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エレクトロニクスから

スピントロ二クスへ

半導体と磁性体は現在のエレクトロ

ニクスにとって欠かせない材料です．

磁性体では，電子スピンが重要な役割

を果たしています．安定な磁化（マク

ロなスピンの向き）の履歴特性を示す

ことからこれを用いた，不揮発性の磁

気メモリが開発されてきました．最近

では，MRAM（Magnetic Random

Access Memory：不揮発性磁気メモ

リ）が着目されています．これは，２

つの磁性体電極を絶縁層を介して接

合をつくり，このトンネル磁気抵抗が

２つの磁性体電極のスピンの向き（平

行か反平行）によって大きく異なるこ

とを利用しています．しかしながら，磁

性体金属を用いて論理回路のような，

能動デバイスをつくることは困難です．

一方，半導体を用いることにより論

理機能を構成することが可能です．そ

の理由は，ゲート電極（第三端子）の

電界により半導体チャネルの特性を自

在に制御できることに由来します．実

際，トランジスタはダイオードと異な

り，第三端子を持っており，この第三

電極によるチャネルの制御性が半導体

エレクトロニクスに大きな進展をもた

らしました．また半導体エレクトロニ

クスは，サイズを小さくすれば浮遊容

量が小さくなり集積回路の動作速度

が向上する，消費電力が小さくなると

いうスケーリング則にそって急速に発

達してきました．しかしながら早晩こ

のスケーリング則には限界がくること

が予想されています．

そこで，従来の延長にない全く異なっ

た方法で，超高速，省電力な機能デ

バイスを実現することが必要となって

きます．半導体エレクトロニクスでは

電子の持つ「電荷」，磁気デバイスで

は「スピン」が重要な役割を果たして

きました．半導体スピントロニクスは，

従来のエレクトロニクスとスピンの効

果を結びつけるものです．我々は，こ

のスピンをゲート電極による電界によっ

て制御する方法を確立することが，将

来のエレクトロニクスにとって重要と

考えました．本稿では，半導体中のス

ピン軌道相互作用をゲート電圧によっ

て制御した実験結果を紹介するととも

に，これをベースとする電界効果スピ

ントランジスタなどの動作原理を説明

します．

電界効果スピントランジスタの

動作原理

GMR（Giant MagnetoResistance：

巨大磁気抵抗効果）の発見は，スピ

ンの自由度が電気抵抗に大きな影響を

もたらすことを示しました．すなわち，

２つの磁性体のスピンの向きが，平行

か反平行かによって電気抵抗が大きく

異なることを発見したのです．このGMR

の重要性は，スピンの向きに情報を担

わせることが可能であることを示した

点にあります．しかしながらこのGMR

は，本質的に二端子素子であり磁性体

のスピンの向きを磁界によって制御す

る必要があります．

このように，微小な磁石である電子

のスピンはこれまで磁界によって制御

されてきました．DattaとDasによって

提案された電界効果スピントランジスタ

（スピンFET）(1)はスピンの向きをゲー

ト電圧によって制御するという画期的

なものです．

スピンFETの概念図を図１に示し

ます．このデバイスの特徴は，ソース，

ドレイン電極が磁性体からなり半導体

二次元電子ガスチャネルは，スピン軌

道相互作用の強い材料を用いるところ

半導体スピントロニクス

半導体スピントロニクスでは，電子の「電荷」とともに「スピン」が重要
な役割を果たします．本稿では，スピン軌道相互作用を用いたいくつかのス
ピンの関与するデバイスを紹介します．NTT物性科学基礎研究所では，半導
体二次元電子ガス中のスピン軌道相互作用がゲート電圧による電界により制
御可能であることを実験的に確認しました．この結果は，電界効果スピント
ランジスタなどスピン機能デバイスへ向けての第一歩となるものです．
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にあります．磁性体電極からスピン偏

極した電子を半導体二次元電子ガス

へと注入し，このスピンの向きをスピン

軌道相互作用による有効な磁界によっ

て回転させようとするものです．ゲー

ト電極はスピン軌道相互作用の強さを

制御するためにあり，この電界により

注入したスピンの向きをドレイン電極

のスピンの向きと平行にしたり，反平

行にしたりすることによりドレイン電流

の大きさを変えます．例えば，キャリ

アスピンが反転すると磁性体ドレイン

電極には反転した電子スピンを受け入

れる状態密度がないためドレイン電流

は流れません．

一方，ゲート電圧によってスピンの

向きを360度回転させると磁性体ドレ

イン電極と同じ向きになり，ドレイン

電極に電流は流れこむことができます．

すなわちスピンの回転角度によって電

流のオン・オフを制御しようとするも

のです．もし100％スピン偏極したス

ピンが注入されたとすると，ゲート電

圧をピンチオフさせるほど大きな電圧

をかけなくとも，スピンを反転するだ

けの少ないゲート電圧で電流を遮断す

ることができます．また磁性体電極部

は不揮発性のメモリとして使用するこ

とも可能と考えられます．あるいは，

磁性体ソース・ドレイン電極のスピンの

向きを変えることにより，書き換え可能

な論理回路ができる可能性もあります．

しかしながら，このスピンFETを実

現するためには，まず，ゲート電圧に

よってスピン軌道相互作用が変化する

のか否か，次に磁性体電極からスピン

偏極した電子をどのくらいの効率で注

入できるのか，という２つの点を明ら

かにする必要があります．

スピン軌道相互作用のゲート電圧

による制御

磁界をかけると，スピンの縮退がと

け磁界と平行なスピンと反平行スピン

の間にはエネルギー差ができることが

知られています．スピン軌道相互作

用は相対論的な効果で，電界中を電

子が高速に運動することにより，電界

E→と運動方向ｖ→に垂直に有効な磁界

B→effを感じることになります．これは，

B→eff ∞ｖ→×E→によって与えられます．した

がって，この電界が外部から制御でき

れば，スピン軌道相互作用の強さを変

え，有効な磁界の周りでのスピンの歳

差回転運動＊１を制御できることになり

ます．III-V族半導体では，この電界の

起源として，Dresselhausによって提

唱された結晶場による電界を起源とす

るスピン軌道相互作用と，Rashbaに

よって提唱されたヘテロ界面における

電界を起源とするスピン軌道相互作用

が知られています．Dattaらによって

提案されたスピンFETはこのRashba

のスピン軌道相互作用を仮定している

のですが，実際にスピン軌道相互作用

がゲート電界によって制御できるかど

うか示した実験結果はありませんでし

図１　スピンFETの概念図�
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た．我々は，InGaAs（インジウムガ

リウム砒素）/InAlAs（インジウムア

ルミニウム砒素）へテロ構造を最適化

し，Rashbaのスピン軌道相互作用が

重要な役割を果たしていることを示すと

ともに，スピン軌道相互作用の強さが

ゲート電圧によって制御可能であるこ

とを初めて実験的に確認しました(2)．

スピン軌道相互作用の強さαは，

図２ (a)に示すInGaAs二次元電子ガ

スチャネルで観測したシュブニコフ・ド

ハース振動と呼ばれる磁気抵抗振動Rxx

に現れた，ビートパターンを詳細に解析

することにより求めています．図２(a)

の赤線は実験結果，青線はRashbaの

スピン軌道相互作用を考慮に入れた解

析結果を示します．実験結果は理論

解析とよく一致し，これらの比較によ

りスピン軌道相互作用αのゲート電圧

依存性を求めました．図２(b)は，スピ

ン軌道相互作用の強さを表すパラメー

タαをキャリア濃度Nsでプロットして

ありますが，キャリア濃度はゲート電

圧Vgに対応しています．図２(b)から明

らかなようにスピン軌道相互作用の強

さがVgで制御できることが分かります．

今まで，スピン軌道相互作用は物質固

有のパラメータと考えられてきたので

すが，半導体へテロ構造の設計とゲー

トによる電界によって制御可能なパラ

メータであることを示すことに成功し

ました．我々は，弱反局在効果＊２を用

いた解析からもスピン軌道相互作用は

制御可能なパラメータであることを確

認しています(3)．

上記で求めた，半導体チャネルの長

さをLとすると，スピン軌道相互作用

αからスピンの回転角度Δθを次式か

ら求めることができます．

例えばスピンFETの半導体チャネル

長をL＝１μmとすると，ゲート電圧

Vg＝０V（Ns＝2.45・1012 cm－2）でス

ピンの回転角度Δθ＝2.4πとなります

がVg＝－0.5V（Ns＝1.83・1012 cm－2）

でΔθ＝3.6πが得られます．

磁性体電極から二次元電子ガス

へのスピン注入

半導体はもともとスピン偏極してい

ないため，電気的にスピン偏極をつく

り出す手段として磁性体電極からのス

ピン注入が注目され多くの実験がなさ

れてきました．しかしながら，拡散的

な半導体と磁性体の界面では，２つ

の材料の伝導度の大きな違いがスピン

注入を大きく妨げることが理論的に示

されました．一方，磁性体と半導体の

間にトンネルバリアを介してスピン注

入することにより，スピン注入の問題点

は解決できるという理論も示されてい

ます．これを受け，磁性体と半導体の

間にトンネルバリアを設けることにより，

少しずつスピン注入効率は改善されて

いるのですがまだ十分ではありません．

一方，我々は磁性体電極を一切用

いず，三重障壁共鳴トンネルダイオー

ド構造を用いることにより，スピン軌

道相互作用によってスピン分離した状

態とスピンの排他律を用いることによ

り，100％スピン偏極した電子が取り

出せるスピンフィルタを提案して(4)，

実験を行っているところです．

スピン干渉デバイス

スピンの回転角度は，スピンの位相

と密接な関係にあります．スピン軌道

相互作用によりスピンは歳差運動を行

いますが，我々は図３(a)に示すような

リング構造を用いることにより，スピ

ンの干渉を制御するデバイスが構成で

きることを提案しました(5)．

図３(a)にスピン干渉デバイスの概念

図を示します．電子スピンは，スピン

軌道相互作用により，電界と運動す

る方向両方に垂直な方向に有効な磁界

を感じます．このため分岐点で時計回

図２　スピン軌道相互作用のゲート電圧による制御�
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の性質を持った電子は，半導体中の不純物
散乱により干渉し，定在波をつくります．
この定在波により電流が流れにくくなる状
態を局在効果と呼びます．スピン軌道相互
作用の強い半導体では，スピンによる干渉
効果が加わり，局在効果とは反対に電流を
流しやすくする弱反局在効果をもたらします．
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り，反時計回りに分波した電子スピン

は，分波した直後，有効磁界の向き

が逆向きとなるためそれぞれ逆向きの

歳差運動します．この電子スピンが出

会う干渉ポイントでは，それぞれのス

ピンの向きは異なっており，このスピ

ンの相対角度をゲート電圧で制御する

ことによりスピンの干渉によりコンダ

クタンス＊３を変調することが可能とな

ります．このデバイスの特徴は，スピ

ン偏極した電子を用いる必要がないた

め，磁性体からのスピン注入が不要な

ことです．すべてのキャリアがスピン

干渉に関与することを理論的に示すこ

とができます．量子コンピュータでは，

量子ビットと呼ばれる情報の担体はス

ピン上向き下向きの重ね合わせ状態を

用いますが，スピン干渉デバイスによ

りスピンの位相情報をコンダクタンス

により検出することが可能となると考

えられます．図３(b)は，実際に作製し

たスピン干渉デバイスの電子顕微鏡写

真です．最近，多数の干渉ループを用

いることによりスピン干渉効果を確認

したところです．

今後の展開

これまで，微小な磁石である電子ス

ピンは磁界によって制御されてきました．

我々は，スピン軌道相互作用がゲート

電圧による電界によって制御可能であ

ることを示すことに成功しました．こ

のスピン軌道相互作用は電子スピンに

対する有効な磁界として働くため，ス

ピンの回転を電界により制御すること

が可能となります．この特性を利用す

れば，これまで半導体エレクトロニク

スでは無視されてきた電子スピンを用

いたスピンFETなどの機能デバイスが

可能となります．このように，電界に

よってスピンを制御する方法を確立す

ることが，将来電子スピンを量子ビッ

トとする量子コンピュータにとって重

要と考えます．
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半導体スピントロニクスの研究は始まっ
たばかりです．従来のエレクトロニクスと
は全く異なった動作原理で超高速，省電力
化を可能とするスピンデバイスの探求を進
めていきます．
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