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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
奇数個の電子を持つ原子またはイオンを有するとともに、物質表面の隣接するスピンと
相互作用を持たない孤立スピンがクラマースの二重項により形成された断熱消磁作業物質
に対して、外部磁場により前記クラマースの二重項の縮退を解いて前記孤立スピンが磁気
モーメントを持つようにし、前記孤立スピンの磁気モーメントを利用して情報を書き込み
または読み出す、スピン記録方法。
【請求項２】
前記断熱消磁作業物質は、ミョウバン類またはタットン塩である、請求項１記載のスピ
ン記録方法。
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【請求項３】
前記断熱消磁作業物質は、ＦｅＮＨ４(ＳＯ４)２・１２Ｈ２Ｏ、ＣｒＫ(ＳＯ４)２・１
２Ｈ２Ｏ、ＣｒＲｂ(ＳＯ４)２・１２Ｈ２Ｏ、Ｃｒ(ＮＨ３ＣＨ３)(ＳＯ４)２・１２Ｈ２
Ｏ、Ｇｄ２(ＳＯ４)３・８Ｈ２Ｏ、Ｍｎ(ＮＨ４)２(ＳＯ４)２・６Ｈ２Ｏ、Ｃｏ(ＮＨ４)
２(ＳＯ４)２・６Ｈ２Ｏ、ＣｕＫ２(ＳＯ４)２・６Ｈ２Ｏ、ＣｏＳｉＦ６・６Ｈ２Ｏ、Ｃ

ｕＳｉＦ６・６Ｈ２Ｏ、ＭｎＳｉＦ６・６Ｈ２Ｏ、Ｃｅ２Ｍｇ３(ＮＯ３)・２４Ｈ２Ｏか
らなる群から選ばれる、請求項１記載のスピン記録方法。
【請求項４】
前記断熱消磁作業物質は、微細構造定数が負である一軸異方性の結晶物質である、請求
項１記載のスピン記録方法。
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【請求項５】
前記断熱消磁作業物質は、Ｋ２Ｎｉ(ＳＯ４)２・６Ｈ２Ｏ、(ＮＨ４)２Ｎｉ(ＳＯ４)２
・６Ｈ２Ｏからなる群から選ばれる、請求項４記載のスピン記録方法。
【請求項６】
前記孤立スピンの磁気モーメントと相互作用を行うプローブを用いて、前記孤立スピン
を反転させない程度の相互作用を検出することにより、情報の読み出しを行う、請求項１
記載のスピン記録方法。
【請求項７】
基板上に配列された読み出し対象の孤立スピンに対して磁気プローブを所定の位置に接
近させたときの、前記磁気プローブと前記読み出し対象の孤立スピンの磁気モーメントと
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の相互作用を測定し、測定した相互作用に基づいて前記孤立スピンの磁気モーメントの向
きを検出することにより、情報の読み出しを行う、請求項１記載のスピン記録方法。
【請求項８】
前記孤立スピンの磁気モーメントと相互作用を行うプローブを用いて、前記孤立スピン
の磁気モーメントを反転させることにより、情報の書き込みを行う、請求項１記載のスピ
ン記録方法。
【請求項９】
基板上に配列された書き込み対象の孤立スピンに対して磁気プローブを所定の読み出し
位置よりもさらに前記基板に近い所定の書き込み位置に接近させ、前記磁気プローブと前
記書き込み対象の孤立スピンの磁気モーメントとの相互作用により前記書き込み対象の孤
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立スピンの磁気モーメントの向きを反転させることにより、情報の書き込みを行う、請求
項１記載のスピン記録方法。
【請求項１０】
前記孤立スピンの近傍に電流を流して外部磁場を形成することにより、前記孤立スピン
を反転させる、請求項１記載のスピン記録方法。
【請求項１１】
メモリ本体を構成する基板上の各孤立スピンを互いに交差するナノワイヤの交差部分に
配置し、前記基板上の書き込み対象の孤立スピンに対応するナノワイヤに電流を流して前
記書き込み対象の孤立スピンの近傍に外部磁場を形成して前記書き込み対象の孤立スピン
を反転させることにより、情報の書き込みを行う、請求項１記載のスピン記録方法。
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【請求項１２】
奇数個の電子を持つ原子またはイオンを有するとともに、物質表面の隣接するスピンと
相互作用を持たない孤立スピンがクラマースの二重項により形成された断熱消磁作業物質
と、
前記断熱消磁作業物質に対して、外部磁場により前記クラマースの二重項の縮退を解い
て前記孤立スピンが磁気モーメントを持つようにし、情報を前記孤立スピンの磁気モーメ
ントを利用して書き込みまたは読み出す手段と、
を有するスピン記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、孤立スピンを利用したスピン記録方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
今日、情報記録デバイスとしては、磁化の向きにより情報を記録する磁気記録デバイス
が一般的である。磁気記録の方式には、記録媒体の磁化方向が磁気ヘッドの走行方向に平
行な長手記録方式と、磁気ヘッドの走行方向に垂直な垂直記録方式とがある。
【０００３】
長手記録方式は、従来、一般的な磁気記録方式であるが、技術の多年にわたる蓄積と向
上によって記録密度は限界に近づいていると言われている。
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【０００４】
一方、垂直記録方式は、最近実用化されつつある磁気記録方式であり、記録密度の増大
に伴いビットの安定性が増すため、高密度記録に有利であると期待されている（非特許文
献１）。垂直記録方式は、隣接する記録ビット同士に吸引力が働くため、長手記録方式に
比べ高密度で安定な磁化が得られるという特長があり、現在、記録媒体としては、高密度
記録が可能なＣｏ−Ｃｒ合金系媒体と、熱安定性が高い非晶質媒体とが開発されている。
【非特許文献１】竹野入俊司、酒井泰志、榎本一雄、及川忠明、渡辺貞幸、上住洋之、島
津武仁、村岡裕明、中村慶及、「CoPtCr‑SiO2グラニュラー垂直磁気記録媒体」、日本応
用磁気学会誌 Vol. 27, No. 9, 2003
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、垂直記録方式においても、現在の研究開発スピードが続けば、磁壁程度
（約１０ｎｍ）の幅を持った微細な磁石を並べる必要があることが予想されており、本質
的には、現行の技術（長手記録方式）と同様に強磁性材料を使用する限り、磁壁以下の大
きさにはなれず、記録密度の向上には一定の限界がある。
【０００６】
また、仮に磁壁以下の原子・分子スケールの構造物をビットとして作成できたとしても
、交換相互作用（原子間の距離程度の大きさ内で働く）や超交換相互作用（他の物質を介
在して交換相互作用よりも長い距離で働く）があれば、ビット内のスピン同士が相互作用
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し、安定したビットにはならない。すなわち、従来は、一般に、材料として強磁性体が使
用されるため、周囲に漏れ磁場が形成され、ビット間に相互作用（磁気双極子的相互作用
）が生じて、隣接するビットが反転するなどの障害が生じるおそれがある。しかも、ビッ
トを原子・分子のスケールまで縮小しようとすれば、漏れ磁場よりも原子上の電子のスピ
ン間の相互作用（交換相互作用）が大きくなることが予想され、この交換相互作用により
ビット間に相互作用が生じて、やはり、隣接するビットが反転するなどの障害が生じるお
それがある。したがって、従来の材料を使用する限り、原子・分子スケールのビットを形
成したとしても、孤立的な安定したビットにはならず、安定的に読み出し／書き込みを行
うには限界がある。
【０００７】
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本発明の目的は、原子・分子スケールの安定したビットを形成して、記録密度を大幅に
向上することができるスピン記録方法および装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明は、奇数個の電子を持つ原子またはイオンを有するとともに、物質表面の隣接す
るスピンと相互作用を持たない孤立スピンを有し、前記孤立スピンがクラマースの二重項
により形成された常磁性物質に対して、情報を前記孤立スピンの状態として書き込むよう
にした。
【発明の効果】
【０００９】
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本発明によれば、原子・分子スケールの安定したビットを形成して、記録密度を大幅に
向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
本発明は、常磁性化合物に含まれる遷移元素原子（イオン）の不完全殻の電子が持つ固
有の角運動量（スピン角運動量または単にスピンと呼ばれる。ここでは単に「スピン」と
呼ぶ）を利用する新規なメモリに関する。本明細書中では、この新規なメモリを「スピン
メモリ」と呼ぶことにする。
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【００１２】
本発明者は、記録密度を向上させるためには、原子・分子スケールの安定したビットを
形成することが必要であることを見出した。また、原子・分子スケールの安定したビット
を形成するためには、漏れ磁場や交換相互作用の影響を回避し、ビット間の相互作用がな
い材料を用いる必要があることを見出した。さらに、そのためには、ビット上に奇数個の
電子を持つ（クラマースの二重項を持つ）常磁性物質の孤立スピンを利用すればよいこと
を見出したのである。ここで、「孤立スピン」とは、隣接する格子上のスピンと相互作用
を持たないスピンを意味する。なお、クラマース（Kramers）の二重項は、クラマースの
二重縮退または単にクラマースの縮退とも呼ばれる。クラマースの二重項については、後
で詳細に説明する。
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【００１３】
本発明は、クラマースの二重項を持つ特定の材料において、孤立スピンが２つの状態（
アップ（up）またはダウン（down））を有する点に着目し、クラマース（Kramaers）の二
重項を持つ原子（イオン）の孤立スピンの状態（アップまたはダウン）を検出または反転
することにより、孤立スピンをビットとしたメモリの読み取りと書き込みを行うものであ
る。
【００１４】
換言すれば、本発明は、基本的に常磁性物質の単一原子のスピンのみを利用するメモリ
であって、磁場を加えてスピン軸（ｚ軸）を決め、スピンの状態（±Ｓｚ）で情報（信号
）を記録し、スピンの反転操作により記録した情報の読み取りや書き換え、消去を行うス
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ピンメモリである。
【００１５】
さらに、より具体的には、単結晶中に相互に十分離れた距離にある遷移元素の原子（イ
オン）を含む化合物は常磁性を示し（常磁性物質）、各遷移元素原子（イオン）はその不
完全殻の電子が固有の角運動量（スピン）を持つ。極めて低い温度において、そのような
常磁性物質の原子（イオン）は全スピン量子数Ｓに関して最低エネルギー状態が縮退して
いるため、磁場のない状態で±Ｓの選択により情報（信号）の記録が可能となる。より詳
細には、スピンメモリの記録媒体としては、好ましくは、１）常磁性物質で、２）スピン
間の相互作用（キュリー温度などの磁気変態点：Ｔｃ）が小さく、３）局在スピンが十分
低温までキュリーの法則またはキュリー−ワイスの法則に従い、４）原子（イオン）の電
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子数が奇数個の場合にどんなに低い対称性の結晶場でも最低エネルギーのスピン状態にク
ラマース縮退が残る物質を利用する。奇数個の電子を持つ原子（イオン）では、全スピン
量子数Ｓは必ず半奇数であり、スピンハミルトニアンは、磁場のないとき、クラマースの
二重項が残り、±Ｓは同じエネルギー状態にある。ハミルトニアンの時間反転対称性から
磁場とスピン磁気モーメントを同時に反転すればエネルギーは変わらないため、極めて低
い温度でスピンの最低エネルギー準位にクラマースの二重項が残る常磁性物質では、最低
エネルギー準位のスピンを磁場で反転することにより±Ｓの選択が可能となり、磁場のな
い状態で記録を行うことができる。本発明は、このようなクラマース二重項を持つ孤立ス
ピンを利用して、情報（信号）を記録し、読み取り、書き換える等の操作を行うメモリで
ある。ここで、「クラマースの二重項」とは、奇数個の電子を持つ原子（イオン）が電場
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におかれたとき、電場の対称性がどんなに低くても、また、スピン−軌道相互作用を考慮
しても、各エネルギー準位に残る二重の縮退をいう。この縮退は、外から磁場をかけない
限り、取り除くことができない（クラマースの定理）。
【００１６】
このように、本発明では、クラマースの二重項を利用するため、構造中の１原子、１分
子、１クラスタ上の孤立スピンが純然たるスピンのみからなり、そのような孤立スピンの
状態をビットとしたメモリを形成することができる。読み出しと書き込みについては、プ
ローブ顕微鏡などのスピンプローブや、磁気プローブなどを用いて、スピンを反転させる
ことによって書き込みを行い、また、反転させない程度の相互作用を検出することによっ
て読み出しを行う。
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【００１７】
以下、図面を用いて本発明の原理を説明する。
【００１８】
本発明では、スピンメモリの材料として、ビット上に奇数個の電子を持つ、つまり、ク
ラマースの二重項を持つ常磁性物質（好ましくは、後述する断熱消磁作業物質）を選択す
る。
【００１９】
このような物質を用いて形成した孤立スピンは、クラマースの二重項を持ち、その状態
（スピンの方向）は、アップ（up）かダウン（down）かの二者択一であり、探針を用いて
計測するまでは知ることができない。しかし、計測が終わればその状態は壊れてしまう。
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【００２０】
既知の特定方向のスピン状態を持つ探針（例えば、磁性を持つ探針）と、クラマースの
二重項を持つ孤立スピンとが相互作用を開始した時、探針と孤立スピンとの間の相互作用
力は、互いのスピンの向きに応じて２つのレベルに分かれる。すなわち、反発力の強弱、
引力の強弱、または、反発力と引力といった２つのレベルの違いが生じる。これは、要す
るに、探針との相互作用に違いがある２種類の孤立スピンが生じることを意味する。しか
し、探針と孤立スピンとの間の相互作用力が微弱であれば、具体的には、例えば、探針と
孤立スピンとの距離が十分に離れていたり、探針と孤立スピンとの間で電子がトンネルし
ない状態に保たれている場合、孤立スピンの状態は変化しない確率が高いと考えられる。
したがって、クラマースの二重項を持つ孤立スピンは、メモリのビットして動作可能であ
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ると考えられる。
【００２１】
図１は、本発明のスピン記録方法の動作原理を説明するための模式図であり、（Ａ）は
、計測前の状態を示す図、（Ｂ）は、計測時の状態を示す図である。
【００２２】
図１に示すように、図示しない基板上に複数のビット１が形成されている。各ビット１
は、クラマースの二重項を持ち、スピン状態としてアップ（up）またはダウン（down）の
いずれかの方向をとる。しかし、上記のように、どちらの状態（方向）であるかは、計測
前には決定できない。すなわち、図１（Ａ）に示すように、計測前、つまり、探針３と基
板との距離が大きい場合、探針３と各孤立スピンとの間に相互作用が働かないため、各ビ

30

ットのスピン状態は不明である。図１では、不明であるスピン状態を「ｕｐ」または「ｄ
ｏｗｎ」で表記している。また、探針３は、既知の特定方向（ここでは、一例として、例
えば、ダウン）のスピンを持っている。
【００２３】
図１（Ｂ）に示すように、探針３と基板との距離が小さくなると、探針３と最も近いビ
ット１ａについて、両者の相互作用を通じて、スピンの状態（方向）が決定される。しか
し、探針３と基板とが近づき過ぎると、探針３と各ビット１との間で電子のトンネルが生
じるため、各ビット１上のスピン状態を決定できなくなる。したがって、計測に際しては
、探針３と基板との距離を電子のトンネルが生じない距離に保ちつつ、探針３と各ビット
１との間の「ポテンシャル」を、例えば、探針３の周波数変調などを通じて測定する。計
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測後は、探針３を基板から離す。このプロセスにより、各ビット１上のスピン状態を計測
する。よって、上記のように、各ビット１上の孤立スピンは、計測時にのみスピンの方向
を示すことになる。図１では、計測したスピンの方向を実線の矢印で示す。なお、探針３
は、計測のプロセスを通じて同じものを使用しなければならない。
【００２４】
このように、本発明では、スピンメモリの材料に関して、ビット上に奇数個の電子を持
つこと（つまり、クラマースの二重項を持つこと）だけを条件に物質（常磁性物質、好ま
しくは、断熱消磁作業物質）を選定することができ、材料の選定対象を大幅に拡大するこ
とができる。また、ビットの配列手段には何ら制限がないため、材料表面に自由にビット
を作製することができる。
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【００２５】
以下では、本発明の原理をより詳細に説明する。
【００２６】
原子スケールのスピンメモリは、１ｎｍ３程度の空間に１個または数個の遷移元素の原
子（イオン）を含む系において、情報（信号）の記録を担う各スピンを制御することがで
きるメモリ素子である。
【００２７】
本発明に係るスピンメモリの材料（記録媒体）は、クラマースの二重項を持つ特定の材
料である。具体的には、例えば、常磁性物質で、かつ、スピン間の相互作用（キュリー温
度などの磁気変態点：Ｔｃ）が小さい、局在原子（イオン）からなる物質である。このよ

10

うな物質としては、１Ｋ以下まで常磁性を示す断熱消磁作業物質（例えば、ミョウバン類
やタットン塩など）が知られている。断熱消磁作業物質は、断熱消磁法を用いて温度を下
げることができる物質であって、局在スピンが十分低温までキュリーの法則またはキュリ
ー−ワイスの法則に従う常磁性体で、しかも、原子（イオン）の電子数が奇数個の場合に
おいて、磁場のないときに、スピンのエネルギー準位に関してクラマースの二重項が残る
物質である。このような常磁性物質は、極めて低い温度で全スピン量子数Ｓに関して最低
エネルギー準位のスピン状態が縮退しており、磁場のない状態で±Ｓの選択をスピン軸に
沿って磁場を印加して行い、磁場のない状態では±Ｓのスピンの状態が安定であるため、
スピン状態の記録が可能であり、スピンメモリの記録媒体として有望である。また、スピ
ンメモリの記録媒体は、物質表面の原子スケールで平滑性を有し、かつ、化学的に安定で

20

あることが必要である。
【００２８】
また、後述する微細構造定数Ｄが負である一軸異方性の結晶物質は、極めて低い温度で
最低エネルギー準位のスピン状態が縮退しているため、一軸異方性の方向に磁場を印加し
てスピン軸を一軸異方性の方向にとることにより、磁場のない状態でスピンの±Ｓの選択
が可能となり、スピンメモリを構成することができる。磁場のないとき、微細構造定数Ｄ
が負で大きければ、スピンのエネルギー準位は縮退しており、スピン状態はエネルギー的
に十分安定であると考えられる。
【００２９】
次いで、常磁性物質内の局在原子（イオン）の電子配置、特に局在スピンの状態につい

30

て説明する。
【００３０】
（自由原子（イオン）の電子配置）
原子番号Ｚの自由原子は、中心にある原子核が＋Ｚｅの電荷を持ち、原子核の周囲をＺ
個の電子（電荷−ｅ）が運動する多電子力学系として記述される。Ｚ個の電子の運動は、
原子の中心を原点とする位置ベクトルｒｉ（直交座標（ｘ,ｙ,ｚ）または極座標（ｒ,θ,
φ））を用いて、式（１）に示す系のハミルトニアンＨにより表される。
Ｈ＝Σｉ（ｈ２／２ｍ）Δｉ＋ΣｉＶ（ｒｉ）

…（１）

但し、ΣｉＶ（ｒｉ）＝Σｉ［（−Ｚｅ２）／ｒｉ＋Σｊ≠ｉｅ２／ｒｉｊ］

…

（２）

40

【００３１】
ここで、式（１）の右辺の第１項は、電子の運動エネルギーであり、第２項は、電子が
受けるクーロンポテンシャルである。また、式（２）に示すクーロンポテンシャルの右辺
の第１項は、原子核から電子が受けるクーロン相互作用であり、第２項は、電子間のクー
ロン相互作用ＶＨである。
【００３２】
ここでは、電子が受ける上記２種類のクーロン相互作用を平均の中心場ポテンシャルＶ
（ｒ）で近似し、自由原子の電子構造については、原子核から平均位置ｒにある１個の電
子がＶ（ｒ）中を運動する水素原子のエネルギー準位にＺ個の電子をエネルギーの低い順
に配置した水素形原子の近似から出発する。
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【００３３】
水素形原子の電子軌道（殻）は、４つの量子数ｎ，ｌ，ｍｌ，ｓで決まる。すなわち、
波動関数とエネルギーは、それぞれ、ψｎ，ｌ，ｍｌ，ｓ（ｒ，θ，φ）、Ｅｎ，ｌで表
される。ここで、ｎは、主量子数（原子核の中心電場中での電子のエネルギーの大きさを
表す）であり、ｎ＝１，２，３，４，５，…の値をとる。ｌは、方位量子数（軌道角運動
量の大きさを表す）であり、主量子数ｎが決まれば、ｌ＝０，１，２，３，４，…，ｎ−
１となり、それぞれ順に記号ｓ，ｐ，ｄ，ｆ，ｇ，…で表される。ｍｌは、磁気量子数（
軌道角運動量ｌのｚ成分ｌｚの大きさを表す）であり、方位量子数ｌが決まれば、ｍｌ＝
−ｌ，−ｌ＋１，…，０，…，ｌ−１，ｌの２ｌ＋１個の値をとる。ｍｌの各値に対応す
る定常状態は縮退しているが、ｚ方向に磁場をかけるとｍｌに比例したエネルギー変化を

10

受けて縮退がとれる。ｓは、スピン量子数であり、ｓ＝＋１／２，−１／２の値をとる。
【００３４】
軌道のエネルギーは、主量子数ｎと方位量子数ｌで決まる。例えば、ｎ＝３のときは、
ｌ＝０，１，２で、それぞれ順に３ｄ殻のｓ軌道、ｐ軌道、ｄ軌道と呼ばれる。各軌道に
は、２ｌ＋１個の状態があり、さらに±のスピン状態がある。したがって、３ｄ殻のｓ軌
道には２個の電子、ｐ軌道には６個の電子、ｄ軌道は１０個の電子、ｆ軌道には１４個の
電子がそれぞれ入れる。量子数ｎ，ｌで指定される軌道が電子で満たされている場合は「
閉殻（完全殻）」（軌道角運動量の和およびスピン角運動量の和がゼロ）、満たされてい
ない場合は「非閉殻（不完全殻）」とそれぞれ呼ばれる。
【００３５】

20

磁性原子（イオン）は、不完全殻の電子を持つ場合であり、主たる遷移元素原子（イオ
ン）は、３ｄ殻と４ｆ殻の不完全殻を持つ場合である。これらの電子殻は、原子の比較的
内部に存在する。
【００３６】
（不完全殻の電子間相互作用とＬＳ多重項）
遷移元素の原子（イオン）の不完全殻では、１つの電子配置に多くの状態がある。例え
ば、２個の電子があるｄ殻には１０Ｃ２（＝４５）個の可能な状態がある。これらの状態
は、ポテンシャルＶ（ｒ）の近似では同じエネルギーを持つが、電子間のクーロン相互作
用ＶＨを考慮すると、いくつかのエネルギー準位に分かれる。
【００３７】

30

個々の電子の軌道角運動量ｌはもはや運動の保存量ではないが、電子全体の軌道角運動
量の総和つまり全軌道角運動量Ｌ（＝Σｌ）は保存量である。これは、原子をある軸の周
りに回転させても原子核の中心電場および電子間クーロン相互作用のエネルギーは変わら
ないからである。不完全殻の電子状態は、全軌道角運動量Ｌの大きさと、そのｚ成分の固
有値ＭＬとで指定される。
【００３８】
電子のスピン間の相互作用は、パウリ（Pauli）の原理（１つの電子状態には１個しか
電子が入れない）により、２つの電子のスピンが互いに平行な場合は同じ場所を占めるこ
とができないが、スピンが互いに反平行の場合は同じ場所を占めることができるため、ス
ピンが互いに平行な場合は電子間のクーロン相互作用のエネルギーが反平行の場合に比べ

40

て低い。すなわち、パウリの原理と電子間のクーロン相互作用は、２つの電子スピンを互
いに平行にする力となる。個々の電子のスピンｓは保存量ではないが、電子全体のスピン
の総和つまり全スピン角運動量Ｓ（＝Σｓ）は保存量であるため、全スピン角運動量Ｓの
大きさとそのｚ成分Ｍｓを用いて不完全殻の電子状態を分類することができる。
【００３９】
結局、不完全殻の電子状態は、Ｌ、ＭＬ、Ｓ、Ｍｓの４つの量子数で分類される。しか
し、電子間のクーロン相互作用ＶＨのエネルギーはＭＬ、Ｍｓに依存しないため、ＶＨが
依存するＬとＳを指定した（２Ｌ＋１）×（２Ｓ＋１）個の状態はＬＳ多重項と呼ばれる
。遷移元素および希土類元素のＬＳ多重項を表すには、電子配置ｄｎ、ｆｎとＬ、Ｓを用
いて、分光学の記号：２Ｓ＋１ＬＪで表される。Ｌ＝０，１，２，３，４，５，６，…に
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対してそれぞれ順に記号Ｓ，Ｐ，Ｄ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ，…が用いられる。
【００４０】
ＬＳ多重項の最低エネルギー状態については、次のフント（Hund）の規則が成り立つ。
フントの規則によれば、ＬＳ多重項で最低のエネルギーを持つ電子配置（基底状態）は、
次の条件で決まる。
（第１則）パウリの原理が許す範囲で最大のＳを持つ。
（第２則）最大のＳを持つ配置の中で、最大のＬを持つ。
【００４１】
（スピン−軌道相互作用とＪ多重項）
１つのＬＳ多重項はＬとＳの間に働くスピン−軌道相互作用によりさらに分裂し、Ｌ＋
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Ｓ＝Ｊで定義される全角運動量Ｊの大きさＪで指定されるＪ多重項に分かれる。Ｊは、Ｊ
＝Ｌ＋Ｓ、Ｌ＋Ｓ−１、…、｜Ｌ＋Ｓ｜−１、｜Ｌ＋Ｓ｜の値を１つずつとる。
【００４２】
スピン−軌道相互作用は、本質的に磁気的相互作用であり、電子が原子核の周りを軌道
運動（角運動量ｌ）すれば、電子から見て、原子核の運動は軌道電流を作り電子の位置に
磁場を作る。この磁場と電子のスピンｓとが結合してスピン−軌道相互作用となり、１つ
の電子についてζｌ・ｓと表される。ζは、比例定数である。電子全体で総和をとれば、
スピン−軌道相互作用は、次の式（３）で表される。
Ｈｌｓ＝ζΣｉｌｉ・ｓｉ

…（３）
20

【００４３】
スピン−軌道相互作用ＶＨは、１つのＬＳ多重項に属する状態間に行列要素を持つだけ
でなく、異なるＬＳ多重項間にも行列要素を持っている。しかし、ＬＳ多重項間のエネル
ギー差（電子間のクーロン相互作用ＶＨのエネルギー差）は、Ｈｌｓに比べて大きいため
（ＶＨ＞Ｈｌｓ）、１つの多重項でＶＨを考えればよい。
【００４４】
１つのＬＳ多重項でＨｌｓは有効ハミルトニアン（effective Hamiltonian）（指定さ
れた多重項内でのみ意味を持つハミルトニアン。そこではＨｌｓと同じ行列要素を持つ）
の形で、次の式（４）で表される。
（Ｈｌｓ）ＬＳ＝ＨＬＳ＝λＬＳ

…（４）

但し、λは、スピン軌道結合定数であり、異なるＬＳ多重項では異なる値を持つ。

30

【００４５】
基底状態のＬＳ多重項では、フントの規則により、状態の電子数ｎが電子殻の状態の総
数２ｌ＋１よりも小さければ（ｎ＜２ｌ＋１）、個々の電子のスピンｓｉと全スピン角運
動量Ｓは、ｓｉ＝Ｓ／ｎ、λ＝ζ／ｎとおけば、式（３）から式（４）が導かれる。ｎ＞
２ｌ＋１では同様にしてλ＝−ζ／（４ｌ＋２−ｎ）となる。すなわち、ｎ＜２ｌ＋１の
場合はλ＞０、ｎ＞２ｌ＋１の場合はλ＜０、ｎ＝２ｌ＋１の場合はＬ＝０、Ｓ＝（２ｌ
＋１）／２となる。
【００４６】
鉄族遷移元素の原子（イオン）の３ｄｎ殻または希土類元素の原子（イオン）の４ｆｎ
殻のλは、

40

ｎ

３ｄ

殻では、ｎ＜５（less than half）でλ＞０、ｎ＞５（more than half）でλ＜

０、
４ｆｎ殻では、ｎ＜７（less than half）でλ＞０、ｎ＞７（more than half）でλ＜
０、
である。
【００４７】
この式により、例えば、３ｄｎ軌道の場合、この軌道に入っている電子の個数（ｎ）が
、この軌道に入りうる電子の最大数（１０個）の半分（５個）よりも小さいとき、つまり
、半分未満しか３ｄ軌道が充填されていない原子の場合には、スピン−軌道相互作用はプ
ラスとして働くことになる。
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【００４８】
１つのＪ多重項では、スピン軌道のエネルギー（ＨＬＳ）は、ＨＬＳ＝λＬＳ＝（λ／
２）（Ｊ２−Ｌ２−Ｓ２）であるから、
ＥＪ＝（λＬＳ）Ｊ
＝（λ／２）［Ｊ（Ｊ＋１）−Ｌ（Ｌ＋１）−Ｓ（Ｓ＋１）］

…（５）

となり、一定値となる。Ｊ多重項のエネルギーは等差級数的で、間隔は、次の式（６）で
表される（ランデの間隔）。
ΔＥＪ＝ＥＪ−ＥＪ−１＝λＪ

…（６）

【００４９】
式（４）は軌道磁気モーメント（−μＢＬ）に磁場λＳ／μＢが働いた結果と考えれば

10

、次の式（７）および式（８）で示すＬおよびＳの運動方程式から、
ｈ（ｄＬ／ｄｔ）＝λ［Ｓ×Ｌ］＝λ［Ｊ×Ｌ］

…（７）

ｈ（ｄＬ／ｄｔ）＝λ［Ｌ×Ｓ］＝λ［Ｊ×Ｓ］

…（８）

ＬとＳは、磁場λＪ／μＢの下で歳差運動をしていることになる。ＬとＳのＪに平行な成
分は、１つのＪ多重項に属する状態間の行列要素であり、Ｊ行列要素に比例している。
〈Ｊ，Ｍｊ｜Ｌ｜Ｊ，Ｍｊ

〉＝ａ〈Ｊ，Ｍｊ｜Ｊ｜Ｊ，Ｍｊ

〈Ｊ，Ｍｊ｜Ｓ｜Ｊ，Ｍｊ

〉＝（１−ａ）〈Ｊ，Ｍｊ｜Ｊ｜Ｊ，Ｍｊ

〉

…（９）
〉

…（１

０）
ここで、比例定数ａは、
ａ＝｛Ｊ（Ｊ＋１）＋Ｌ（Ｌ＋１）−Ｓ（Ｓ＋１）｝／２Ｊ（Ｊ＋１）

…（１１）

20

である。
【００５０】
（１原子当たりの磁気モーメント−原子のスピン）
最低エネルギーのＪ多重項において、原子磁気モーメントｍ＝−（Ｌ＋２Ｓ）μＢの行
列要素は、式（９）〜式（１１）から、
ｍ＝−μＢ（Ｌ＋２Ｓ）＝−μＢ（２−ａ）Ｊ＝−ｇＪμＢＪ

…（１２）

で表される。但し、μＢはボーア（Bohr）磁子、ｇＪ（＝３／２＋｛Ｓ（Ｓ＋１）−Ｌ（
Ｌ＋１）｝／２Ｊ（Ｊ＋１））はランデのｇ因子である。
【００５１】
４ｆ殻は、遷移元素の原子（イオン）の内部にあり、ＨＬＳのエネルギーが後述する結
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晶電場のエネルギーよりも大きいため、原子磁気モーメントを式（１２）で表すことがで
きる。
【００５２】
しかし、３ｄ殻の鉄族遷移元素の原子（イオン）では、結晶場がＬＳ結合よりも強く（
Ｖｃｒ＞ＨＬＳ）、軌道角運動量Ｌの消失（quenching）が起こるため、磁気モーメント
は、スピンＳのみからなり、ｍ＝−ｇμＢＳとなる。
【００５３】
（結晶電場による軌道の分裂）
３ｄ遷移元素の原子（イオン）の不完全殻の電子は、結晶中の周囲のイオンが作る電場
（結晶場）の中を運動している。この結晶場Ｖｃｒは、周囲のイオンの空間配置による対
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称性を持つ。電子の軌道運動は、このような結晶場の対称性を反映する。
【００５４】
例えば、３ｄ殻の１個の電子が立方対称な結晶場の中に存在する場合、電子の受ける立
方対称な結晶場は、６個の周囲のイオンが作る正八面体の対称性の場合と、４個のイオン
が作る正四面体の対称性の場合とがある。
【００５５】
自由電子近似で３ｄ殻の電子状態は、軌道角運動量ｌの大きさに依存して２ｌ＋１＝５
重に縮退している。また、立方対称な結晶場は、次の式（１３）で表される。
Ｖｃｒ＝Ａ｛ｘ４＋ｙ４＋ｚ４−３ｒ４／５｝
【００５６】

…（１３）
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縮退した軌道運動のエネルギーは、結晶場で分裂し、２重縮退の準位（ｄγ：軌道の角
度部分はｄ（３ｚ２−ｒ２）、ｄ（ｘ２−ｙ２））と、３重縮退の準位（ｄε：ｄ（ｙｚ
）、ｄ（ｚｘ），ｄ（ｘｙ））とに分かれる。結晶場の符号Ａによっていずれの軌道のエ
ネルギーが低いかが決まる。正八面体対称の結晶場では、エネルギーはｄε準位が低く、
正四面体対称では、エネルギーはｄγ準位が低くなる。
【００５７】
結晶の対称性が正方対称、三方対称、斜方対称と低くなるにつれて、軌道の分裂はさら
に進み、斜方対称では縮退はなくなる。
【００５８】
結晶の対称性から最低の軌道のエネルギー準位に縮退が残る場合、結晶は、自発的に歪

10

んで軌道の縮退をとるようになる（ヤーン−テラー（Jahn‑Teller）効果）。但し、例外
として、奇数個の電子のときのクラマース縮退は、外部磁場をかけなければとれない。
【００５９】
ｄ電子が２個以上の場合は、ＶｃｒとＶＨの大小が問題となる。Ｖｃｒ＞ＶＨの場合は
強い結晶場、Ｖｃｒ＜ＶＨの場合は弱い結晶場とそれぞれ呼ばれる。強い結晶場の場合、
電子配置は、Ｖｃｒで分裂した準位にパウリの原理を満たすように順に電子を満たす（lo
w spin state）。この場合は、結晶場で分かれた準位に低いエネルギーから順に±スピン
の電子が詰まるため、全体のスピンは低くなる。これに対し、弱い結晶場の場合は、フン
トの規則を満たすようにＳを最大にするように電子を満たす（high spin state）。この
場合は、フントの規則によりスピンの大きい配置が低いエネルギーを持つ。

20

【００６０】
結晶場が十分に低対称の場合、磁性イオンの最低エネルギー状態は、軌道の縮退がなく
なって一意的に決まり、軌道角運動量Ｌのこの状態についての期待値〈Ｌ〉は必ずゼロで
ある。これは、結晶場による軌道角運動の凍結と呼ばれる。
【００６１】
結晶場で分裂した軌道の各エネルギー準位は、おのおの、全スピンに関して２Ｓ＋１個
の縮退した準位を持ち、このスピン準位は磁場で分裂する。
【００６２】
（イオンの結晶磁気異方性）
一般に結晶格子と直接結合しているのは電子の軌道角運動量で、電子スピンは直接結晶
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場と結合しない。しかし、ｄ電子やｆ電子のスピン状態は、次のように結晶場の対称性を
反映する。
【００６３】
３ｄ電子の全軌道角運動量Ｌは、対称性が十分低い結晶場では消失しているため、イオ
ンの磁気モーメントは、３ｄ電子のスピンＳから生じている。しかし、３ｄ殻は原子の外
側近くに存在し結晶場の影響を受けやすい（Ｖｃｒ＞ＨＬＳ）。電子スピンと結晶格子の
結合はＬＳ結合（ＨＬＳ）の二次の摂動を通して行われ、スピンに依存した電子のエネル
ギーが生じる。
【００６４】
これに対して、希土類イオンでは、４ｆ不完全殻の電子軌道は、原子の内部に存在し結
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晶場の影響は受けにくいが、ＬＳ結合が強いため（Ｖｃｒ＜ＨＬＳ）、Ｊ多重項の基底状
態のスピン準位が結晶場の影響で分裂し、Ｊに依存した電子のエネルギーが決まる。
【００６５】
原子磁気モーメントは、ｄ電子ではＳに、ｆ電子ではＪにそれぞれ比例するため、磁気
モーメントの結晶方位依存性（結晶磁気異方性）が決まる。
【００６６】
（１）鉄族イオンのスピンハミルトニアン（磁気異方性）
上記のように、ｄ電子はスピン−軌道相互作用ＨＬＳを受けている。通常、Ｖｃｒ＞Ｈ
ＬＳであるため、結晶場が十分に低対称であれば、基底状態の軌道の縮退がなくなって軌

道角運動量が消失（〈Ｌ〉ＡＶ＝０）し、Ｌによる異方性はない。しかし、全スピンＳは
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ＭＳの異なる２Ｓ＋１重の縮退を持つため、スピン−軌道相互作用ＨＬＳのこのスピン縮
退した状態について摂動計算をすれば、ＨＬＳはスピンＳの結晶方位依存性（磁気異方性
）を示すエネルギー、つまり、スピンハミルトニアンを与える。
【００６７】
ＨＬＳの二次摂動計算の結果は、基底状態の｜ｇＭｓ＞（Ｍｓ＝Ｓ，Ｓ−１，…，−Ｓ
）と｜ｇＭｓ′＞との間に、
−ΣＭｓ″＜ｇＭｓ′｜ＨＬＳ｜ｅＭｓ″＞＜ｅＭｓ″｜ＨＬＳ｜ｇＭｓ＞／（Ｅｅ−
Ｅｇ）

…（１４）

の行列要素を持つ行列である。ここで、Ｅｇは基底状態のエネルギーであり、Ｅｅ、｜ｅ
Ｍｓ″＞は、励起状態のエネルギーと波動関数をそれぞれ表す。Ｅｇ、Ｅｅは、いずれも
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Ｍｓ、Ｍｓ″によらない。
【００６８】
式（１４）の行列要素は、
＜ｇＭｓ′｜ＨＬＳ｜ｅＭｓ″＞＝Σμλ＜ｇ｜Ｌμ｜ｅ＞＜Ｍｓ′｜Ｓμ｜Ｍｓ″＞、
ΣＭｓ″＜Ｍｓ′｜Ｓμ｜Ｍｓ″＞＜Ｍｓ″｜Ｓμ｜Ｍｓ′＞＝ΣＭｓ″＜Ｍｓ′｜Ｓμ
Ｓμ｜Ｍｓ′＞、
に注意すると、基底状態で定義される次の行列要素、
−λ２ΣμνΛμνＳμＳν

…（１５）

と同じである（effective Hamiltonian）。但し、Λμν＝Σｅ＜ｇ｜Ｌμ｜ｅ＞＜ｅ｜
Ｌν｜ｇ＞／（Ｅｅ−Ｅｇ）であり、μ，νはｘ，ｙ，ｚのいずれかである。結局、スピ

20

ンハミルトニアンは、式（１５）の行列要素を持つ行列で表され、Ｓ≧１である。
【００６９】
Ｓ＝１／２の場合、スピンハミルトニアンは、ａ０Ｅ＋ａｘＳｘ＋ａｙＳｙ＋ａｚＳｚ
となる。但し、Ｅは二次元の単位マトリックス、ａ０、ａｘ、ａｙ、ａｚは定数である。
【００７０】
磁場がある場合のエネルギーは、−ｍＨ＝−μＢ（Ｌ＋２Ｓ）Ｈであり、μＢＬＨの一
次摂動はゼロとなるが、二次摂動のエネルギーは、上記のＨＬＳ＝λＬＳと同じように扱
えるため、磁場がある場合に基底状態のスピン状態を決めるハミルトニアンは、
Ｈｅｆｆ＝−λ２ΣμνΛμνＳμＳν
＋２μＢＳＨ−２μＢλΣμνΛμνＳμＨν−μＢ２ΣμνΛμνＨμＨν
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…（１６）
となる。
【００７１】
磁場の一次に比例する項Ｈｚｅｆｆは、
Ｈｚｅｆｆ＝μＢＳｇＨ

…（１７）

で表される。ここで、行列要素ｇμν＝２（δμν−λΛμν）を持つテンソルは、ｇテ
ンソルと呼ばれる。
【００７２】
磁場がない場合のスピンハミルトニアンは、立方対称の結晶場では定数となるが、一般
40

の対称性では主軸を適当に選べば、
２

−λ

２

（ΛｘｘＳ

ｘ＋ΛｙｙＳ

２

２

ｙ＋ΛｚｚＳ

ｚ）

…（１８）

で表される。これは、通常、次の式（１９）に書き換えられる。
ＤＳｚ２＋Ｅ（Ｓｘ２−Ｓｙ２）

…（１９）

２

但し、Ｄ＝−λ

｛Λｚｚ−（Λｘｘ＋Λｙｙ）／２｝、Ｅ＝−λ２（Λｘｘ−Λｙｙ）

／２である。正方対称の結晶場では、Ｅ＝０である。
【００７３】
Ｖｃｒ〜ＨＬＳの場合、結晶場で軌道状態の縮退は完全にはなくならない。この場合は
、ＶｃｒとＨＬＳを同時に考慮して最低エネルギーの分裂を求めることが必要となる。
【００７４】
ハミルトニアンの時間反転対称性から電子が奇数個の原子（イオン）では、磁場のない
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とき、ハミルトニアンはすべての相互作用を考慮しても少なくとも二重縮退している（ク
ラマース縮退）。
【００７５】
すなわち、奇数個の電子を持つ原子（イオン）では、全スピン量子数Ｓは必ず半奇数で
あり、スピンハミルトニアンは、磁場のないとき、クラマースの二重項が残り、±Ｓは同
じエネルギーの状態である。ハミルトニアンの時間反転対称性から磁場と磁気モーメント
を同時に反転すればエネルギーは変わらないため、極低温でスピンの最低エネルギー準位
にクラマースの二重項が残る常磁性物質では、最低エネルギー準位のスピンを磁場で反転
することにより±Ｓの選択が可能となる。
【００７６】

10

なお、電子数が偶数個の場合において、特に極低温で最低エネルギーのスピン準位だけ
が実現されているときは、軌道角運動量の場合と同様に、スピン準位間のエネルギー差が
ｋＴに比べて大きいとき、スピン角運動量Ｓが消失する可能性がある。したがって、偶数
個の電子を持つ場合は、スピンメモリの記録媒体として不適である。
【００７７】
（２）希土類イオンの磁気異方性
希土類イオンの場合は、ＨＬＳ＞Ｖｃｒであるため、ＨＬＳを対角化してＪ多重項に分
類し、１つのＪ多重項の結晶場による分裂を検討する。有効ハミルトニアンの考えは、ｄ
電子と同じように適用することができる。一般に、Ｖｃｒは、Ｊの偶数次のべき乗で表さ
れる。
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【００７８】
（スピンメモリ用常磁性物質）
スピンメモリの動作温度ｋＴで、スピン準位間のエネルギー差がｋＴに比べて十分大き
い場合、原子（イオン）のスピンを利用してメモリを作製することができる。この目的に
適した記録媒体としては、例えば、以下の常磁性物質がある。
【００７９】
（１）常磁性物質で磁性イオン間の相互作用（キュリー温度などの磁気変態点：Ｔｃ）
が極めて小さい物質がある。このような物質としては、１Ｋ以下まで常磁性を示す断熱消
磁作業物質（ミョウバン類やタットン塩など）が知られている。上記のように、断熱消磁
作業物質は、局在磁気スピンが十分低温までキュリーの法則またはキュリー−ワイスの法
則に従う常磁性体で、原子（イオン）の電子数が奇数個の場合にどんなに低い対称性の結
晶場でもスピンのクラマース縮退が残る物質である。表１は、断熱消磁作業物質の例を示
している。
【００８０】
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【表１】

10

20

【００８１】
ここで、「比熱の山」とは、比熱が最大になるときの温度を意味する。結晶場が縮退を
といて分裂したときに、このような比熱の山が生じる。すなわち、系が取りうる状態が増
えることにより比熱が増大する現象が、所定の物質に見られるということである。また、
表１中の、半整数（１／２、３／２、５／２、７／２、…）のスピンを持つ物質は、奇数
個の電子を持つ（つまり、クラマースの二重項を持つ）ため、本発明のスピンメモリ用の
材料として適している。
【００８２】
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（２）結晶場が軸対称であれば３ｄ軌道の基底状態に縮退がない場合、軸に平行に磁場
を印加すればスピンハミルトニアンは、μＢｇｚＳｚＨ＋ＤＳｚ２となる。但し、Ｄは微
細構造定数である。Ｄが負で大きければ、磁場のない状態でスピン状態（±Ｓｚ）は縮退
してｚ軸方向のスピンは安定である。また、４ｆ軌道の場合はＳ→Ｊとおけばよい。微細
構造定数Ｄは、例えば、常磁性帯磁率や常磁性共鳴吸収の実験から求められる。
【００８３】
ミョウバンやタットン塩と呼ばれる一連の複塩について、常磁性帯磁率の測定や常磁性
共鳴吸収の実験などから、表２に示す定数が測定されている。表２は、特に、遷移金属イ
オンの常磁性を示している。
【００８４】
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【表２】

10

【００８５】
ここで、磁化率とは、物質を磁場Ｈの中に置いた時に生ずる磁化をＭとした場合に、ｄ
Ｍ／ｄＨで定義される量のことである。ＭもＨもベクトルであるため、磁化率は２階のテ
ンソル量で定義される。方向によって磁化の仕方が違うことになる。磁化率は温度の関数

20

でもある。
【００８６】
また、ｇはｇ因子を示し、一般に近似理論から得られる値との補正を示す量である。こ
の場合、磁気回転比を示す。通常は２程度になる。また、ｇが軸対象の場合、軸方向の要
素をｇ‖、軸に垂直方向の要素をｇ⊥と表す。これらの値が異なれば軸方向の磁気異方性
が強いと言える。
【００８７】
また、Ｄの微細構造因子は、エネルギー準位の微細な構造を表す。Ｄの値（絶対値）が
大きい場合は、いろいろな相互作用が生じていることが考えられる。また、微細構造因子
Ｄは、一軸異方性エネルギーをも表す。ここでは、微細構造因子Ｄは、波数の逆数の単位
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で表している。
【００８８】
ミョウバンの結晶構造は、立方結晶で、磁気異方性は小さい。タットン塩は、斜方結晶
で、対称性はＣ５２ｈ−Ｐ２１／ａである。表２のニッケルタットン（Ni‑Tutton）塩の(
ＮＨ４)２Ｎｉ(ＳＯ４)２・６Ｈ２Ｏの場合、結晶定数は、ａ＝８.９８Å、ｂ＝１２.２
２Å、ｃ＝６.１０Å、β＝１０７゜４

で、単位格子中の分子数（Ｚ）は、Ｚ＝２であ

る。また、最隣接Ｎｉイオン間距離は３.０５Å、次の隣接イオンは７.４５Åと８.５６
Åであり、平均して１６０Å３の体積中に１個の磁性イオンが含まれる。
【００８９】
表２に示すように、微細構造因子（Ｄ）は、Ｄ＝−２.２５（ｃｍ−１）で、磁気異方
２＋

性は、負の一軸性で大きい。Ｎｉ

40

は３ｄ

８

でＳ＝１であるため、一軸磁気異方性エネ

ルギー（Ｅａ）の大きさは、Ｅａ＝２.２５ｃｍ−１であり、１ｃｍ−１≒１Ｋであるた
め、温度で数ケルビン程度となる。一般に、一軸異方性のＤパラメータは、ＬＳ結合のパ
ラメータの自乗λ２に比例し、λは１０２ｃｍ−１である。また、多重項間のエネルギー
差ΔＥ〜１０３〜１０４ｃｍ−１として、ＤはＬＳ結合の二次の摂動項λ２／ΔＥである
ため、磁気異方性エネルギー（Ｔａ）のオーダーは、温度にして１〜１０Ｋ程度となる。
一軸異方性エネルギーの等価磁場（Ｈａ）は、Ｈａ≒ＤＳｚ２／ｇＪμＢＳ〜１０４〜５
Ｇである。なお、一軸性とは、磁気異方性に関して、１つの軸を持ち、その軸に対して垂
直な方向には磁気異方性を持たない物質のことである。
【００９０】
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（磁気モーメントの磁場による反転）
容易軸方向（ｚ軸）に磁場Ｈを印加し、同時に垂直面内に角速度ωの回転磁場を印加す
る。磁気角運動量比をγとして、Ｈまたはωをゆっくりとスピン−格子緩和時間Ｔ１より
も遅い速さで変化させると、Ｈ＋ω／γ＞０では磁気モーメントがｚ軸の正方向を向いて
いても、Ｈ＋ω／γ＝０で回転を始めて、Ｈ＋ω／γ＜０では反転してｚ軸の負方向を向
く。すなわち、いわゆる磁気モーメントｍの磁場による反転（adiabatic rapid passage
）が起こる。
【００９１】
すなわち、外部磁場の量子化軸をｚ軸とし、これに垂直な振動磁場（回転磁場）を与え
ると、その分裂幅に見合ったエネルギーの周波数の場合、レベル間に有限の遷移確率が生

10

じる。Ｈは容易軸方向に与えた磁場の大きさを意味し、これに対して磁気モーメントを持
つ存在（この場合は原子）は、垂直に与えた磁場は容易軸周辺を角速度ωで回転するよう
になる。Ｈ＋ω／γはベクトル量の値になる。よって、Ｈとωが同じ方向を向いていれば
正になり、逆であれば負になる。また、その中間的なあらゆる角度も考えられる。
【００９２】
ここで、例えば、パルス的に強い交流磁場を加えると、まず、スピン間の相互作用でス
ピン系のみで熱平衡に達する。この時間は、スピン−スピン緩和時間Ｔ２と呼ばれる。次
に、スピン系の温度が格子系と熱平衡になろうとする。この時間は、スピン−格子緩和時
間Ｔ１と呼ばれる。
【００９３】
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以上の物理現象を利用して、クラマースの二重項を持つ孤立スピンを利用した記憶素子
（スピンメモリ）を実現する。
【００９４】
すなわち、上記のように、クラマースの二重項を持つ常磁性物質（断熱消磁作業物質）
では、極低温で最低エネルギー準位のスピン状態が縮退しており、磁場のない状態で±Ｓ
の選択をスピン軸に沿って磁場を印加して行い、磁場のない状態では±Ｓのスピンの状態
が安定であるため、クラマースの二重項を持つ孤立スピンをスピンメモリのビットにする
ことができる。
【００９５】
また、上記のように、微細構造定数Ｄが負である一軸異方性の結晶物質では、極低温で
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最低エネルギー準位のスピン状態が縮退しているため、一軸異方性の方向に磁場を印加し
てスピン軸を一軸異方性の方向にとることにより、磁場のない状態でスピンの±Ｓの選択
が可能となり、同じくクラマースの二重項を持つ孤立スピンをスピンメモリのビットにす
ることができる。磁場のないとき、微細構造定数Ｄが負で大きければ、スピンのエネルギ
ー準位は縮退しており、スピン状態はエネルギー的に十分安定である。
【００９６】
上記いずれの物質の場合も、記録媒体が薄膜結晶で、かつ、薄膜の法線が印加磁場の方
向と平行な場合が、より有効である。
【００９７】
なお、スピンメモリの材料としては、さらに、上記のように、物質表面の原子的スケー
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ルでの平滑性や化学的な安定性が必要である。
【００９８】
また、記録方法に関しては、上記いずれの物質も極低温では最低エネルギー準位のスピ
ン状態が縮退しており、スピン軸に沿って磁場を印加してスピンの±Ｓの選択が可能とな
り、磁場のない状態で±Ｓのスピンの状態が安定であるため、スピン磁気記録が可能であ
る。
【００９９】
具体的には、前者の物質の場合は、断熱消磁法を用いて、等温磁化（磁場印加向きを−
ｚ軸とする）後に断熱的に消磁すれば、外部磁場のない状態で物質の温度は下がり、エン
トロピーの低い状態となる。この状態では、スピンは磁場を印加した方向（−ｚ軸）に整
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列している。この状態がスピンメモリの初期（消磁）状態である。
【０１００】
その後、信号を記録したい原子（イオン）に、例えば、走査型記録装置の磁性探針を近
接させて交換力により原子のスピンを逆転すれば、当該原子のスピンを反転させて安定的
に保持することができる。このとき、反転スピンが持つエネルギーは反転前と変わらない
ため、スピンの記録が可能である。
【０１０１】
記録した信号の消去は、全体に磁場を印加して消磁するか、あるいは、記録したスピン
を磁性探針で反転することによって行うことができる。
【０１０２】

10

また、記録したスピンを書き換える方法としては、所定の原子スピンを局所的な「磁気
モーメントの磁場による反転（adiabatic rapid passage）」の過程で反転させる方法も
ある。
【０１０３】
また、後者の物質の場合、つまり、大きな負の一軸磁気異方性を持つ結晶の場合も、極
低温では最低エネルギー準位のスピン状態が縮退しているため、一軸異方性の方向に磁場
を印加してスピン軸とすれば、磁場のない状態でスピンの±Ｓの選択が可能となり、メモ
リ動作が可能となる。この場合も、記録の初期状態、記録、書き換え、消去は、上記と同
様に行うことができる。
【０１０４】
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次に、スピンメモリにおける読み出し／書き込みの方法と原理についてより具体的に説
明する。
【０１０５】
スピンメモリにおいて、読み出し／書き込みは、例えば、スピンプローブまたは磁気プ
ローブを用いて行うことができる。スピンプローブとは、スピン偏極した探針を尖端に持
つプローブであり、磁気プローブとは、磁性体などを尖端に持つプローブである。スピン
プローブには漏れ磁場はないが、磁気プローブには漏れ磁場がある。
【０１０６】
まず、読み出しについては、基板上の孤立スピンにスピンプローブまたは磁気プローブ
を近づけ、離した時にスピンの配向性およびプローブの配向性が修復する領域においてプ
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ローブと基板との間に働く力をあらかじめ計測しておき、スピンメモリのビット上でこの
力を測定し、あらかじめ計測しておいた力と比較する。このとき、引力が働きやすければ
、両者の配向性は反平行であり、逆に、反発力が強ければ、両者の配向性は平行であると
考えられる。これらの力は、原子間力顕微鏡やプローブ顕微鏡などにより、直接観測する
ことができる。このようにしてスピンの配向性を検出することで、ビットを読み出すこと
ができる。
【０１０７】
また、書き込みについては、読み出しの場合よりもさらにプローブを基板に近づけ（例
えば、基板内の原子間距離程度）、より強く相互作用させる。これにより、プローブがス
ピンのリザーバとなり、スピンが基板に供給され、プローブが持つスピンの方向に基板上
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の孤立スピンが反転される。この過程を用いてビットを書き込むことができる。また、こ
のとき、基板の温度を上げることにより、孤立スピンが反転しやすくなる。
【０１０８】
以下、図２〜図８を用いてより具体的に説明する。なお、図２〜図８において、スピン
の方向を示す矢印について、実線の矢印は、スピンの方向が既知であるかまたは計測され
たことを示し、破線の矢印は、計測前または計測後のため、スピンの方向が不明であるこ
とを示している。上記のように、本発明に係るスピンメモリでは、各ビット上の孤立スピ
ンの状態（スピン方向）は、計測時にのみ顕在化される。よって、図２〜図８では、計測
対象つまり読み出し／書き込み対象のビット（孤立スピン）については、実線の矢印でス
ピンの方向を示し、それ以外のビット（孤立スピン）については、破線の矢印でスピンの

50

(17)

JP 4830107 B2 2011.12.7

方向を示している。
【０１０９】
図２は、磁気プローブを用いた読み出し／書き込みの方法を説明するための図である。
図２に示すように、磁気プローブ１１には尖端に磁性体１３が設けられている。この方法
では、磁気プローブ１１と表面原子の孤立スピン１との間に磁力線が生じる。
【０１１０】
図３（Ａ）は、磁気プローブ１１を用いた読み出し過程を模式的に示す図である。この
場合、表面原子の形状に加え、表面原子の孤立スピン１と磁気プローブ１１のスピン１５
の方向により相互作用の力が異なる。この過程では、磁気プローブ１１の磁場と表面原子
の孤立スピン１との相互作用を測定する。図３（Ａ）中の破線１７は、測定した相互作用

10

を示している。
【０１１１】
図３（Ｂ）は、磁気プローブ１１を用いた書き込み過程を模式的に示す図である。この
場合、読み出し時よりもさらに磁気プローブ１１を表面に近づけ、磁気プローブ１１の磁
場が書き込み対象となる特定の孤立スピン１ｂ上で反転する程度に近づいた時、書き込み
が行われる。ただし、書き込み対象以外の他の孤立スピンとは、反転させない程度に距離
を保つ必要がある。
【０１１２】
図４は、スピンプローブを用いた読み出し／書き込みの方法を説明するための図である
。図４に示すように、スピンプローブ２１には、尖端に、スピン偏極した探針２３が設け
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られている。この方法では、スピンプローブ２１と表面原子の孤立スピン１との間に磁力
線は生じない。
【０１１３】
図５（Ａ）は、スピンプローブ２１を用いた読み出し過程を模式的に示す図である。こ
の場合、表面原子の形状に加え、表面原子の孤立スピン１とスピンプローブ２１のスピン
（探針）２３の方向により相互作用の力が異なる。この過程では、スピンプローブ２１の
スピン２３と表面原子の孤立スピン１との相互作用を測定する。両者の配向性が平行であ
れば反発的な交換相互作用が働き、両者の配向性が反平行であれば吸引的な交換相互作用
が働く。図５（Ａ）中の破線２５は、測定した相互作用を示している。
【０１１４】
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図５（Ｂ）は、スピンプローブ２１を用いた書き込み過程を模式的に示す図である。こ
の場合、読み出し時よりもさらにスピンプローブ２１を表面に近づけ、スピンプローブ２
１のスピン（探針）２３と表面原子の孤立スピン１との相互作用から、反発力を押し切っ
てスピンプローブ２１を近づけた時、書き込み対象となる特定の孤立スピン１ｂが反転し
、書き込みが行われる。ただし、書き込み対象以外の他の孤立スピンとは、反転させない
程度に距離を保つ必要がある。
【０１１５】
読み出し／書き込みの方法には、その他いろいろなバリエーションが考えられる。例え
ば、電気的にデータの読み出しと書き込みが随時可能な半導体メモリであるＲＡＭは、本
発明の一つの適用例である。なお、図６〜図８では、基板上の孤立スピンの状態（スピン

40

方向）を破線の矢印で示しているが、電流が流れて計測対象となった時には実線の矢印と
なる。
【０１１６】
図６は、本発明を適用したＲＡＭの構造を模式的に示す図である。このＲＡＭは、基板
３１上に２組のナノワイヤ３３、３５を互いに交差するように設けて構成されている。ナ
ノワイヤ３３、３５は、例えば、カーボンナノチューブなどである。この場合、基板３１
上の孤立スピン１は、ナノワイヤ３３、３５に電流を流して生じる磁場によって反転させ
られる。
【０１１７】
図７は、本発明を適用したＲＡＭにおける書き込みの方法を説明するための要部拡大図
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である。図７に示すように、ナノワイヤ３３に対し、同図に示す方向Ａに電流を流すと、
白抜きの矢印３７の方向に磁場が生じる。また、交差するナノワイヤ３５に対しても、同
様に、同図に示す方向Ｂに電流を流すことにより、ナノワイヤ３３、３５が交差する部分
における磁場が強まり、その交差部分の孤立スピン（書き込み対象）１ｂを反転させるこ
とができる。ただし、書き込み対象以外の他の孤立スピンが反転しないように、電流の大
きさを制御する必要がある。
【０１１８】
図８は、本発明を適用したＲＡＭにおける読み出しの方法を説明するための図である。
読み出しは、薄膜に対して垂直な方向に行われる。図８の例では、メモリ本体を構成する
基板３１上の各ビットに電極を与え、この電極を含む回路３９によって、各ビットを流れ
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る電流を検出する。各回路３９は、電流計４１と電源４３を含んでいる。例えば、スピン
メモリの材料として微細構造定数Ｄが負である一軸異方性の結晶物質を用いた場合、矢印
５で示す方向の磁気異方性を有する基板３１と、読み出し対象ビットの孤立スピン１ｂと
が平行であれば電流が流れやすく、反平行であれば電流が流れにくいため、検出する電流
値の大小によって各ビットを読み出すことができる。
【０１１９】
なお、本実施の形態では、基本的に記録単位は１個の原子（イオン）であるが、これに
限定されるわけではなく、数個の原子（イオン）のクラスタを記録単位として利用するこ
ともできる。すなわち、記録方法に応じて記録領域に１個の遷移元素原子（イオン）を含
む最小の記録単位の大きさまで記録単位の領域を変えることができる。
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【産業上の利用可能性】
【０１２０】
本発明に係るスピン記録方法および装置は、原子・分子スケールの安定したビットを形
成して、記録密度を大幅に向上することができるスピン記録方法および装置として有用で
ある。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】本発明のスピン記録方法の動作原理を説明するための模式図であり、（Ａ）は、
計測前の状態を示す図、（Ｂ）は、計測時の状態を示す図
【図２】本発明の一実施の形態における磁気プローブを用いた読み出し／書き込みの方法
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を説明するための図
【図３】（Ａ）は、磁気プローブを用いた読み出し過程を模式的に示す図、（Ｂ）は、磁
気プローブを用いた書き込み過程を模式的に示す図
【図４】本発明の他の実施の形態におけるスピンプローブを用いた読み出し／書き込みの
方法を説明するための図
【図５】（Ａ）は、スピンプローブを用いた読み出し過程を模式的に示す図、（Ｂ）は、
スピンプローブを用いた書き込み過程を模式的に示す図
【図６】本発明のさらに他の実施の形態におけるＲＡＭの構造を模式的に示す図
【図７】ＲＡＭにおける書き込みの方法を説明するための要部拡大図
【図８】ＲＡＭにおける読み出しの方法を説明するための図
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【符号の説明】
【０１２２】
１

ビットまたは孤立スピン

１ａ

計測対象のビットまたは孤立スピン

１ｂ

読み出し／書き込み対象の孤立スピン

３、２３

探針

１１

磁気プローブ

２１

スピンプローブ

３１

基板

３３、３５

ナノワイヤ
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３７

合成磁場の方向

３９

電流検出回路

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【図８】
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