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(54)【発明の名称】高周波キャリア型磁界センサの位相雑音抑圧方法及びその装置
(57)【要約】
【課題】

ＳＳＢ位相雑音を低減することにより、セン

サ素子自身の熱的揺らぎ、あるいは熱雑音レベルまでの
微小な信号の検出が可能となる高周波キャリア型磁界セ
ンサの位相雑音抑圧方法及びその装置を提供する。
【解決手段】

信号発生器１と、この信号発生器１に接

続される第１のデバイダ２と、この第１のデバイダ２に
接続されるセンサ素子３と、このセンサ素子３と並列に
接続され、前記第１のデバイダ２に接続されるアッテネ
ータ４と位相シフタ５との直列接続回路と、前記センサ
素子３と前記位相シフタ５に接続される第２のデバイダ
６と、この第２のデバイダ６に接続される前置増幅器７
と、この前置増幅器７に接続されるスペクトラムアナラ
イザ８とを備え、キャリア電圧を前記第１のデバイダ２
で分圧し、前記位相シフタ５の出力信号が前記センサ素
子３の出力信号であるキャリア成分に対し、振幅が等し
く、位相がほぼ１８０°異なるように、前記アッテネー
タ４と前記位相シフタ５を用いて調節する。
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【特許請求の範囲】

正治，多賀康訓：日本応用磁気学会誌，２０，５５３

【請求項１】

（１９９６）

外部磁界により変調されたＡＭ変調波を

キャリア成分と逆相の成分を足し合わせることにより、

（９）Ｔ．Ｍｏｒｉｋａｗａ，Ｙ．Ｎｉｓｈｉｂｅ，

キャリア成分のみを低減させ、これにより位相雑音を低

Ｈ．Ｙａｍａｄｅｒａ，Ｙ．Ｎｏｎｏｍｕｒａ，Ｍ．Ｔ

減させ、側波帯を高感度に測定可能にすることを特徴と

ａｋｅｕｃｈｉ，ａｎｄ

する高周波キャリア型磁界センサの位相雑音抑圧方法。

ｒａｎｓ．Ｍａｇｎ．，３３，４３６７（１９９７）

【請求項２】（ａ）信号発生器と、（ｂ）該信号発生器

（１０）Ｍ．Ｙａｍａｇｕｃｈｉ，Ｍ．Ｔａｋｅｚａｗ

に接続される第１のデバイダと、（ｃ）該第１のデバイ

ａ，Ｙ．Ｈ．Ｋｉｍ，Ｋ．Ｉｓｈｉｙａｍａ，Ｍ．Ｂａ

ダに接続されるセンサ素子と、（ｄ）該センサ素子と並
列に接続され、前記第１のデバイダに接続されるアッテ

Ｙ．Ｔａｇａ：ＩＥＥＥ

ｂａ，Ｋ．Ｉ．Ａｒａｉ，Ｎ．Ｗａｋｏ，ａｎｄ

Ｔ
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Ａｂｅ：Ｐｒｏｃｃｅｄｉｎｇｓ

ｏｆ

Ｉ．

Ｔｒａｎｓｄ

ネータと位相シフタとの直列接続回路と、（ｅ）前記セ

ｕｃｅｒｓ

ンサ素子と前記位相シフタに接続される第２のデバイダ

（１１）竹澤昌晃：東北大学大学院工学研究科博士学位

と、（ｆ）該第２のデバイダに接続される前置増幅器

論文，ｐ．２１６（１９９９）

と、（ｇ）該前置増幅器に接続されるスペクトラムアナ

（１２）竹澤昌晃，網代紀行，山口正洋，荒井賢一，山

ライザとを備え、（ｈ）キャリア電圧を前記第１のデバ

崎二郎：電気学会マグネティクス研究会資料，ＭＡＧ−

イダで分圧し、前記位相シフタの出力信号が前記センサ

９９−１８９

素子の出力信号であるキャリア成分に対し、振幅が等し

（１３）Ｓ．Ｕｃｈｉｙａｍａ，Ｍ．Ｍａｓｕｄａ，ａ

く、位相がほぼ１８０°異なるように、前記アッテネー

ｎｄ

タと前記位相シフタを用いて調節することを特徴とする

ｙｓ．，２，６２１（１９６３）

高周波キャリア型磁界センサの位相雑音抑圧装置。

20

９９，２Ｐ３．８（１９９９）

Ｙ．Ｓａｓａｋｉ：Ｊｐｎ．Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈ

磁性体に高周波キャリア電流を直接通電し、その表皮効

【発明の詳細な説明】

果を利用した高感度な磁界センサを薄膜で実現する研究

【０００１】

が盛んに行われており、これまでに１０

【発明の属する技術分野】本発明は、高周波キャリア型

（Ｔ）台の交流磁界分解能が得られたという報告例があ

磁界センサから出力されるＡＭ変調波の搬送波成分を抑

る。

圧すると同時に、側波帯における搬送波成分のＳＳＢ位

【０００４】

相雑音を低減する高周波キャリア型磁界センサの位相雑

【発明が解決しようとする課題】高周波キャリア型薄膜

音抑圧方法及びその装置に関するものである。

磁界センサ既存の磁界センサに比較して更なる高感度が

【０００２】

期待されるものの、出力信号は微小であり、その理論的

【従来の技術】従来、このような分野の技術としては以

最小検出感度は磁気モーメントの熱的な揺らぎで決定さ

下に開示されるようなものがあった。

30

‑ 1 0

テスラ

れる。この微小な磁界信号は高周波キャリアによりＡＭ

【０００３】（１）沼沢茂，村上孝一，北条博行：日本

変調され、側波帯信号を生じるが、それの最小検出感度

応用磁気学会誌，９，２６３（１９８５）

はこれまで搬送波のＳＳＢ位相雑音レベルにより制限さ

（２）加茂芳邦，島田寛：第１３回日本応用磁気学会学

れていた。

術講演概要集，２３ａＤ−６（１９８９）

【０００５】本発明は、上記状況に鑑みて、ＳＳＢ位相

（３）Ｋ．Ｍｏｈｒｉ，Ｔ．Ｋｏｈｚａｗａ，Ｋ．Ｋａ

雑音を低減することにより、センサ素子自身の熱的揺ら

ｗａｓｈｉｍａ，Ｈ．Ｙｏｓｈｉｄａ，ａｎｄ

ぎ、あるいは熱雑音レベルまでの微小な信号の検出が可

Ｖ．Ｐａｎｉｎａ：ＩＥＥＥ

Ｌ．

Ｔｒａｎｓ．Ｍａｇ

能となる高周波キャリア型磁界センサの位相雑音抑圧方

ｎ．，２８，３１５０（１９９２）

法及びその装置を提供することを目的とする。

（４）菊地弘昭，竹澤昌晃，山口正洋，荒井賢一：日本
応用磁気学会誌，２１，７８９（１９９７）

【０００６】
40

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達

（５）比嘉孝治，内山剛，Ｒ．Ｓｈｉｎ，毛利佳年雄，

成するために、〔１〕高周波キャリア型磁界センサの位

宇ノ木保元，菊地和政：日本応用磁気学会誌，２１，６

相雑音抑圧方法において、搬送波と振幅が等しくかつ位

４９（１９９７）

相の１８０度異なる信号をＡＭ変調波と合成することに

（６）Ｍ．Ｓｅｎｄａ，Ｏ．Ｉｓｈｉｉ，Ｙ．Ｋｏｓｈ

より、搬送波及びＳＳＢ位相雑音の抑圧を行うことを特

ｉｍｏｔｏ，ａｎｄＴ．Ｔｏｓｈｉｍａ：ＩＥＥＥ

徴とする。

Ｔ

ｒａｎｓ．Ｍａｇｎ．，３０，４６１１（１９９４）．

【０００７】〔２〕高周波キャリア型磁界センサの位相

（７）Ｍ．Ｓｅｎｄａ，Ｙ．Ｋｏｓｈｉｍｏｔｏ：ＩＥ

雑音抑圧装置において、信号発生器と、この信号発生器

ＥＥ

に接続される第１のデバイダと、この第１のデバイダに

Ｔｒａｎｓ．Ｍａｇｎ．，３３，３３７９（１９

９７）
（８）森川健志，西部裕司，山寺秀哉，野々村裕，竹内

接続されるセンサ素子と、このセンサ素子と並列に接続
50

され、前記第１のデバイダに接続されるアッテネータと

( 3 )
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4

位相シフタとの直列接続回路と、前記センサ素子と前記

層膜センサを示す斜視図である。

位相シフタに接続される第２のデバイダと、この第２の

【００１１】短冊の長さＬは１ｍｍ、幅Ｗは１０，２

デバイダに接続される前置増幅器と、この前置増幅器に

０，５０μｍと変化させた。単層膜の膜厚Ｄは１μｍ、

接続されるスペクトラムアナライザとを備え、キャリア

積層膜では磁性膜の膜厚Ｄ1 を１層あたり０．５μｍず

電圧を前記第１のデバイダで分圧し、前記位相シフタの

つ、層間導体層の膜厚Ｄ2 は５μｍとした。

出力信号が前記センサ素子の出力信号であるキャリア成

【００１２】作製方法としては、単層膜および積層膜の

分に対し、振幅が等しく、位相がほぼ１８０°異なるよ

成膜時に導入された磁気異方性を、８×１０

うに、前記アッテネータと前記位相シフタを用いて調節

０ｋＡ／ｍ（１ｋＯｅ）の真空回転磁界中で４００℃、

することを特徴とする。

‑ 4

以下、８

２時間の熱処理により緩和した後、同条件の真空静電磁

【０００８】

10

界中で４００℃、１時間熱処理を行って、幅方向が磁化

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい

容易軸方向となるように一軸異方性を導入した。この静

て詳細に説明する。

電界中熱処理後の異方性磁界Ｈk は４００〜５００Ａ／

【０００９】まず、センサ素子の高感度化について説明

ｍ（５〜６Ｏｅ）であった。この短冊素子の長手方向に

する。

外部直流磁界Ｈd c を印加しながら、１００ＭＨｚの高周

【００１０】ガラス基板上に化学増幅ネガレジストＺＰ

波電流を通電し、ネットワークアナライザ（ＨＰ８７５

Ｎ１１００を３μｍ塗布し、レジストパターニングを行

２Ａ）を用いて反射法により素子のインピーダンスを測

った。続いて、ｒｆスパッタ法によりアモルファスＣｏ

定した。測定後、ピッター法により各センサ素子の磁区

8 5

Ｎｂ1 2 Ｚｒ3 単層膜、およびＮｂ導体層により磁性層

構造を観察した。

を２分割したＣｏＮｂＺｒ／Ｎｂ／ＣｏＮｂＺｒ積層膜
を成膜し、リフトオフにより短冊状の磁界センサ素子を

【００１３】また、磁性膜が理想的な一軸異方性を有し
20

作製した。短冊状磁界センサ素子の外観図を図１に示

ている場合の短冊状磁性薄膜の内部インピーダンスＺi
を抵抗分Ｒi とリアクタンスＸi とに分けて表すと、

す。なお、図１（ａ）は単層膜センサ、図１（ｂ）は積
Ｚi ＝Ｒi ＋ｊＸi

…（１）

【００１４】

【数１】

【００１５】のように計算される。ここで、ρは抵抗

あり次式で表される。

率、ｌ，ｗおよびｔは長さ、幅および厚さであり、

【００１６】

μe r ′，μ

【数２】

e r

″はバイアス磁化率の理論より計算される

比透磁率の実部と虚部である。また、δ

【００１７】（１）〜（３）式より、

*

は表皮深さで

50

【００１８】

( 4 )
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【数３】

【００１９】のように、外部磁界の関数Ｆ（Ｈd c ）を定

【００２０】

義すると、Ｚi は、

【数４】

【００２１】のように表現できる。

定義する。（１０）式を外部磁界で微分して、センサ利

【００２２】ここで、センサ利得として外部磁界に対す

得を計算すると、

るインピーダンス変化の傾き、つまり次式に示すインピ

【００２３】

ーダンス外部磁界に対する微分値（∂Ｚi ／∂Ｈd c ）を

【数５】

【００２４】のように表される。

用いた場合、リフトオフを用いた場合と比較してテーパ

【００２５】図２に単層膜を用いた磁界センサ素子の外

が大きく形状に凹凸がある。この形状の乱れが静磁エネ

部磁界に対するインピーダンス変化を示す。図２（ａ）

20

ルギーの増大につながり、それを抑制するために還流磁

はリフトオフを用いた場合、図２（ｂ）はイオンミリン

区の大きい磁区構造をとっている可能性がある。

グを用いた場合を示している。

【００２９】図５は単層膜および積層膜を用いたセンサ

【００２６】比較のためイオンミリングを用いて作製し

の素子幅に対するセンサ利得の変化を計算値と併せて示

た同寸法の素子の特性も示した。リフトオフを用いた場

したものである。計算値は（１１）式を基に算出した。

合とイオンミリングを用いた場合で、インピーダンス変

単層膜の場合、素子幅の減少に伴い、センサ利得は増加

化量が最大値をとる磁界強度が異なるのは、磁性膜の異

し、計算値の傾向と一致した。積層膜の場合、単層膜と

方性磁界Ｈk の大きさが異なるためである。素子幅２

比べてセンサ利得が増加し、高感度化が実現できた。幅

０，５０μｍにおいては、プロセスの違いによってイン

２０μｍ以下では、センサ利得にして１００ｋΩ／Ｔ

ピーダンス変化量ΔＺに差は見られなかった。幅１０μ

（１０Ω／Ｏｅ）以上が得られた。

ｍではリフトオフを用いた素子では９．５Ωのインピー

30

【００３０】図６は単層膜によるセンサ素子の磁区構造

ダンス変化量が得られているのに対し、イオンミリング

を観測した写真を示す図であり、図６（ａ）は５０μｍ

を用いた素子では、３Ω程度のインピーダンス変化にと

幅の場合、図６（ｂ）は２０μｍ幅の場合、図６（ｃ）

どまった。

は１０μｍである。図７は積層膜によるセンサ素子の磁

【００２７】図３は幅１０μｍにおける、センサ素子の

区構造を観測した写真を示す図であり、図７（ａ）は５

磁区構造写真を示したものである。線画も併記した。図

０μｍ幅の場合、図７（ｂ）は２０μｍ幅の場合、図７

３（ａ）に示すように、リフトオフを用いた素子では軸

（ｃ）は１０μｍである。

方向に平行な１８０°磁壁と素子端部では９０°磁壁が

【００３１】これらの図より、積層膜の磁区構造では単

観測された。この還流磁区構造の中で主磁区の面積が還

層膜で見られる還流磁区が観測されず、軸方向にほぼ平

流磁区の面積と比較して支配的であり、磁界中熱処理に
よって素子の幅方向に一軸異方性が誘導されていること

行な１８０°磁壁がみられた。これは分割された磁性層
40

間の端部で静磁結合が発生し、磁極や還流磁区の発生が

が明らかである。一方、図３（ｂ）に示すように、イオ

抑えられるためと考えられる。

ンミリングを用いた素子では１８０°磁壁は観測され

【００３２】以上のことから、センサ素子を積層構造に

ず、９０°磁壁のみが観測され、一軸異方性の劣化は明

することにより、還流磁区の面積をセンサ利得を増加で

らかである。これが、インピーダンス変化量が低減した

きることが明らかとなった。

原因と考えられる。

【００３３】図８は測定システムの等価回路を示す図で

【００２８】一軸異方性の劣化の一因として、微細加工

あり、図８（ａ）に本発明のキャリア抑圧回路の等価回

時の素子端部での加工精度が考えられる。図４に素子端

路を、図８（ｂ）にセンサ素子とスペクトラムアナライ

部の拡大写真を示す。図４（ａ）はリフトオフを用いた

ザを直列に接続したキャリア抑圧回路が無い系の等価回

場合、図４（ｂ）はイオンミリングを用いた場合を示し

路を示した。

ている。図４（ｂ）に示したように、イオンミリングを

50

【００３４】図８（ａ）において、１は信号発生器（Ｈ

( 5 )

特開２００２−２０７０６９

7
Ｐ８６５６Ｂ）、２は第１のデバイダ（ＫＤＩ

8
Ｄ２９

雑音は−１６１ｄＢｍまで低減できたと考えられる。ス

３５）、３はセンサ素子、４はアッテネータ（ＨＰ８４

ペクトラムアナライザのノイズフロアは−１４０ｄＢｍ

９４Ａ）、５は位相シフタ（ＨＬＳ−ＪＪ−１）、６は

であるので、これが検出限界となる。その結果、図８

第２のデバイダ（ＫＤＩ

（ａ）の回路を用いた測定系では８．５×１０

Ｄ２９３５）、７は前置増幅

‑ 7

‑ 1 1

Ｔ

器（ＨＰ８７４０５）、８はスペクトラムアナライザ

（８．５×１０

（ＨＰ８５６１Ｅ）である。

【００４０】上記したように、本発明では新たに微細加

【００３５】また、図８（ｂ）において、１１は信号発

工プロセスとしてリフトオフを用いてセンサ素子を作製

生器（ＨＰ８６５６Ｂ）、１２はセンサ素子、１３はス

した。その結果、幅１０μｍの単層膜において、イオン

ペクトラムアナライザ（ＨＰ８５６１Ｅ）である。

Ｏｅ）の磁界検出分解能が得られた。

ミリングを用いた場合と比較して約３倍のインピーダン

【００３６】上記したように、高周波キャリア型磁界セ

10

ス変化量を得た。また、積層構造のセンサ素子を作製

ンサにおいて、被測定磁界はＡＭ変調波の側波帯の出力

し、長さ１ｍｍの素子においてセンサ利得１００ｋΩ／

を測定することにより検出する。キャリア抑圧回路は、

Ｔ（１０Ω／Ｏｅ）を実現した。さらに、高感度磁界測

センサ素子３からのＡＭ変調波のキャリア成分のみを低

定法としてキャリア抑圧回路を提案し、８．５×１０

減し、側波帯を高感度に計測することを意図している。

‑ 1 1

キャリア電圧を第２のディバイダ６で分圧し、点Ｂの信

出に成功した。

号が点Ａのキャリア成分に対し、振幅が等しく、位相が

【００４１】なお、本発明は上記実施例に限定されるも

ほぼ１８０°異なるように、アッテネータ４と位相シフ

のではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の変形が可能

タ５を用いて調節した。

であり、これらを本発明の範囲から排除するものではな

【００３７】図９はキャリア抑圧回路における点Ａおよ

い。

び点Ｃでの周波数スペクトルを示したものである。側波

20

Ｔ（８．５×１０

‑ 2

Ｏｅ）という微小交流磁界の検

【００４２】

帯の検出限界は側波帯の大きさがキャリア成分のＳＳＢ

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明に

位相雑音の大きさと等しい条件で決定される。ＳＳＢ位

よれば、以下のような効果を奏することができる。

相雑音とは、キャリアを供給する発振器の周波数の揺動

【００４３】（Ａ）微細加工プロセスとして、リフトオ

に起因するノイズである。キャリア抑圧回路によってキ

フを用いてセンサ素子を作製し、幅１０μｍと小型化し

ャリア成分を打ち消すことにより、図９（ｂ）ではキャ

た素子において、従来と比べて３倍以上のインピーダン

リア成分のＳＳＢ位相雑音が−１２０ｄＢｍから−１３

ス変化量を得た。

３ｄＢｍに低減されており、より微小な側波帯の信号の

【００４４】（Ｂ）センサ素子を積層化することで還流

検出が可能となる。点Ａおよび点Ｂの信号を合成し、利

磁区の面積を減少させ、センサ利得の向上を実現した。

得２４ｄＢＮＦ６．５ｄＢの前置増幅器７で増幅された

【００４５】（Ｃ）積層構造において、素子を幅１０μ

合成信号をスペクトラムアナライザ８で測定した。

30

ｍ、長さ１ｍｍと小型化した場合でも、１００Ω／Ｔ

【００３８】測定に用いたセンサ素子は、長さ５ｍｍ、

（１０Ω／Ｏｅ）のセンサ利得が得られた。

素子幅５０μｍでＣｏＮｂＺｒ／Ｃｒ／ＣｏＮｂＺｒの

【００４６】（Ｄ）キャリア抑圧回路を用いてＳＳＢ位

積層構造である。ＣｏＮｂＺｒの膜厚は０．５μｍず

相雑音を低減させることにより、８．５×１０

つ、非磁性層間膜厚は１０ｎｍである。このセンサ素子

（８．５×１０

に周波数３７０ＭＨｚ、電圧３Ｖのキャリア信号を通電

た。上記したように、本発明は、高周波キャリア型セン

し、センサ素子に周波数５００ｋＨｚの微小交流磁界を

サが室温で動作するセンサとしては従来センサをしのぐ

印加した場合のセンサ出力を測定した。微小交流磁界計

高感度を有し、次世代の磁気記録ヘッドの有力な候補と

測時には、センサ素子のセンサ利得が最大となるように

なり得るのみならず、室温で動作する超高感度磁界セン

４００Ａ／ｍ（５Ｏｅ）の直流バイアス磁界を印加し

‑ 7

‑ 1 1

Ｔ

Ｏｅ）の微小な磁界の検出を可能にし

サの登場により新たな産業の創出への道を拓くものと考

た。

40

えられる。

【００３９】図１０はキャリア抑圧回路を用いた場合お

【図面の簡単な説明】

よびセンサ素子とスペクトラムアナライザを直列に接続

【図１】本発明にかかる短冊状磁界センサ素子の外観図

した系での微小交流磁界に対するセンサ出力を示したも

である。

のである。センサ素子とスペクトラムアナライザを直列

【図２】本発明にかかる単層膜を用いた磁界センサ素子

に接続した系では、磁界の検出分解能は２．０×１０
Ｔ（２．０×１０

‑ 4

‑ 8

の外部磁界に対するインピーダンス変化を示す図であ

Ｏｅ）であった。これは、キャリア

る。

周波数のＳＳＢ位相雑音が−１１８ｄＢｍであり、２．
０×１０

‑ 8

【図３】本発明の実施例を示す幅１０μｍにおけるセン

Ｔ以下の磁界では、センサ素子からのＡＭ変

サ素子の磁区構造写真を示した図である。

調波の側波帯の出力がＳＳＢ位相雑音に埋もれるためで
ある。一方、キャリア抑圧回路を用いると、ＳＳＢ位相

【図４】本発明の実施例を示す素子端部の拡大写真を示
50

す図である。

( 6 )
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9

10

【図５】本発明の実施例を示す単層膜および積層膜を用

いた場合およびセンサ素子とスペクトラムアナライザを

いたセンサの素子幅に対するセンサ利得の変化を計算値

直列に接続した系での微小交流磁界に対するセンサ出力

と併せて示す図である。

を示す図である。

【図６】本発明の実施例を示す単層膜によるセンサ素子

【符号の説明】

の磁区構造を観測した写真を示す図である。

１

信号発生器

【図７】本発明の実施例を示す積層膜によるセンサ素子

２

第１のデバイダ

の磁区構造を観測した写真を示す図である。

３

センサ素子

【図８】測定システムの等価回路を示す図である。

４

アッテネータ

５

位相シフタ

６

第２のデバイダ

る。

７

前置増幅器

【図１０】本発明の実施例を示すキャリア抑圧回路を用

８

スペクトラムアナライザ

【図９】本発明の実施例を示すキャリア抑圧回路におけ
る点Ａおよび点Ｃでの周波数スペクトルを示す図であ

【図１】

【図４】
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【図２】

【図３】

( 7 )

【図５】
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【図７】

【図１０】

【図８】

( 8 )
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