結果を図 4

図 5 スピンホール抵抗率SHE と異常ホール抵

に示す。スピンホール効果及び異常ホ

抗率AHE のスピン偏極率 p を介した関係性。

ール効果は 100 K 以下の低温領域では
温度に対して一定である。一方で、100 K 程度から室温にかけては大きな変化がみられ、スピン
ホール効果では、220 K 程度において符号の反転が観測された。このことは上述の関係式が、明
らかに高温側では成り立っていないことを意味している。伝導電子のスピン偏極率 p を用いて、

p·SHE とAHE を比較すると、100 K 程度までの低温領域ではAHE =p·SHE の関係式は成立してい
るが、高温側におけるスピンホール効果だけにみられる強い温度依存性は p の温度依存性を考慮
しても説明されないことが分かる(図 5)。

4.

まとめ
本研究では、スピン吸収法を用いて、強磁性体パーマロイの正逆両方のスピンホール効果の定

量的な測定を行った。得られたスピンホール効果の信号の大きさはプラチナなどのスピン軌道相
互作用の強い非磁性金属とほぼ同等の値となった。本研究では更にスピンホール効果の発現機構
に踏み込み、異常ホール効果との比較や温度依存性を議論した。低温域では異常ホール効果と同
一の機構によってスピンホール効果が生じることが分かった。一方で、室温付近の高温側ではス
ピンホール効果にのみ強い温度依存性がみられ、異常ホール効果には現れない別の機構が存在す
ることが示唆された。
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