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金属人工格子における巨大磁気抵抗効果の発見は、電気伝導への電子スピンの重要性を認識さ
せ、電子の二つの自由度である電荷とスピンの両方を利用するスピントロニクスと呼ばれる分野へと
発展してきました。私は、
この分野の創成期である巨大磁気抵抗効果研究に微細加工技術を導入し
て以来、三次元的に構造制御されたナノ磁性体の作製とその新規物性探索を中心課題として研究
してきました。本稿では、磁場ではなく電流で磁化状態を制御した研究をご紹介します。
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研究の成果
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図1 磁気力顕微鏡による観察結果
（a）白破線で囲まれた領域が強磁性細線：明るく見える部分が磁壁。
（b）パルス電流を流した後に磁壁は電流と逆方向（電子の移動方向）に動いた。
（c）電流の方向を逆転すると磁壁も逆方向へ動いた。
（d）磁化状態の概念図：N極とN極がぶつかった磁壁ができている。
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今後の展開
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図3 スピントランスファー効果による磁壁の電流駆動の説明図
（a）磁壁の概念図：矢印が磁気モーメントを表し、磁気モーメントが連続的に方向を変えている部分が磁壁である。
（b）電流を流すと伝導電子が磁壁を通過する。小さな矢印で示される伝導電子のスピンは、
磁気モーメントに沿って回転し、
スピン方向が変化する。
（c）伝導電子のスピン角運動量の変化分は磁気モーメントへ移動し、磁壁中の磁気モーメントは回転する。
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