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(54)【発明の名称】走査型磁気検出装置、及び走査型磁気検出装置用深針
(57)【要約】
【課題】

新規な走査型磁気検出装置、及びこれに用い

る深針を提供する。
【解決手段】

本発明の走査型磁気検出装置は、電気伝

導性の、スピン偏極を有する単結晶状固体から深針を具
える。そして、この深針を磁性試料の表面に近接させ、
前記深針と前記磁性試料の前記表面との間に生じたトン
ネル電流より、前記磁性試料の前記表面の状態を検出す
る。
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【特許請求の範囲】

【請求項１４】

【請求項１】

前記単結晶状固体は、ＣｕＦ、ＣｕＣ

電気伝導性の、スピン偏極を有する単結

ｌ、ＡｇＩ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、Ｂ

晶状固体からなる深針を具え、この深針を磁性試料の表

Ｐ、ＡｌＡｓ、ＡｌＰ、ＡｌＳｂ、ＧａＮ、ＧａＰ、Ｇ

面に近接させ、前記深針と前記磁性試料の前記表面との

ａＡｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＡｓ、ＩｎＰ、ＩｎＳｂ、及び

間に生じたトンネル電流より、前記磁性試料の前記表面

ＳｉＣから選ばれる一種であることを特徴とする、請求

の状態を検出するようにしたことを特徴とする、走査型

項１３に記載の走査型磁気検出装置用深針。

磁気検出装置。

【請求項１５】

【請求項２】

前記単結晶状固体は、閃亜鉛鉱型の結晶

構造を有することを特徴とする、請求項１に記載の走査
型磁気検出装置。
【請求項３】

前記単結晶状固体はＢＮからなり、そ

の結晶格子サイトの少なくとも一部がドナー原子で置換
されていることを特徴とする、請求項１３に記載の走査
10

前記単結晶状固体は、ＣｕＦ、ＣｕＣ

型磁気検出装置用深針。
【請求項１６】前記単結晶状固体は、ダイヤモンド型の

ｌ、ＡｇＩ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、Ｂ

結晶構造を有することを特徴とする、請求項１２に記載

Ｐ、ＡｌＡｓ、ＡｌＰ、ＡｌＳｂ、ＧａＮ、ＧａＰ、Ｇ

の走査型磁気検出装置用深針。

ａＡｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＡｓ、ＩｎＰ、ＩｎＳｂ、及び

【請求項１７】前記単結晶状固体は、Ｓｉ、Ｇｅ、及び

ＳｉＣから選ばれる一種であることを特徴とする、請求

Ｓｎから選ばれる一種であることを特徴とする、請求項

項２に記載の走査型磁気検出装置。

１６に記載の走査型磁気検出装置用深針。

【請求項４】

前記単結晶状固体はＢＮからなり、その

【請求項１８】前記単結晶状固体はＣからなり、その結

結晶格子サイトの少なくとも一部がドナー原子で置換さ

晶格子サイトの少なくとも一部がドナー原子で置換され

れていることを特徴とする、請求項２に記載の走査型磁

ていることを特徴とする、請求項１６に記載の走査型磁

気検出装置。

20

気検出装置用深針。

【請求項５】前記単結晶状固体は、ダイヤモンド型の結

【請求項１９】

晶構造を有することを特徴とする、請求項１に記載の走

ことを特徴とする、請求項１２〜１８のいずれか一に記

査型磁気検出装置。

載の走査型磁気検出装置用深針。

【請求項６】前記単結晶状固体は、Ｓｉ、Ｇｅ、及びＳ

【請求項２０】

ｎから選ばれる一種であることを特徴とする、請求項５

ｍ以下であることを特徴とする、請求項１２〜１９のい

に記載の走査型磁気検出装置。

ずれか一に記載の走査型磁気検出装置用深針。

【請求項７】前記単結晶状固体はＣからなり、その結晶

【請求項２１】

格子サイトの少なくとも一部がドナー原子で置換されて

劈開することによって得ることを特徴とする、請求項１

いることを特徴とする、請求項５に記載の走査型磁気検

２〜２０のいずれか一に記載の走査型磁気検出装置用深

出装置。
【請求項８】

30
前記単結晶状固体は、角錐状を呈するこ

前記単結晶状固体は、角錐状を呈する

前記単結晶状固体の大きさが、１０ｎ

前記単結晶状固体は、バルク単結晶を

針。
【発明の詳細な説明】

とを特徴とする、請求項２〜７のいずれか一に記載の走

【０００１】

査型磁気検出装置。

【発明の属する技術分野】本発明は、走査型磁気検出装

【請求項９】

前記単結晶状固体の大きさが、１０ｎｍ

置、及び走査型磁気検出装置用深針に関し、詳しくは、

以下であることを特徴とする、請求項１〜８のいずれか

トンネル電子顕微鏡などとして好適に用いることのでき

一に記載の走査型磁気検出装置。

る走査型磁気検出装置、及びこれに用いる深針に関す

【請求項１０】

る。

前記単結晶状固体は、バルク単結晶を

劈開することによって得ることを特徴とする、請求項１

【０００２】

〜９のいずれか一に記載の走査型磁気検出装置。
【請求項１１】

請求項１〜１０のいずれか一の走査型

【従来の技術】従来、トンネル電流の測定から磁性試料
40

における表面状態を原子スケールで検出する走査型磁気

磁気検出装置によって構成されることを特徴とする、走

検出装置としては、金属強磁性体からなる深針を用いた

査型トンネル電子顕微鏡。

ものや、二酸化クロム単結晶からなる深針を用いたもの

【請求項１２】

が使用されている。

電気伝導性の、スピン偏極を有する単

結晶状固体からなり、磁性試料の表面に近接させ、前記

【０００３】しかしながら、前記金属強磁性体深針を用

磁性試料の前記表面との間に生じたトンネル電流より、

いた走査型磁気検出装置においては、深針が磁性試料と

前記磁性試料の前記表面の状態を検出するようにしたこ

磁気的に強く相互作用して前記磁性試料の磁気的状態を

とを特徴とする、走査型磁気検出装置用深針。

擾乱する場合があった。このため、前記磁性試料の表面

【請求項１３】

前記単結晶状固体は、閃亜鉛鉱型の結

状態を精度良く検出することは困難であった。一方、二

晶構造を有することを特徴とする、請求項１２に記載の

酸化クロム単結晶深針を用いた走査型磁気検出装置にお

走査型磁気検出装置用深針。
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いては、深針尖端の磁化状態（スピン電子状態）が明ら
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かでなく、また、酸化物であるため、深針尖端の清浄性

【発明の実施の形態】以下、本発明を発明の実施の形態

が劣化する場合が生じていた。

に基づいて詳細に説明する。本発明においては、走査型

【０００４】このような観点より、III−Ｖ族化合物半

磁気検出装置を構成する深針が、電気伝導性を有すると

導体からなる深針を具える走査型磁気検出装置が提案さ

ともに、スピン偏極を有する単結晶状固体から構成され

れている。この走査型磁気検出装置は、III−Ｖ族化合

ていることが必要である。このような単結晶状固体とし

物半導体の光励起によるスピン偏極伝導電子のトンネル

ては、結晶自体が電気伝導性を有するとともにスピン偏

電流を利用するものである。III−Ｖ族化合物半導体は

極を有するもの、又は、非電気伝導性の、スピン偏極を

非磁性であるため、上述したような磁気的擾乱を生じる

有する結晶に対してドナー原子を添加し、電気伝導性を

ことはないが、レーザ光の照射を必要とする装置自体が
大型化及び複雑化するという問題があった。

付与したものの２種類がある。
10

【００１２】前者の場合は、例えば、閃亜鉛鉱型の結晶

【０００５】

構造を有するＣｕＦ、ＣｕＣｌ、ＡｇＩ、ＺｎＳ、Ｚｎ

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記のよう

Ｓｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＢＰ、ＡｌＡｓ、ＡｌＰ、Ａ

な問題を生じさせることのない、新規な走査型磁気検出

ｌＳｂ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＡ

装置、及びこれに用いる深針を提供することを目的とす

ｓ、ＩｎＰ、ＩｎＳｂ、及びＳｉＣを例示することがで

る。

きる。また、後者の場合は、例えば、閃亜鉛鉱型の結晶

【０００６】

構造を有するＢＮを例示することができる。

【課題を解決するための手段】上記目的を達成すべく、

【００１３】また、結晶自体が電気伝導性を有するとと

本発明の走査型磁気検出装置は、電気伝導性の、スピン

もにスピン偏極を有する単結晶状固体として、ダイヤモ

偏極を有する単結晶状固体からなる深針を具え、この深

ンド型の結晶構造を有するＳｉ、Ｇｅ、及びＳｎを例示

針を磁性試料の表面に近接させ、前記深針と前記磁性試

20

することができる。同様に、非電気伝導性の、スピン偏

料の前記表面との間に生じたトンネル電流より、前記磁

極を有する結晶に対してドナー原子を添加することによ

性試料の前記表面の状態を検出するようにしたことを特

って、電気伝導性を付与した単結晶状固体としては、ダ

徴とする。

イヤモンド型の結晶構造を有するＣを例示することがで

【０００７】また、本発明の走査型磁気検出装置用深針

きる。

は、電気伝導性の、スピン偏極を有する単結晶状固体か

【００１４】これらの閃亜鉛鉱型結晶構造及びダイヤモ

らなり、磁性試料の表面に近接させ、前記磁性試料の前

ンド型結晶構造を有する化合物は、その内部に電子で満

記表面との間に生じたトンネル電流より、前記磁性試料

たされていない不完全非結合軌道を有するため、良好な

の前記表面の状態を検出するようにしたことを特徴とす

スピン偏極を示す。

る。

【００１５】非電気伝導性の閃亜鉛鉱型結晶構造を有す

【０００８】本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意

30

る化合物に対して添加するドナー原子としては、周期律

検討を実施した結果、上述した全く新規な構成の走査型

表第III族のＢ、同じく周期律表第Ｖ族のＰ、Ａｓを例

磁気検出装置及び走査型磁気検出装置用深針を見いだし

示することができる。これらの元素は、前記化合物の結

た。

晶格子サイトを占める構成原子と置換して、電子供給源

【０００９】本発明の走査型磁気検出装置における深針

として機能する。その結果、前記非電気伝導性の化合物

を磁性試料の表面に近接させると、前記深針の先端を構

に対して電気伝導性を付与することができる。

成する原子の波動関数と、前記磁性試料の表面原子のＳ

【００１６】また、上記深針は如何なる形状をも取るこ

型波動関数とが重なり、前記磁性試料による磁場との交

とができるが、特に、深針を構成する単結晶状固体が、

換相互作用によって、前記深針は磁気的に飽和する。こ

上記閃亜鉛鉱型の結晶構造又はダイヤモンド型の結晶構

の結果、両者の間にトンネル電流が流れるようになる
が、このトンネル電流は、前記磁性試料表面の磁気能率

造を有する化合物から構成される場合、その形状は角錐
40

状であることが好ましい。

の大きさ及び向きに依存する。すなわち、前記磁性試料

【００１７】このような形状の深針は、例えば上述した

表面の磁気能率の大きさが増大するにつれて、前記トン

閃亜鉛鉱型結晶構造又はダイヤモンド型結晶構造を呈す

ネル電流の絶対値が大きくなる。また、前記トンネル電

る化合物の、結晶面が互いに交差して完成されるもので

流は、前記磁気能率の向きと平行に流れる。

ある。この場合、前記化合物は、角錐の頂点部分を通る

【００１０】前記磁性試料表面を構成する原子の種類や

対称軸を有する。そして、前記化合物は常磁性を示し、

配列が変化すると、その磁気能率も変化する。したがっ

外部磁場が存在しない場合、その磁気能率は前記対称軸

て、この磁気能率の特性を反映したトンネル電流を計測

に沿って存在する。このため、このような深針は、磁性

することによって、前記磁性試料の表面状態を検出する

表面の磁気的構造に強い影響を与えることなく、前記磁

ことができる。

性表面の状態を正確に検出することができる。

【００１１】
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【００１８】また、上記深針の大きさは、磁性試料表面

( 4 )
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の検出すべき情報の種類に依存して異なる。しかしなが

及び検出原理から走査型磁気力顕微鏡や走査型トンネル

ら、前記磁性試料の表面の状態を原子レベルで検出し、

電子顕微鏡などとして用いることができる。特に、従来

実用に供することのできる走査型磁気検出装置及びその

の走査型トンネル電子顕微鏡の深針を本発明の深針で置

深針を供するためには、深針は、１００ｎｍ以下である

き換えるのみで、本発明の走査型磁気検出装置からなる

ことが好ましく、さらには１０ｎｍ以下であることが好

走査型トンネル電子顕微鏡を作製することができる。

ましい。

【００２２】以上、具体例を挙げながら発明の実施の形

【００１９】なお、ここでいう「深針の大きさ」とは、

態に基づいて本発明を詳細に説明してきたが、本発明は

深針の形態を定義付ける各構成要素の大きさを意味す

上記内容に限定されるものではなく、本発明の範疇を逸

る。例えば、上述したように、深針が角錐状である場合
は、その高さ及び底辺が上記範囲を満たすことが要求さ

脱しない限りにおいて、あらゆる変形や変更が可能であ
10

る。

れる。

【００２３】

【００２０】また、上記深針を構成する単結晶状固体

【発明の効果】本発明によれば、電気伝導性の、スピン

は、バルク状の固体を劈開することによって形成するこ

偏極を有する単結晶状固体からなる深針より走査型磁気

とが好ましい。これによって、上述したような角錐状の

検出装置を構成し、前記深針と磁性試料表面との間の相

深針を上述したような範囲内の大きさに簡易に形成する

互作用によって生じるトンネル電流を計測する。一方、

ことができる。なお、上記深針は、ＣＶＤ法やＭＯＣＶ

このトンネル電流は、前記磁性試料表面の形態を反映し

Ｄ法などの薄膜形成法を用いた結晶成長により作製する

てその大きさ及び向きが決定される。したがって、前記

こともできる。

磁性試料表面の形態を高精度に検出することができる。

【００２１】本発明の走査型磁気検出装置は、その構成
─────────────────────────────────────────────────────
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