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新奇スピンフィルタ素子の創製 
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In this work, we aim to provide new functionality to spintronic devices, that is spin filter, using the 
topological nature of the edge state in graphene nanoribbon. For this purpose, we have synthesized zigzag-
shaped graphene nanoribbons by means of oxygen and hydrogen plasma etchings. A hexagonal graphene 
nanopit with the zigzag-shaped edges is obtained for mechanically exfoliated few-layer graphene. To perform 
the spin transport measurement, we have also fabricated lateral spin valve devices using few-layer graphene 
and ferromagnetic electrodes.  
 
1. 研究背景 

物性物理学において、電子のもつ電荷とスピンの自由度を制御・利用し、さらに新しい機能を創出することは、最も重

要な課題である。その代表的な成功例はスピントロニクスと呼ばれる分野で、1980 年代後半に巨大磁気抵抗効果が発見

されたのを契機に、現在に至るまで多岐に渡る研究が行われ、実際に役に立つ形で利用されている。本研究課題では、ス

ピントロニクスにこれまでなかった新しい「スピンフィルタ」という機能を、グラフェンのトポロジカルな性質を用いて

創製する。これにより、スピントロニクス及びトポロジー物理の分野に新潮流をつくり出すことができる。以下にその詳

細を述べる。 
スピンフィルタの舞台として、本研究ではグラフ

ァイトシート（グラフェン）の 1 次元鎖（ナノリボ

ン）を用いる。グラフェンの端には、ジグザグ型と

アームチェア型の 2 種類の形状が存在する（図 1）。
このうちジグザグ型の端のみに、局在した電子状態

「グラフェン端状態」の存在が藤田らによって理論

的に予測されていた[1]。この局在状態は、フェルミ

エネルギー付近にできる 2枚のフラットバンドに起

因する（図 1(a)右）。2005 年に申請者らは走査トン

ネル顕微・分光法を用いて、グラフェン端状態を初

めて実験的に証明した[2,3]。またジグザグ型の端に

は、フラットバンドに起因するスピン偏極した状態

が存在することも理論的に予測されている[4]。 
このようにグラフェンの端では、トポロジーに起

因した興味深い物性をもつが、これを実際のデバイ

スに応用した研究はまだ行われていない。最大の理

由は、グラフェンの端を制御してリボン状に切り出

すことが非常に難しい点にある。しかし最近になって、水素プラズマをグラファイト表面に照射することで、ジグザグ型

の端のみをもつリボン（幅は 50 nm 程度）を作製することが可能になりつつある[5]。 

図 1. (a) ジグザグ端と(b) アームチェア端グラフェンナノリボンの

模式図、及びリボン長手方向に沿ったバンドの概略図。 
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topological nature of the edge state in graphene nanoribbon. For this purpose, we have synthesized zigzag-
shaped graphene nanoribbons by means of oxygen and hydrogen plasma etchings. A hexagonal graphene 
nanopit with the zigzag-shaped edges is obtained for mechanically exfoliated few-layer graphene. To 
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そこで本研究では、ジグザグ端グラフェンナノリボンを用いて、端のスピン状態を電界で制御可能なスピンフィルタを

創製する。同様の機能は、「電界効果スピントランジスタ」としてダッタとダスが提案しているが[6]、未だ実現できてな

い。グラフェンナノリボンでスピンフィルタを実現できれば、1 次元フラットバンド強磁性[7]という未だ実証されていな

い物性物理の基本問題に答えるだけでなく、スピン抽出という新機能をスピントロニクスデバイスに付与できる。 
 

2. 実験結果 

 
ジグザグ端グラフェンナノリボンの作製は、東京大学大学院理学系研究科の福山寛教授、松井朋裕助教と連携して行っ

た。まず始めに、シリコン基板上に化学気相蒸着(chemical vapor deposition: CVD)した単層グラフェンに対して、酸素プラ

ズマ及び水素プラズマを照射することで、先行研究と同様に[5]、ジグザグ端をもつ六角形ナノピットの作製を目指した。

CVD グラフェンの利点は、基板全体に一様に、ジグザグ端六角形ナノピットが複数形成される点である。これにより、

六角形ナノピット間に挟まれたジグザグ端グラフェンナノリボンを探しやすくなる。プラズマ照射時間や酸素及び水素

の圧力の条件をいくつか試したが、バルクグラファイト表面で作製されるような六角形ナノピットを作製することがで

きなかった。これは、下面にあるグラファイト層の有無に起因していると考えられる。 
そこで今度は、シリコン基板上に機械的剥離法で作製した数層グラフェンに対して、プラズマ照射で六角形ナノピット

の作製を試みた。図 2 にグラフェン表面の典型的な原子間力顕微鏡像を示す。六角形サイズとしては、想定していたサイ

ズの 1/10~1/100 程度となってしまったが、六角形のナノピットを得ることに成功した。今後は、酸素プラズマ及び水素プ

ラズマの時間を最適化することにより、一辺が 10 m 程度のジグザグ端をもつ六角形ナノピットを複数作製し、六角形

ナノピットに挟まれる形で形成されるジグザグ端グラフェンナノリボンの作製を行っていく予定である。 
上述したように、本来はジグザグ端グラフェンナノリボンを用いてスピンバルブ素子を作製する予定であったが、想定

していたサイズよりも小さな六角形ナノピットしか形成できなかった。しかし、今後ジグザグ端グラフェンナノリボンの

作製ができたら、直ちにスピン輸送測定ができるように、本研究では、これまでのグラフェンスピンバルブ素子と同様に

[8]、シリコン基板上に、スコッチテープ法で劈開したグラフェンを用いて、面内スピンバルブ素子を作製し、信号を得る

ところまで成功している。今後は、ジグザグ端グラフェンナノリボンを用いた測定を行う予定である。 
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図 2. グラフェン表面をエッチングしてできた

六角形ナノピットのした原子間力顕微鏡像。 

図 3. グラフェン細線を用いた面内スピンバルブ素子構造

の電子顕微鏡像。 
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