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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
固体結晶表面と、この固体結晶表面上に積層した磁性原子薄膜と、この磁性原子薄膜上
の２箇所に設けた電極と、を備え、
上記固体結晶表面は、表面射影ギャップをもつ非磁性体結晶表面からなり、
上記固体結晶表面と磁性原子薄膜とからなる系に形成されるスピン分裂した表面電子状
態バンドを利用し、スピン流を流すことを特徴とする、表面スピントロニクスデバイス・
スピン伝導素子。
【請求項２】
前記電極は、探針状電極又はトンネル接触からなる電極であることを特徴とする、請求
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項１に記載の表面スピントロニクスデバイス・スピン伝導素子。
【請求項３】
前記磁性原子薄膜は、厚さが１原子層の磁性原子薄膜であることを特徴とする、請求項
１に記載の表面スピントロニクスデバイス・スピン伝導素子。
【請求項４】
前記非磁性体結晶表面は銅（１１１）面であり、前記磁性原子薄膜は鉄原子薄膜である
ことを特徴とする、請求項１〜３の何れかに記載の表面スピントロニクスデバイス・スピ
ン伝導素子。
【請求項５】
前記非磁性体結晶表面は、水素終端処理した共有結合性結晶表面であり、前記磁性原子
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薄膜は鉄原子薄膜であることを特徴とする、請求項１〜３の何れかに記載の表面スピント
ロニクスデバイス・スピン伝導素子。
【請求項６】
固体結晶表面と、この固体結晶表面上に積層した磁性原子薄膜と、この磁性原子薄膜上
の２箇所に設けた電極と、上記磁性原子薄膜の磁化方向を制御する手段と、を備え、
上記固体結晶表面は、表面射影ギャップをもつ非磁性体結晶表面からなり、
上記固体結晶表面と磁性原子薄膜とからなる系に形成されるスピン分裂した表面電子状
態バンドのスピン状態を上記制御手段で制御し、上記一方の電極を通して外部のスピン伝
導素子から供給されるアップスピンの電子及びダウンスピンの電子の何れか一方からなる
スピン流をｏｎ／ｏｆｆすることを特徴とする、表面スピントロニクスデバイス・スピン
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スイッチング素子。
【請求項７】
前記電極は、探針状電極又はトンネル接触からなる電極であることを特徴とする、請求
項６に記載の表面スピントロニクスデバイス・スピン伝導素子。
【請求項８】
前記磁性原子薄膜は、厚さが１原子層の磁性原子薄膜であることを特徴とする、請求項
６に記載の表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子。
【請求項９】
前記非磁性体結晶表面は銅（１１１）面であり、前記磁性原子薄膜は鉄原子薄膜である
ことを特徴とする、請求項６〜８の何れかに記載の表面スピントロニクスデバイス・スピ
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ンスイッチング素子。
【請求項１０】
前記非磁性体結晶表面は、水素終端処理した共有結合性結晶表面であり、前記磁性原子
薄膜は鉄原子薄膜であることを特徴とする、請求項６〜８の何れかに記載の表面スピント
ロニクスデバイス・スピンスイッチング素子。
【請求項１１】
前記磁性原子薄膜に近接した導線を有し、この導線に電流を流してこの導線周りに発生
する磁場を利用して、前記磁性原子薄膜の磁化方向を反転および正転させる制御手段をも
つことを特徴とする、請求項６に記載の表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチ
ング素子。
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【請求項１２】
前記磁性原子薄膜に近接して配置したアップスピン源及びダウンスピン源と、
このアップスピン源と上記磁性原子薄膜とを接続する接続部と、
上記ダウンスピン源と上記磁性原子薄膜とを接続する接続部と、
上記アップスピン源のスピン及び上記ダウンスピン源のスピンを上記磁性原子薄膜に注
入する電源と、を有し、
さらに、上記電源の電圧を印加して、上記アップスピン源または上記ダウンスピン源の
スピンを上記磁性原子薄膜に注入することにより、上記磁性原子薄膜の磁化方向を正転ま
たは反転させる、前記磁性原子薄膜の磁化方向の制御手段をもつことを特徴とする、請求
項６に記載の表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子。

40

【請求項１３】
前記アップスピン源およびダウンスピン源は、それぞれ、下向きおよび上向きに磁化さ
れた強磁性体であり、前記接続部は非磁性導体であることを特徴とする、請求項１２に記
載の表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子。
【請求項１４】
固体結晶表面と、この固体結晶表面上に積層した磁性原子薄膜と、この磁性原子薄膜上
の２箇所に設けた電極と、上記磁性原子薄膜の磁化方向を制御する手段と、を備え、
上記固体結晶表面は、表面射影ギャップをもつ非磁性体結晶表面からなり、
上記固体結晶表面と磁性原子薄膜とからなる系に形成されるスピン分裂した表面電子状
態バンドのスピン状態を上記制御手段で制御し、上記一方の電極を通して外部のスピン伝
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導素子から供給されるアップスピンの電子及びダウンスピンの電子の何れか一方からなる
スピン流をｏｎ／ｏｆｆし、かつ、上記磁性原子薄膜の磁化保持特性を利用して情報を記
憶することを特徴とする、表面スピントロニクスデバイス・スピンメモリー素子。
【請求項１５】
前記電極は、探針状電極又はトンネル接触からなる電極であることを特徴とする、請求
項１４に記載の表面スピントロニクスデバイス・スピンメモリー素子。
【請求項１６】
前記磁性原子薄膜は、厚さが１原子層の磁性原子薄膜であることを特徴とする、請求項
１４に記載の表面スピントロニクスデバイス・スピンメモリー素子。
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【請求項１７】
前記非磁性体結晶表面は銅（１１１）面であり、前記磁性原子薄膜は鉄原子薄膜である
ことを特徴とする、請求項１４〜１６の何れかに記載の表面スピントロニクスデバイス・
スピンメモリー素子。
【請求項１８】
前記非磁性体結晶表面は、水素終端処理した共有結合性結晶表面であり、前記磁性原子
薄膜は鉄原子薄膜であることを特徴とする、請求項１４〜１６の何れかに記載の表面スピ
ントロニクスデバイス・スピンメモリー素子。
【請求項１９】
前記磁性原子薄膜に近接した導線を有し、この導線に電流を流してこの導線周りに発生
する磁場を利用して、前記磁性原子薄膜の磁化方向を反転および正転させる、前記磁性原
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子薄膜の磁化方向の制御手段をもつことを特徴とする、請求項１４に記載の表面スピント
ロニクスデバイス・スピンメモリー素子。
【請求項２０】
前記磁性原子薄膜に近接して配置したアップスピン源及びダウンスピン源と、
このアップスピン源と上記磁性原子薄膜とを接続する接続部と、
上記ダウンスピン源と上記磁性原子薄膜とを接続する接続部と、
上記アップスピン源のスピン及び上記ダウンスピン源のスピンを上記磁性原子薄膜に注
入する電源と、を有し、
さらに、上記電源の電圧を印加して、上記アップスピン源または上記ダウンスピン源の
スピンを上記磁性原子薄膜に注入することにより、上記磁性原子薄膜の磁化方向を正転ま
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たは反転させる、前記磁性原子薄膜の磁化方向の制御手段をもつことを特徴とする、請求
項１４に記載の表面スピントロニクスデバイス・スピンメモリー素子。
【請求項２１】
前記アップスピン源およびダウンスピン源は、それぞれ、下向きおよび上向きに磁化さ
れた強磁性体あり、前記接続部は非磁性導体であることを特徴とする、請求項２０に記載
の表面スピントロニクスデバイス・スピンメモリー素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はスピントロニクス（スピンエレクトロニクス）デバイスに関し、詳しくは、ス
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ピン伝導素子、スピンスイッチング素子及びスピンメモリー素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
これまでのエレクトロニクスは電子の電荷に基礎をおいたものである。しかしながら電
子は電荷の他にスピンという属性を有しており、電子の電荷に基礎をおいたエレクトロニ
クスに限界が見え始めた近年、電子のスピンに基礎をおいたエレクトロニクス、すなわち
スピントロニクス（Ｓｐｉｎｔｒｏｎｉｃｓ）の研究開発が急速に進められている。
【０００３】
例えば、スピンを利用したデバイスとしてＧＭＲ（Ｇｉａｎｔ

Ｍａｇｎｅｔｏ

Ｒｅ

ｓｉｓｔａｎｃｅ）素子があり、この素子は磁気ハードディスクメモリーの読み取り素子
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として実用化され、磁気ハードディスクメモリーの今日の記憶容量を可能にした。また、
第三世代スピントロニクスデバイスとしてＴＭＲ（Ｔｕｎｎｅｌ

Ｍａｇｎｅｔｏ

Ｒｅ

Ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ

Ｒａ

ｓｉｓｔａｎｃｅ）効果を用いたＭＲＡＭ（Ｍａｇｎｅｔｏ
ｎｄｏｍ

Ａｃｃｅｓｓ

Ｍｅｍｏｒｙ）がある。ＭＲＡＭは、低消費電力、高速読み書

き、高集積な次世代不揮発性メモリーとして実用化されつつある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ａｎｄｒｅｗ
ｏｆ

Ｚａｎｇｗｉｌ（Ｇｅｏｒｇｉａ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）著，「Ｐｈｙｓｉｃｓ

ｍｂｒｉｄｇｅ

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

ｃｈｅｌｌｅ

Ｍｅｌｂｏｕｒｎｅ

ａｔ

Ｐｒｅｓｓ，Ｎｅｗ

Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ

Ｓｕｒｆａｃｅ」，Ｃａ
Ｙｏｒｋ

ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ
ｔｕｒｅ

ｍｉｒａｇｅｓ

ｏｆ

Ｒｏ

Ｓｙｄｎｅｙ．

【非特許文献２】Ｈ．Ｃ．Ｍａｎｏｈａｒａｎ，Ｃ．Ｐ．Ｌｕｔｚ
ｌｅｒ著，「Ｑｕａｎｔｕｍ

Ｎｅｗ
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ｆｏｒｍｅｄ

ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ

＆

ｂｙ

Ｄ．Ｍ．Ｅｉｇ
ｃｏｈｅｒｅｎｔ

ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ」， Ｎａ

Ｖｏｌ． ４０３， ｐｐ．５１２−５１５、２０００年

【非特許文献３】Ｐ． Ｈｏｈｅｎｂｅｒｇ

ａｎｄ

Ｗ． Ｋｏｈｎ，Ｐｈｙｓ． Ｒｅ

ｖ． １３６， Ｂ８６４ （１９６４）
【非特許文献４】Ｗ． Ｋｏｈｎ

ａｎｄ

Ｌ． Ｊ． Ｓｈａｍ， Ｐｈｙｓ ． Ｒｅｖ
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． １４０ ， Ａ１１３３ （１９６５）
【非特許文献５】藤原毅夫著「固体電子構造」朝倉書店発行第３ 章
【非特許文献６】Ｊ． Ｓｈｅｎ， Ｊ． Ｐ． Ｐｉｅｒｃｅ， Ｅ． Ｗ． Ｐｌｕｍｍｅ
ｒ

＆

ａｌ

Ｊ ． Ｋｉｒｓｃｈｎｅｒ著， 「Ｔｈｅ
ｃｏｎｆｉｎｅｍｅｎｔ

ｉｐｅｓ
ＯＦ

ａｎｄ

ｄｏｔｓ

ｏｎ
ｏｆ

ｅｆｆｅｃｔ

ｏｆ

ｓｐａｔｉ

ｍａｇｎｅｔｉｓｍ： ｆｉｌｍｓ， ｓｔｒ

Ｆｅ

ｏｎ

ＰＨＹＳＩＣＳ： Ｃｏｎｄｅｎｓｅｄ

Ｃｕ（１１１）」ＪＯＵＲＮＡＬ
Ｍａｔｔｅｒ誌

Ｖｏｌ． １５，

Ｒ１− Ｒ３０， ２００３年
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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しかしながら、スピントロニクスにおいては、従来のエレクトロニクスにおける電流を
流す導線、及び電流をｏｎ／ｏｆｆするＦＥＴ素子に対応する、スピン流（スピン偏極電
流）を流すスピン伝導素子、並びにスピン流をｏｎ／ｏｆｆするスピンスイッチング素子
が未だ実現されていない。たとえば、強磁性金属から半導体へのスピン注入を利用するこ
とが提案されているが、半導体への注入に際してスピン情報が失われるという課題を有し
未だ実用化のめどが立っていない。
【０００６】
本発明は、上記課題に鑑み、新規の動作原理に基づいてスピン流を流す働きをもつ表面
スピントロニクスデバイス・スピン伝導素子、スピン流を低消費電力かつ、高速、高効率
にｏｎ／ｏｆｆする表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子、並びにそ
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れを利用した表面スピントロニクスデバイス・スピンメモリー素子を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記目的を達成するために本発明の表面スピントロニクスデバイス・スピン伝導素子は
、固体結晶表面と、固体結晶表面上に積層した磁性原子薄膜と、この磁性原子薄膜上の２
箇所に設けた電極と、を備え、固体結晶表面は、表面射影ギャップをもつ非磁性体結晶表
面からなり、固体結晶表面と磁性原子薄膜とからなる系に形成されるスピン分裂した表面
電子状態バンドを利用しスピン流を流すことを特徴とする。非磁性体結晶表面は、たとえ
ば、銅（１１１）面であれば好ましく、あるいは、水素終端処理した共有結合性結晶表面
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であってもよく、磁性原子薄膜は、厚さが１原子層の磁性原子薄膜で、たとえば鉄原子で
あれば好ましい。
【０００８】
この構成によれば、磁性原子薄膜の磁化の方向により、伝導に寄与できる表面電子状態
バンドのスピンの向きが定まり、この方向のスピン流のみを流すスピン伝導素子となる。
また、このスピン伝導素子を利用して電極からアップスピンの電子またはダウンスピン
の電子のみを供給するならば、供給された電子のスピン方向と伝導に寄与できる表面電子
状態バンドのスピン方向が一致すればスピン流が流れ、一致しなければ流れない。磁性原
子薄膜の磁化の方向を制御することにより、表面電子状態バンドのスピン方向を、供給し
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た電子のスピン方向と一致させる、または一致させないことにより、スピン流のｏｎ／ｏ
ｆｆのスイッチングを行うことができ、スピンスイッチング素子が実現できる。伝導に寄
与できる表面電子状態バンドは、アップスピンの電子状態及びダウンスピンの電子状態の
どちらか一方だけの状態にすることが可能で、スピン流のｏｎ／ｏｆｆを１００％の効率
で行うことができる。このスピン伝導素子はスピントロニクスにおける論理回路の基本単
位素子として使用できるのみならず、磁気抵抗素子として使用すれば抵抗変化率が無限大
の磁気抵抗素子を実現することができる。また磁性原子薄膜の磁化方向は上記磁化方向の
制御の後、再び次の制御を施すまでは、その状態を保持するため、スピンメモリー素子を
実現することができる。
【０００９】
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本発明の表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子および表面スピント
ロニクスデバイス・スピンメモリー素子は、磁性原子薄膜の磁化方向を制御するために、
以下の構成を有している。
すなわち、本発明の表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子および表
面スピントロニクスデバイス・スピンメモリー素子は、一態様として、磁性原子薄膜に近
接した側縁に導線を有し、この導線に電流を流して導線周りに発生する磁場を利用して、
磁性原子薄膜の磁化方向を反転および正転することを特徴とする。
【００１０】
また他の態様として、本発明の表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素
子および表面スピントロニクスデバイス・スピンメモリー素子は、磁性原子薄膜に近接し
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た側縁に配置したアップスピン源及びダウンスピン源と、このアップスピン源と磁性原子
薄膜とを接続する接続部と、ダウンスピン源と磁性原子薄膜とを接続する接続部と、上記
アップスピン源またはダウンスピン源のスピンを上記磁性原子薄膜に注入する電源とを有
し、上記電源の電圧を印加して、上記アップスピン源またはダウンスピン源のスピンを磁
性原子薄膜に注入することにより、上記磁性原子薄膜の磁化方向を正転または反転するこ
とを特徴とする。好ましくは、前記アップスピン源およびダウンスピン源は、それぞれ、
下向きおよび上向きに磁化された強磁性体であり、前記接続部は非磁性導体である。
【発明の効果】
【００１１】
これらの構成によれば、磁性原子薄膜の磁化方向を所望の方向に制御でき、その結果、
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スピン流をｏｎ／ｏｆｆできる。また、本発明のスピントロニクスデバイスは、固体結晶
表面と磁性原子薄膜とから成る系で形成される表面電子状態バンドを利用するため、スピ
ン流を極めて微小な領域に制限でき、その結果、素子を極めて微細にできる。さらに、ス
ピン流をｏｎ／ｏｆｆさせる際、１原子層の磁性原子薄膜の磁化スピンを反転／正転させ
るのみであるから、必要なエネルギーは極めて小さく、究極の省エネルギー性能が実現さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】銅（１１１）面の電子状態のバンド構造を示すグラフである。
【図２】銅（１１１）面上に鉄一原子層を積層した系の電子状態のバンド構造の計算機実
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験結果を示すグラフである。
【図３】Ｓｉ（００１）面に、及び、表面を水素終端したＳｉ（００１）面に鉄原子を吸
着させた場合の表面構造の計算機実験結果を、結晶構造断面模式図として示したものであ
り、（ａ）はＳｉ（００１） 面に鉄原子を吸着させた場合、（ｂ）は表面を水素終端し
たＳｉ（００１）面に鉄原子を吸着させた場合を示している。
【図４】本発明の表面スピントロニクスデバイス・スピン伝導素子の構成を示す概略斜視
図である。
【図５】磁化正転・反転手段の第一の機構を備えた本発明の表面スピントロニクスデバイ
ス・スピンスイッチング素子の構成を示す概略斜視図である。
【図６】磁化正転・反転手段の第一の機構における磁化反転の原理を示す図である。
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【図７】磁化正転・反転手段の第二の機構を備えた本発明の表面スピントロニクスデバイ
ス・スピンスイッチング素子の構成を示す概略斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
本発明は以下の詳細な説明及び本発明の実施例を示す添付図面によって、よりよく理解
されるものとなろう。なお、添付図面に示す実施例は本発明を特定又は限定するものでは
なく、説明及び理解を容易とするためだけのものである。
以下、本発明の最良の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
先ず、本発明の理解を容易にするため、表面スピントロニクスデバイス・スピン伝導素
子について詳細に説明する。固体結晶表面上に積層した磁性原子薄膜（ここでは、固体結
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晶表面に銅（１１１）面、磁性原子薄膜として鉄一原子層薄膜を例として説明するが、こ
れに限定するものではない。）に形成されるスピン分裂した表面電子状態バンドについて
説明する。
但し、本発明の表面スピントロニクスデバイスは、以下に説明する構成に限定されるこ
とを意図したものではない。上記スピン分裂した表面電子状態バンドを利用したスピント
ロニクスデバイスである限り、本願発明に係る表面スピントロニクスデバイスに包含され
得るものと捉えられる。
【００１４】
図１の（ａ）は、銅（１１１）面の表面電子状態バンドを示す図である（非特許文献１
参照）。図の横軸は表面内Γ点からＭ点へ向かう波数であり、縦軸は電子のエネルギーを
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示す。図１（ｂ）に示す六角形は、銅（１１１）面のブリュアンゾーンを表し、図中の記
号Γ、Ｍ、Ｋは上図の波数の波数空間での方向を示している。
【００１５】
図１（ａ）において、斜線部は銅バルクの結晶のバンド構造を（１１１）面に射影した
ものであり、この波数及びこのエネルギー領域には連続的に電子状態が存在することを示
す。この斜線部分にもし電子がいたとすれば、その電子は結晶全体に拡散する。斜線のな
い部分は表面射影ギャップと呼ばれ、この領域に相当する波数及びエネルギーを持つ電子
はバルク結晶中に存在できないことを示す。点線は、銅（１１１）面の表面電子状態バン
ドを示し、特に表面射影ギャップ中の点線部分の表面電子状態は、対応する波数とエネル
ギーをもつバルク結晶の電子状態との交わりが無いため、この波数及びエネルギーを持つ
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電子は、表面に原子スケールで局在したままになる。実際、このような表面局在状態は、
その存在が確認されており（非特許文献２参照）、本発明は、この表面を伝搬する電子の
エネルギー状態を利用するものである。
【００１６】
図２は、本発明者らによってなされた銅（１１１）面に鉄原子薄膜を一層分積層した系
のバンド構造の第一原理計算結果を示す図である。第一原理計算とは、
電子系の基底状態のエネルギーは電子の密度分布により決められる

相互作用する多

ことを示した密度汎

関数理論を基にした計算手法である（非特許文献３〜５参照）。第一原理計算によれば、
物質の電子構造を経験的パラメータ無しに定量的に議論できるようになり、実際、多くの
実証によりその有効性が示されている。第一原理計算の中でも現在もっとも精度の高い、
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一般化密度勾配近似法を用いて計算した。
【００１７】
図２において、◆で示した曲線は、多数スピンの電子バンドであり、□で示した曲線は
少数スピンの電子バンドである。多数スピン及び少数スピンとは、系に含まれているアッ
プスピンを持つ電子とダウンスピンを持つ電子の内、数の多い方の電子の持つスピンを多
数スピン、少ない方の電子の持つスピンを少数スピンという。したがって、差し引きした
全体のスピンの方向は、多数スピンの方向となる。また、軌道磁気モーメントの寄与が小
さい場合、磁化の方向は全体のスピンの向きと反対であるため、この系の磁化方向は少数
スピンの方向となる。図示した電子状態バンドの内、少数スピンの表面電子状態バンドＳ
１，Ｓ２を実線の円で、多数スピンの表面電子状態バンドＳ３，Ｓ４を点線の円で示した
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。少数スピンの表面電子状態バンドとは、この場合の表面である磁性原子薄膜層近傍に、
表面垂直方向に原子スケールで局在する少数スピンをもつ表面電子状態バンドであり、多
数スピンの表面電子状態バンドとは、磁性原子薄膜層近傍に、表面垂直方向に原子スケー
ルで局在する多数スピンを持つ表面電子状態バンドである。
【００１８】
図２に示すように、この系では、スピン分裂が起き、多数スピンの電子状態と少数スピ
ンの電子状態とではエネルギーが異なる。表面電子状態バンドにおいてもスピン分裂が起
き、少数スピンの表面電子状態バンドＳ１，Ｓ２と多数スピンの表面電子状態バンドＳ３
，Ｓ４は、異なるエネルギー領域に形成される。また、その中でもＳ１，Ｓ２は、表面射
影ギャップ中にも存在するので、表面を伝搬する電子のエネルギー状態として利用できる
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。すなわち、表面射影ギャップ中にある少数スピンの表面電子状態バンドＳ１またはＳ２
は、その状態を占めることができる電子のスピンからのみ成るスピン流を表面に流すこと
に利用できる。
【００１９】
なお、少数スピンの表面電子状態バンドＳ１またはＳ２を占有する電子のスピンがアッ
プスピンかダウンスピンかは、上記磁性原子薄膜の磁化の方向によって決まる。
【００２０】
厚さが１原子層から２原子層の鉄原子薄膜の磁化容易軸は、薄膜面に垂直であり、磁化
は表面に対して上向きか下向きとなる（非特許文献６参照）。
【００２１】
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鉄原子薄膜の磁化が上向きの時（このとき、多数スピンはダウンスピンで、少数スピン
はアップスピンである。この状態を正転とする。）、少数スピンの表面電子状態バンドで
あるＳ１とＳ２には、アップスピンの電子のみが占めることができる。すなわち、この場
合、Ｓ１またはＳ２へ注入でき、表面を伝搬させることができる電子はアップスピンの電
子のみである。逆に、鉄原子薄膜の磁化が下向きの時（このとき、多数スピンはアップス
ピンで、少数スピンはダウンスピンである。この状態を反転とする。）、ダウンスピンの
電子のみがＳ１とＳ２を占めることができる。すなわち、この場合、Ｓ１またはＳ２へ注
入でき、表面を伝搬させることができる電子はダウンスピンの電子のみである。これを利
用して、アップスピン及びダウンスピンの何れか一方の電子を表面に流すことができ、完
全スピン偏極した電流、すなわちスピン流を流すことができる。
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【００２２】
ところで、上記のようなスピン分裂した表面電子状態バンドを形成するためには、表面
射影ギャップをもつ非磁性体結晶表面の構造を壊さずに磁性原子薄膜を形成することが必
要である。銅（１１１）面に鉄原子薄膜をレーザーＭＢＥ法により堆積した場合には、銅
（１１１）面の結晶構造を破壊することなく鉄原子薄膜を形成できることが報告されてい
る（非特許文献６参照）。表面射影ギャップをもつ他の非磁性体結晶として、Ｓｉ（シリ
コン）単結晶がある。しかしながら、従来は、Ｓｉ等の共有結合性結晶表面では、鉄原子
が共有結合性結晶表面原子を剥がしてシリサイドを形成するために、結晶表面構造を壊さ
ずに鉄原子薄膜を形成することは困難とされていた。
【００２３】
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本発明者らは、Ｓｉ（００１）面を水素終端してから、鉄原子を堆積することによって
、Ｓｉ（００１）面を壊さずに鉄原子薄膜を形成できることを、計算機実験によって見い
だした。以下に計算機実験結果を示す。計算方法は、上記した、密度汎関数理論を基にし
た電子状態計算法の第一原理計算である。
【００２４】
図３は、Ｓｉ（００１）面に、また、表面を水素終端したＳｉ（００１）面に鉄原子を
吸着させた場合の表面構造の計算機実験結果を、結晶構造断面模式図として示したもので
あり、（ａ）はＳｉ（００１） 面に鉄原子を吸着させた場合、（ｂ）は表面を水素終端
したＳｉ（００１）面に鉄原子を吸着させた場合を示している。図３（ａ）から、Ｆｅ原
子が表面Ｓｉ原子の配列を変形してＳｉ原子と結合していることがわかり、Ｓｉ（００１
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）面に直接鉄原子を吸着させるとＳｉの表面結晶構造が壊れることがわかる。一方、図３
（ｂ）から、表面Ｓｉ原子のダイマー構造が保持されていることがわかり、表面を水素終
端したＳｉ（００１）面に鉄原子を吸着させた場合には表面の結晶構造を壊すことなく、
鉄原子がＳｉと結合することがわかる。従って、表面を水素終端したＳｉ（００１）面は
、本発明のスピントロニクス・デバイスの表面射影ギャップをもつ非磁性体結晶表面とし
て使用することができる。
【００２５】
特に、Ｓｉ（００１）面は、現在のエレクトロニクスで、集積回路を作製するＳｉウェ
ハーの主要な面であるので、本発明のスピントロニクスデバイスをＳｉ面に構築できるこ
とは、従来のエレクトロニクス回路とスピントロニクス回路とのハイブリッド化を容易に
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すると言う利点がある。
【００２６】
次に、本発明に係る表面スピントロニクスデバイス・スピン伝導素子の好適な一実施の
形態を図４を参照しつつ説明する。図４において、表面スピントロニクスデバイス・スピ
ン伝導素子１０は、基板１１と、固体結晶１２と、磁性原子薄膜１３と、一対の電極であ
るドレイン電極１４及びソース電極１５とから構成される。基板１１は、その上に形成さ
れる固体結晶１２等を支持するためのものであって、絶縁材料から構成される。特に限定
するわけではないが、固体結晶が銅の場合、酸化アルミニウム等が適当であると考えられ
る。
【００２７】
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磁性原子薄膜１３は、表面射影ギャップをもつ固体結晶１２の表面に、１原子層または
数原子層の膜厚となるように形成されており、この系には表面射影ギャップ中にスピン分
裂した表面電子状態バンド（Ｓ１、Ｓ２）が存在する。なお、図示の場合、磁性原子薄膜
１３は、矩形に描かれているが、従来のエレクトロニクスの集積回路のパターンと同様に
、スピントロニクスのスピン流回路を形成する任意の形状パターンをとることが可能であ
る。
【００２８】
ドレイン電極１４及びソース電極１５は、磁性原子薄膜上の二箇所に設置される。電極
の接触形態として、図には、走査トンネル顕微鏡（ＳＴＭ）の探針の形状を有する電極の
接触形態を例として示したが、この図のようにＳＴＭの通常の使用におけるトンネル接触
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、すなわち磁性原子薄膜の表面へ探針を近づける点接触でも良く、また、通常の電極を貼
り付ける接触方法でも構わない。磁性原子薄膜１３とソース電極１５の間に、表面電子状
態バンドのエネルギーに対応するバイアス電圧をかけることにより、表面電子状態バンド
の電子のスピンと同じ方向のスピンをもつ電子のみを、ソース電極１５から原子薄膜１３
へ注入することができる。注入された電子は、ソース電極１５より電位を高くしたドレイ
ン電極１４にて取り出される。このようにして、表面電子状態バンドの電子のスピン方向
と同じスピンの電子が、ソース電極１５から磁性原子薄膜１３を通してドレイン電極１４
へ流れる。
【００２９】
したがって、固体結晶表面上の磁性原子薄膜の系において、アップスピンもしくは、ダ
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ウンスピンのどちらか一方の電子のみを流す、完全スピン偏極電流、スピン流の伝導素子
が可能になる。このようにして、表面スピントロニクスデバイス・スピン伝導素子１０は
、スピン伝導体として機能させることができる。さらに、磁性原子薄膜の磁化の方向によ
り伝導する電子のスピン方向が決定されるため、ソース電極１５から送り込む電子のスピ
ンを別の表面スピントロニクスデバイス・スピン伝導素子等においてあらかじめ、完全ス
ピン偏極しておけば、磁性原子薄膜の磁化方向を正転／反転することにより、スピン流の
伝導をｏｎ／ｏｆｆすることができる。
【００３０】
次に、本発明に係る表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子の好適な
一実施形態を図５を参照しつつ説明する。図５に示した磁性原子薄膜の磁化を正転／反転
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させる第一の機構を組み込んだ表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子
１６は、表面スピントロニクスデバイス・スピン伝導素子１０の構成に、磁化正転・反転
手段２０を付加した構成である。
【００３１】
第一の磁化正転・反転手段は、二つの電流ライン２１，２２と、これらの電流ライン２
１，２２の電源２３と、電源２３を用いて電流ライン２１，２２へ個別に電流を導通させ
る２つのスイッチ２４，２５とから構成される。
【００３２】
各電流ライン２１と２２は、ラインに電流を流した時、発生する磁場が、磁性原子薄膜
１３上で磁化容易軸に平行成分をもち、かつ、電流ライン２１と２２の発生する磁場が、
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磁性原子薄膜１３上で互いに反対方向になるよう、電源ライン２１，２２、磁性原子薄膜
１３、電源２３を設置する。図では、電流ライン２１，２２を平行に配置し電流方向を同
方向とし、電源ライン２１，２２の間に磁性原子薄膜１３を配置した例を図示したが、こ
れに限定されるものではない。スイッチ２４は磁化正転用のスイッチであり、ｏｎされる
ことにより，電源２３から電流ライン２１に電流を流す。また、スイッチ２５は磁化反転
用のスイッチであって、ｏｎされることにより電源２３から電流ライン２２に電流を流す
。
【００３３】
このような構成の第一の磁化反転・正転手段を備えた表面スピントロニクスデバイス・
スピンスイッチング素子１６によれば、スイッチ２４がｏｎされることにより電源２３か
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らの電流が電流ライン２１に流れる。この状態を図６（ａ）に示す。図６（ａ）は、表面
スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子１６の電流ライン２１に垂直な断面
内の磁場分布を示しており、磁性原子薄膜１３上に上向き磁場Ｈ １ が印加されることが
わかる。これにより、磁性原子薄膜１３は、上向きに磁化されるようになる。この後、ス
イッチ２４がｏｆｆされても、磁性原子薄膜１３の磁化保持特性により、上向きに磁化さ
れた状態、即ち、磁化正転状態が保持される。
【００３４】
したがって、スイッチ２４がｏｎされた後、この状態では、磁性原子薄膜表面１３の表
面電子状態バンドを通して、ソース電極１５からドレイン電極１４へは、アップスピンの
電子のみが伝搬可能となる。ソース電極１５からアップスピンの電子のみが供給される場
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合、表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子１６は導通状態となる。ソ
ース電極１５からダウンスピンの電子のみが供給される場合、表面スピントロニクスデバ
イス・スピンスイッチング素子１６は遮断状態となる。
【００３５】
次にスイッチ２４がｏｆｆされ、スイッチ２５がｏｎされることにより、電源２３から
の電流は、電流ライン２２に流れる。この状態を図６（ｂ）に示す。図６（ｂ）は、表面
スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子１６の電流ライン２２に垂直な断面
内の磁場分布を示しており、磁性原子薄膜１３上に下向き磁場Ｈ２が印加されることがわ
かる。これにより、磁性原子薄膜１３は、下向きに磁化されるようになる。この後、スイ
ッチ２５がｏｆｆされても、磁性原子薄膜１３の磁化保持特性により、下向きに磁化され
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た状態、即ち、磁化反転状態が保持される。
【００３６】
したがって、スイッチ２５がｏｎされた後、この状態では、磁性原子薄膜表面１３の表
面電子状態バンドを通して、ソース電極１５からドレイン電極１４へは、ダウンスピンの
電子のみが伝搬可能となる。ソース電極１５からアップスピンの電子のみが供給される場
合、表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子１６は、遮断状態となる。
ソース電極１５からダウンスピンの電子のみが供給される場合、表面スピントロニクスデ
バイス・スピンスイッチング素子１６は導通状態となる。
【００３７】
この状態から、再びスイッチ２４がｏｎされると、同様にして磁性原子薄膜の磁化は正
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転し、表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子１６は、アップスピンの
電子のみ導通する。すなわち、ソース電極１５からアップスピンの電子のみが供給される
場合、表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子１６は、導通状態となる
。ソース電極１５からダウンスピンの電子のみが供給される場合、表面スピントロニクス
デバイス・スピンスイッチング素子１６は遮断状態となる。
【００３８】
このようにして表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子１６は、磁化
正転・反転手段の正転・反転磁場によりスピン流の導通状態、遮断状態を切り替えるスピ
ンスイッチング素子としての機能を持つ。
【００３９】
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図７は、磁化正転・反転手段の第二の機構を組み込んだ表面スピントロニクスデバイス
・スピンスイッチング素子１７を示している。表面スピントロニクスデバイス・スピンス
イッチング素子１７は、表面スピントロニクスデバイス・スピン伝導素子１０に、第二の
磁化正転・反転手段を付加した構成を有する。
【００４０】
第二の磁化正転・反転手段は、磁性原子薄膜１３の磁化容易軸に平行かつ、互いに反対
方向に磁化した２つのスピン源３１，３２と、スピン源３１，３２と磁性原子薄膜１３間
を接続する接続部３１ａ，３２ａと、磁化スピンを注入するためのバイアス電圧を印加す
る電源３３と、そのスイッチ３４，３５から構成されている。スピン源３１および３２は
、それぞれ、磁性原子薄膜１３の磁化が正転したときの磁化の向きおよび反転したときの
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磁化の向きと同じ向きに磁化された強磁性体から構成されている。特に限定するわけでは
ないが、固体結晶表面１２が銅（１１１）面、磁性原子薄膜１３が鉄の一原子薄膜のとき
に、スピン源３１は表面に対し上向きに、スピン源３２は下向きに磁化された強磁性体で
あることが好ましい。
【００４１】
さらに、スピン源３１またはスピン源３２と磁性原子薄膜１３の間にバイアス電圧を印
加してスピンを注入するため、スピン源３１，３２は、接続部材３１ａ，３２ａを介して
磁性原子薄膜に接続されている。接続部材３１ａ，３２ａは、それぞれ対応するスピン源
３１，３２から磁性原子薄膜１３へスピン注入を可能にするものであればよく、非磁性か
つ良伝導体で、格子定数が原子薄膜１３ およびスピン源３１，３２に近いものが好まし
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い。
【００４２】
上記スイッチ３４は磁化正転用のスイッチであって、ｏｎされることにより、電源３３
による所定のバイアス電圧をスピン源３１と磁性原子薄膜１３の間に印加するようになっ
ている。また、上記スイッチ３５は磁化反転用のスイッチであって、ｏｎされることによ
り、電源３３による所定のバイアス電圧をスピン源３２と磁性原子薄膜１３の間に印加す
るようになっている。
【００４３】
このような構成の、第二の磁化正転・反転手段を備えた表面スピントロニクスデバイス
・スピンスイッチング素子１７によれば、スイッチ３４がｏｎされることにより、バイア
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ス電圧がスピン源３１と磁性原子薄膜１３の間に印加されることになり、スピン源３１か
ら正転用スピンが磁性原子薄膜１３に注入される。これにより、磁性原子薄膜１３は、正
転方向に磁化される。その後、スイッチ３４がｏｆｆされても磁性原子薄膜１３の磁化保
持特性により正転方向に磁化された状態を保持する。
【００４４】
したがって、スイッチ３４がｏｎされた後、この状態では、磁性原子薄膜１３の表面電
子状態バンドを通して、ソース電極１５からドレイン電極１４へは、アップスピンの電子
のみが伝搬可能となる。ソース電極１５からアップスピンの電子のみが供給される場合、
表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子１７は導通状態となる。ソース
電極１５からダウンスピンの電子のみが供給される場合、表面スピントロニクスデバイス
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・スピンスイッチング素子１７は遮断状態となる。
【００４５】
スイッチ３４がｏｆｆされた後では、スイッチ３５がｏｎされることにより、バイアス
電圧がスピン源３３と磁性原子薄膜１３の間に印加され、スピン源３３から反転用スピン
が磁性原子薄膜１３に注入される。これにより、磁性原子薄膜１３は反転方向に磁化され
る。その後、スイッチ３５がｏｆｆされても磁性原子薄膜１３の磁化保持特性により反転
方向に磁化された状態を保持する。
【００４６】
したがって、スイッチ３５がｏｎされた後、この状態では、磁性原子薄膜１３の表面電
子状態バンドを通して、ソース電極１５からドレイン電極１４へ流れる電子は、ダウンス
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ピンの電子のみ可能となる。ソース電極１５からダウンスピンの電子のみが供給される場
合、表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子１７は導通状態となる。ソ
ース電極１５からアップスピンの電子のみが供給される場合は、表面スピントロニクスデ
バイス・スピンスイッチング素子１７は遮断状態となる。
【００４７】
スイッチ３５がｏｆｆされた後、再びスイッチ３４がｏｎされると、同様にして磁性原
子薄膜１３の磁化が正転されるので、表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチン
グ素子１７は、アップスピンの電子のみを導通する。すなわち、ソース電極１５からアッ
プスピンの電子のみが供給される場合、表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチ
ング素子１７は導通状態となる。ソース電極１５からダウンスピンの電子のみが供給され
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る場合、表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子１７は遮断状態となる
。
【００４８】
このようにして、表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子１７は、第
二の磁化正転・反転手段の磁化正転・反転用スピン注入によりスピン流の導通状態、遮断
状態を切り替えることができるスピンスイッチング素子としての機能を持つ。
【００４９】
上記の２つの表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子１６，１７にお
いて、磁化正転・反転手段により、磁性原子薄膜の磁化を正転もしくは反転させ、磁性原
子薄膜を伝搬するスピン流の導通状態および遮断状態を制御するスピンスイッチング素子
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としての機能を説明したが、これに限らず、磁化正転・反転を行った後、再び磁化正転・
反転を行うまでの間、磁性原子薄膜の磁化方向は保持されるため、これを表面スピントロ
ニクスデバイス・スピンメモリー素子として使用できる。すなわち、磁性原子薄膜の磁化
方向を記憶情報とし、磁化正転・反転手段で情報の書き込み操作を行い、ソース電極１５
とドレイン電極１４の間のスピン流の導通／遮断状態を検出することにより、情報の読み
出し操作を行うことができる。
【００５０】
なお、上記説明は、本発明の例示的な実施例を説明したものであり、本発明の要旨及び
範囲を逸脱することなく、実施例の種々の変更、省略、追加が可能である。従って本発明
は上記の実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された要素によって規
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定される範囲及びその均等範囲を包含するものとして理解されなければならない。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
本発明の表面スピントロニクスデバイスによれば、伝導を担う電子の状態に、固体結晶
表面と積層した磁性原子薄膜との系に形成されるスピン分裂した表面電子状態バンドを利
用するので、完全もしくはそれに近いスピン偏極電流、即ち、スピン流を伝搬するスピン
伝導素子を実現することができる。磁性原子薄膜の磁化方向を制御することにより、伝搬
できる電子のスピン方向が限定されるため、スピン流の導通／遮断状態を切り替えるスピ
ンスイッチング素子が実現できる。また、磁性原子薄膜の磁化方向は、外部から制御され
た後、次の制御までの間保持されるため、磁性原子薄膜の磁化方向制御を書き込み操作、
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スピン流の導通／遮断状態の検出を読み出し操作とする、スピンメモリー素子を実現する
ことができる。また本素子は、固体結晶表面と、固体結晶表面に積層した磁性原子薄膜と
の系で構成されるため、スピン流を極めて微小な領域に制限でき、その結果、素子を極め
て微細にすることができる。さらに、スイッチングおよびメモリー書き込みは、その微細
な領域に限定され、かつ厚さが１ 原子層から数原子層である磁性原子薄膜の磁化方向の
反転・正転で行うため、究極の省エネルギー性を併せ持つ。よって本発明によれば、スピ
ントロニクスにおけるスピン伝導素子、スピンスイッチング素子、スピンメモリー素子と
して、また極めて抵抗変化の大きい磁気抵抗素子としても利用できる。
【符号の説明】
【００５２】
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１０：表面スピントロニクスデバイス・スピン伝導素子
１１：基板
１２：固体結晶
１３：磁性原子薄膜
１４：ドレイン電極
１５：ソース電極
１６，１７：表面スピントロニクスデバイス・スピンスイッチング素子
２０：磁化正転・反転手段
２１，２２：電流ライン
２３：電源
２４，２５：スイッチ
３１，３２：スピン源
３１ａ，３１ｂ：接続部
３３：電源
３４，３５：スイッチ
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