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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。
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スに応用した研究はまだ行われていない。最大の理
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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]。
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
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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
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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。
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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。

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。
グラフェンナノリボンを用いた新奇スピンフィルタ素子の創製
191

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。

図 22. グラフェン表面をエッチングしてできた
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六角形ナノピットのした原子間力顕微鏡像
六角形ナノピットのした原子間力顕微鏡像。
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図
図 3.
3 グラフェン細線を用いた面内スピンバルブ素子構造
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
の電子顕微鏡像。

