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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
スピンの向きが特定の方向にある部材或いはスピンまたは磁気モーメントが特定の歳差
運動状態にある部材に前記スピンの方向或いは歳差運動の状態を変化させる方向にスピン
流を注入してスピン緩和時間を制御するスピン緩和変動方法。
【請求項２】
上記スピン流を、フリー層の磁化方向を電流注入、スピン注入、或いは、外部磁場のい
ずれかによって制御する磁気抵抗効果型ランダム・アクセス・メモリを構成するフリー層
に注入することによって、スピン緩和時間を制御する請求項１記載のスピン緩和変動方法
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。
【請求項３】
上記スピン流を、固体量子コンピュータを構成する量子ビットに注入することによって
、スピン緩和時間を制御する請求項１記載のスピン緩和変動方法。
【請求項４】
磁気モーメントが歳差運動している磁性部材にスピン流を注入してスピン緩和時間を変
化させるスピン緩和変動方法を利用し、前記磁性部材に部材固有の強磁性共鳴周波数近傍
のマイクロ波を印加して前記スピン緩和の変化を検出することによって前記スピン流を検
出するスピン流検出方法。
【請求項５】
前記マイクロ波の印加を、上記磁性部材の磁化方向に平行な方向に延在するマイクロス
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トリップ線にマイクロ波帯の電流を流すことによって行う請求項４記載のスピン流検出方
法。
【請求項６】
フリー層の磁化方向を外部磁場で制御する磁気抵抗効果型ランダム・アクセス・メモリ
を構成するフリー層に接するようにスピン注入電極を設けた請求項１に記載のスピン緩和
現象を利用したスピントロニクスデバイス。
【請求項７】
フリー層の磁化方向をスピン注入で制御する磁気抵抗効果型ランダム・アクセス・メモ
リを構成するフリー層に接するようにスピン注入電極を設けた請求項１に記載のスピン緩
和現象を利用したスピントロニクスデバイス。
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【請求項８】
上記フリー層に純スピン流を注入するスピン注入電極を、金属−絶縁体転移が生ずる寸
前の短平均自由行程領域の材料で構成する請求項６または７に記載のスピン緩和現象を利
用したスピントロニクスデバイス。
【請求項９】
フリー層に純スピン流を注入するスピン注入電極を非晶質層で構成する請求項６または
７に記載のスピン緩和現象を利用したスピントロニクスデバイス。
【請求項１０】
上記スピン注入電極が、Ｐｔ、Ａｕ、Ｐｄ、或いは、ｆ軌道を有する元素のいずれかか
らなる請求項８記載のスピン緩和現象を利用したスピントロニクスデバイス。
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【請求項１１】
磁気抵抗効果型ランダム・アクセス・メモリを構成するフリー層の近傍に、前記フリー
層の長手方向に平行な方向に延在するマイクロストリップ線を設けた請求項１に記載のス
ピン緩和現象を利用したスピントロニクスデバイス。
【請求項１２】
固体量子コンピュータを構成する量子ビットに接するようにスピン注入電極を設けた請
求項１に記載のスピン緩和現象を利用したスピントロニクスデバイス。
【請求項１３】
情報をスピン流として伝送するスピン流伝送配線の一部に接するように、前記スピン流
伝送配線の延在方向と直交方向が長手方向となる磁性体からなるスピン流検出部を設ける
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とともに、前記スピン流検出部の長手方向に延在するマイクロストリップ線を設けた請求
項１に記載のスピン緩和現象を利用したスピントロニクスデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、スピン緩和変動方法、スピン流検出方法、及び、スピン緩和を利用したスピ
ントロニクスデバイスに関するものであり、特に、従来の固有の値で不変であったスピン
緩和時間をスピン流を注入することによって制御するための構成に特徴のあるスピン緩和
変動方法、スピン流検出方法、及び、スピン緩和を利用したスピントロニクスデバイスに
関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
現在の半導体装置等のエクトロニクス分野においては、電子の有する電荷の自由度を利
用しているが、電子は電荷以外にスピンという自由度を有している。
近年、このスピンの自由度を利用したスピントロニクスが次世代の情報技術の担い手と
して注目を集めている。
【０００３】
このスピントロニクスでは電子の電荷とスピンの自由度を同時に利用することによって
、従来にない機能や特性を得ることを目指している。
【０００４】
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この様なスピントロニクスの初期的デバイスとしてはＧＭＲ（巨大磁気抵抗）素子が挙
げられ、ＧＭＲ素子を流れるセンス電流の担い手となる電子のスピン、即ち、アップスピ
ンかダウンスピンかにより、フリー層の磁化方向とピンド層の磁化方向との違いの影響を
受けて変化する現象を利用したものである。
【０００５】
近年このようなＧＭＲ素子やＴＭＲ（トンネル磁気抵抗）素子をメモリセルとしたＭＲ
ＡＭ（磁気ランダムアクセスメモリ）において、従来、配線層に電流を流すことによって
発生した磁界によりフリー層の磁化方向を制御していたものを、ＧＭＲ素子或いはＴＭＲ
素子に直接電流を流して電流の担い手となる電子のスピンによりフリー層の磁化方向を制
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御するスピンＲＡＭが提案されている（例えば、特許文献１或いは特許文献２参照）。
【０００６】
また、スピントロニクスの別の形態としては、量子コンピュータが挙げられ、この量子
コンピュータにおいては、原子、イオン、或いは、分子の有するスピンを利用して量子ビ
ット（Ｑｕｂｉｔ）とするものである（例えば、特許文献３或いは非特許文献１参照）。
【０００７】
さらに、現在の情報処理装置における情報の伝達は電子流によって行われているが、電
子流はジュール熱を伴う。
このジュール熱の発生は情報処理単位の高集積度化に伴い消費電力の増加として問題と
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なるため、電子流に代えてスピン流による情報の伝達が検討されている。
【０００８】
これは、固体中における伝導電子の電子流が時間的に非可逆過程であるのに対して、ス
ピン流は可逆過程であり、エネルギーの散逸が殆どないために消費電力の増大に繋がらな
いことを利用するものである。
即ち、伝導電子の運動は時間をマイナス方向に反転させれば逆向きになるが、スピン流
は伝導電子の運動によるものではあるが、スピン自体の運動量と、スピン角運動量とを有
しているため、時間をマイナス方向に反転させた場合に、運動量とスピン角運動量の双方
が反転して相殺するため、全体としては反転せずに可逆過程となる。
【０００９】
このようなスピントロニクスにおいては、スピン緩和という概念が非常に重要になる。

30

例えば、スピンＲＡＭにおいては、フリー層における磁気モーメントの緩和時間、即ち
、フリー層に含まれる個々の電子のスピン緩和時間により書込速度が規定されることにな
り、書込容易性のためにはスピン緩和が小さい方が望ましく、一方、速く書込状態とする
ためにはスピン緩和が大きい方が望ましくなる。
【００１０】
また、量子コンピュータにおいては、スピン緩和が情報保持時間を決定するため、スピ
ン緩和は重要になる。
即ち、量子コンピュータが機能するためには、その演算時間が系のデコヒーレンス時間
、即ち、スピン緩和時間より短いことが前提となる。
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【００１１】
このような、スピン緩和はスピン或いは磁気モーメントの運動の減衰を意味するもので
ある。
即ち、スピン或いは磁気モーメントの運動は、磁場方向を回転軸とする歳差運動であり
、磁気モーメントの基本方程式に減衰項を加えた下記に示すＬａｎｄａｕ−Ｌｉｆｓｈｉ
ｔｚ−Ｇｉｌｂｅｒｔ（ＬＬＧ）方程式で表される。
ｄ

v

Ｍ／ｄｔ＝−γ

v

Ｍ×Ｈeff ＋（α／Ｍa ）

v

Ｍ×（ｄ

v

Ｍ／ｄｔ）

但し、Ｍa は磁化の大きさ、Ｈeff は有効磁場、αはＧｉｌｂｅｒｔの緩和定数である
。
なお、ここでは、明細書作成の都合上、ベクトル記号の表記に、「
」を用いる。

v

Ｍ」或いは「

v

Ｈ
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【００１２】
このＬＬＧ方程式における右辺の第２項が減衰を表し、これがスピン或いは磁気モーメ
ントの角運動量及びエネルギーの散逸、スピン流の発生を表し、このスピン流による散逸
V

によって所定の緩和時間の後にスピン或いは磁気モーメントは外部磁場

Ｈの方向に整列

することになり、このようなスピン流が発生する現象はスピンポンピングとして知られて
いる。
【００１３】
また、スピンの作用による現象としては、スピンホール効果（ｓｐｉｎ−Ｈａｌｌ

ｅ

ｆｆｅｃｔ）が知られており、試料中に電流を流すと、電流方向に垂直な向きに電荷の流
を伴わない純スピン流が発生し、スピン流方向の試料端にスピン偏極が生ずる（例えば、
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非特許文献２参照）。
【００１４】
また、本発明者は、逆に、試料中に純スピン流を注入すると、純スピン流の方向と垂直
方向に電流が流れることを見いだしており、この逆スピンホール効果を利用することによ
って、試料端に電位差が発生するので、この電位差を検出すことによって、純スピン流の
流れの有無の検出が可能になる（例えば、非特許文献３参照）。
【特許文献１】特開２００２−３０５３３７号公報
【特許文献２】特開２００７−０５９８７９号公報
【特許文献３】特開２００４−１０２３３０号公報
【非特許文献１】ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓ−ｇｒａｐｈｉｃｓ．ｃｏ．ｊｐ／ｎａｎｏ
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ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ／ｎｅｗｓ／ｈｐｍｏｌｃｏｍ／２．ｈｔｍ
【非特許文献２】Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｖｏｌ．３０１，ｐ．１３４８，２００３
【非特許文献３】Ａｐｐｌｉｅｄ

Ｐｈｙｓｉｃｓ

Ｌｅｔｔｅｒｓ

Ｖｏｌ．８８，ｐ

．１８２５０９，２００６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
しかし、従来のスピントロニクスにおいてはスピン緩和時間が非常に重要であるにも拘
わらず、このスピン緩和時間を制御或いは変動させる手段が存在せず、スピン緩和時間は
個々の部材に固有のスピン緩和時間で規定されてしまうという問題がある。
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【００１６】
例えば、従来のスピンＲＡＭにおいては、上述のように書込速度を規定する磁化反転速
度は、スピン緩和に支配されるため、書込初期においてはスピン緩和が小さいことが望ま
しく、書込後期においてはスピン緩和が大きいことが望まれる。しかし、スピン緩和時間
がフリー層の素材によって規定されるため、スピン緩和が大きい素材を選択した場合には
、書込み速度は速くなるものの、書込自体が困難になる。一方、スピン緩和が小さい素材
を選択した場合には、書込は容易になるものの、書込み速度が遅くなるという問題がある
。
【００１７】
また、量子コンピュータにおいても、演算時間の上限を規定するデコヒーレンス時間を
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延ばす手段が存在しないという問題があり、量子コンピュータの実現へのネックになって
いる。
【００１８】
さらに、スピン流を情報伝達媒体として用いた場合には、このスピン流を検出する手段
が必要になるが、このスピン流を簡単な微小構造により検出する適当な手段・構成がない
というのが現状である。
【００１９】
したがって、本発明は、スピン流の注入によりスピン緩和を変動させるとともに、純ス
ピン注入効率を高めることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００２０】
ここで図１を参照して、本発明における課題を解決するための手段を説明する。
図１参照
上記課題を解決するために、本発明は、スピン緩和変動方法であって、スピンの向きが
特定の方向にある部材或いはスピンまたは磁気モーメントが特定の歳差運動状態にある部
材１に前記スピンの方向或いは歳差運動の状態を変化させる方向にスピン流４を注入して
スピン緩和時間を制御する。
【００２１】
即ち、本発明は、上述のスピン緩和過程におけるスピン或いは磁気モーメント２の角運
動量及びエネルギーの散逸に伴うスピン流４の発生現象を逆に利用して、スピン流４を注
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入することによって、特定のスピン状態にある部材１のスピン緩和時間を制御することが
できることを新規に見い出したものである。
【００２２】
このように、スピン流４によりスピン緩和時間の制御が可能になることによって、各種
のスピントロニクスデバイス或いはスピントロニクスシステムの高速化、高機能化、或い
は、低消費電力化が可能になる。
【００２３】
例えば、スピン流４を、フリー層の磁化方向を電流注入で制御する磁気抵抗効果型ラン
ダム・アクセス・メモリ（スピンＲＡＭ）を構成するフリー層にスピンホール効果を利用
して注入することによって、スピン緩和時間を短くすることができる。
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【００２４】
或いは、スピン流４を、フリー層の磁化方向をスピン注入で制御する新規な磁気抵抗効
果型ランダム・アクセス・メモリを構成するフリー層にスピンホール効果を利用して注入
することによって、スピン緩和時間を短くすることができる。
【００２５】
或いは、スピン流４を、フリー層の磁化方向を外部磁場で制御する磁気抵抗効果型ラン
ダム・アクセス・メモリ（ＭＲＡＭ）を構成するフリー層にスピンホール効果を利用して
注入することによって、スピン緩和時間を制御することができる。
【００２６】
また、スピン流４を、固体量子コンピュータを構成する量子ビットにスピンホール効果
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を利用して注入することによって、スピン緩和時間を制御することができ、それによって
、演算に必要なデコヒーレンス時間を長くすることができる。
【００２７】
或いは、磁気モーメント２が歳差運動している磁性部材にスピンホール効果を利用して
スピン流４を注入してスピン緩和時間を変化させるスピン緩和変動方法を利用し、磁性部
材に部材固有の強磁性共鳴周波数近傍のマイクロ波を印加してスピン緩和時間の変化を検
出することによってスピン流４を検出することができる。
それによって、スピン流４を情報伝達手段として用いた場合の信号検出機構を構築する
ことができる。
【００２８】
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この場合、マイクロ波の印加方法としては、磁性部材の磁化方向に平行な方向に延在す
るマイクロストリップ線にマイクロ波帯の電流５を流すことによって行うことが最も現実
的である。
【００２９】
また、スピントロニクスデバイスとしては、フリー層の磁化方向を外部磁場で制御する
磁気抵抗効果型ランダム・アクセス・メモリ（ＭＲＡＭ）を構成するフリー層に接するよ
うにスピン注入電極３を設けた構成とすることができる。
【００３０】
或いは、フリー層の磁化方向をスピン注入で制御する磁気抵抗効果型ランダム・アクセ
ス・メモリを構成するフリー層に接するようにスピン注入電極３を設けることによって、
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新規な原理による磁気抵抗効果型ランダム・アクセス・メモリを構成することができる。
【００３１】
なお、フリー層の磁化方向を外部磁場で制御する場合も純スピン注入で制御する場合に
も、フリー層に純スピン流４を注入するスピン注入電極３を金属−絶縁体転移が生ずる寸
前の短平均自由行程領域の材料とした構成とすることができる。
【００３２】
このように、スピン注入電極３を、金属−絶縁体転移が生ずる寸前の短平均自由行程領
域、好適には平均自由行程が平均原子間距離の２〜５倍の材料で構成することによって、
スピン流変換効率を高めることができる。それによって、純スピン流の注入効率を大幅に
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向上することができるので、素子の熱破壊を防止することができるとともに、消費電力を
低減することができる。
なお、平均自由行程が平均原子間距離の２倍未満の場合には絶縁体に近づき、一方、平
均自由行程が平均原子間距離の５倍を超えると多結晶に近づきスピン流変換効率が低下す
る。
【００３３】
或いは、フリー層に純スピン流を注入するスピン注入電極３を非晶質層とした構成とす
ることができる。
スピン注入電極３を構成する金属−絶縁体転移が生ずる寸前の短平均自由行程領域の材
料としては、結晶性が低い場合には微結晶材料も該当するが、典型的には非晶質材料とな
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る。
【００３４】
このようなスピン注入電極３としては、Ｐｔ、Ａｕ、Ｐｄ、或いは、その他のｆ軌道を
有する元素のいずれかからなることが望ましい。
Ｐｔ、Ａｕ、或いは、その他のｆ軌道を有する元素、或いは、Ｐｄ等のスピン軌道相互
作用の大きな元素を用いることによって、スピンホール効果を大きくすることでき、それ
によって、純スピン流の注入効果を高めることができる。
【００３５】
或いは、磁気抵抗効果型ランダム・アクセス・メモリを構成するフリー層の近傍に、フ
リー層の長手方向に平行な方向に延在するマイクロストリップ線を設けても良く、マイク
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ロストリップ線にマイクロ波帯の電流５を流すことによって発生する磁界により強磁性共
鳴を生起することができる。
【００３６】
さらには、固体量子コンピュータを構成する量子ビットに接するようにスピン注入電極
３を設けても良く、それによって、量子ビットにスピン流４を注入することによって、デ
コヒーレンス時間を長くすることができる。
なお、これらのスピン注入電極３としては、スピン軌道相互作用の大きなＰｔ或いはＰ
ｄで構成することが望ましい。
【発明の効果】
【００３７】
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本発明によれば、スピン流を注入して強磁性共鳴を生起したり、或いは、強磁性共鳴し
ている状態におけるスピン緩和時間を制御することができるので、新規な構成のスピント
ロニクスデバイスやスピントロニクスシステムの構築が可能になる。
【００３８】
特に、本発明の原理を磁気メモリ装置に適用することによって、スピン緩和時間を短く
することができるので、高速磁気メモリ装置の実現が可能になる。
【００３９】
また、スピン注入電極の構成を考慮することで、フリー層に純スピン流を高効率で注入
することができ、それによって、磁化方向或いはスピン緩和時間を制御するためにスピン
注入電極に流す電流を小さくすることができるので、低消費電力化た高密度化が可能にな
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る。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の原理的構成の説明図である。
【図２】強磁性共鳴ＦＭＲ信号のピーク間線幅の電流強度依存性の説明図である。
【図３】電流の向きによるピーク間線幅の差の電流の絶対強度依存性の説明図である。
【図４】電流方向が磁場方向と平行な場合の磁化Ｍとスピンの向きσの関係の説明図であ
る。
【図５】電流方向が磁場方向と垂直な場合の磁化Ｍとスピンの向きσの関係の説明図であ
る。
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【図６】本発明の実施の形態のスピンＲＡＭのメモリセルを構成する磁気抵抗効果素子近
傍の概略的斜視図である。
【図７】純スピン流注入原理の説明図である。
【図８】本発明の実施例１の改良型スピンＲＡＭを構成するメモリセルの概念的断面図で
ある。
【図９】本発明の実施例１の改良型スピンＲＡＭの書込方法の説明図である。
【図１０】本発明の実施例２の磁界書込型ＭＲＡＭを構成するメモリセルの概念的断面図
である。
【図１１】本発明の実施例３の磁界書込型ＭＲＡＭを構成するメモリセルの概略的構成図
である。
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【図１２】本発明の実施例４の純スピン流書込型ＭＲＡＭを構成するメモリセルの概念的
断面図である。
【図１３】本発明の実施例５の純スピン流書込型ＭＲＡＭを構成するメモリセルの概略的
構成図である。
【図１４】本発明の実施例５の純スピン流書込型ＭＲＡＭの書込方法の説明図である。
【図１５】本発明の実施例６の量子演算装置の概念的構成図である。
【図１６】本発明の実施例７のスピン流検出部の概念的構成図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
本発明は、特定のスピン状態にある部材にスピン流を注入してスピン緩和時間を制御す

30

るものであり、例えば、歳差運動している磁気モーメント或いはスピンに、スピン緩和を
促進する方向のスピンを有するスピン流を注入して、スピン緩和時間を短くしたり、或い
は、スピン緩和を抑制する方向のスピンを有するスピン流を注入して、スピン緩和時間を
長くしたりするものである。
【００４２】
図２参照
図２は、厚さが１０ｎｍのＰｔ層上に厚さが１０ｎｍのＮｉ81Ｆｅ19層を堆積させた試
料に対して、所定の方向に１００ｋＨｚで２ｍＴの強度の変調磁場Ｈを印加した状態でＰ
ｔ層に電流Ｉを流した場合の強磁性共鳴ＦＭＲを測定し、そのピーク幅をプロットしたも
のであり、図２においては、電流方向が磁場方向と垂直な場合（θ＝９０°）を示してお
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り、挿入図は電流方向が磁場方向と平行な場合（θ＝０°）を示している。
図から明らかなように、ＦＭＲ信号のピーク間線幅は、電流ととともに広くなっており
、このピーク間線幅は磁化Ｍの歳差運動の緩和と対応するので、さらに詳細に検討する。
なお、ここでは、磁性体としては、実験を容易に行うために、結晶磁気異方性の現れな
い組成であるＮｉ81Ｆｅ19を用いている。
【００４３】
図３参照
図３は、電流の向きによるピーク間線幅の差の電流の絶対強度依存性の説明図であり、
図に示すように、電流方向が磁場方向と平行な場合（θ＝０°）には電流の向きによる差
はほとんどなく、電流の方向に対して対称性を示している。
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【００４４】
一方、電流方向が磁場方向と垂直な場合（θ＝９０°）には、電流方向に対して非対称
性を示している。
この非対称性は、一方の電流方向の場合にはスピンポンピング現象によってＮｉ81Ｆｅ
19層から流れ出すスピン流を打ち消すように、スピンホール効果によってＰｔ層からＮｉ
81Ｆｅ19層にスピン流が注入され、他方の電流方向の場合にはスピンポンピング現象によ

ってＮｉ81Ｆｅ19層から流れ出すスピン流を大きくするように、スピンホール効果によっ
てＰｔ層からＮｉ81Ｆｅ19層にスピン流が注入されたためと考えられる。
【００４５】
図４参照
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図４は、電流方向が磁場方向と平行な場合（θ＝０°）の磁化Ｍとスピンの向きσの関
係の説明図であり、スピン流ｊs は電流ｊc に対して垂直になるとともに、スピンの向き
σはスピン流ｊs 及び電流ｊc に対して垂直になり、スピンの向きσは磁化Ｍと垂直にな
る。
磁化Ｍの方向は、平均として磁場Ｈの方向に向く。
【００４６】
この場合、スピンの向きσと磁化Ｍとの関係は電流ｊc の向きを反転させても同等の状
態であるので、ＦＭＲ信号の変化は電流ｊc の向きを反転させても変わらないことを表し
ており、上記の図３の電流方向が磁場方向と平行な場合（θ＝０°）の対称性の結果と整
合する。
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【００４７】
図５参照
図５は、電流方向が磁場方向と垂直な場合（θ＝９０°）の磁化Ｍとスピンの向きσの
関係の説明図であり、この場合もスピン流ｊs は電流ｊc に対して垂直になり、スピンの
向きσはスピン流ｊs 及び電流ｊc に対して垂直になる。
【００４８】
しかし、この場合、スピンの向きσは磁化Ｍと平行になり、電流ｊc の向きを反転させ
た場合には、平行と反平行の関係になる。
この時、ＦＭＲ信号の変化は電流ｊc の向きに依存すると考えられ、上記の図３の電流
方向が磁場方向と垂直な場合（θ＝９０°）の非対称性の結果と整合する。
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【００４９】
このような非対称性はスピンの向きσ、したがって、電流の方向によってスピンの緩和
定数を制御できることを示しており、したがって、Ｐｔ層でスピンホール効果によって生
成された純スピン流がＮｉ81Ｆｅ19層に注入されることによって、磁気モーメントのスピ
ン摩擦を制御できることになる。
【００５０】
このような、スピンホール効果によるスピンの緩和定数を制御の利用は、特に、磁気メ
モリ装置において実用的となり、書込初期においては、スピン緩和を抑制する方向のスピ
ンを有するスピン流を注入することによって、書込を容易にする。一方、書込終期におい
ては、スピン緩和を促進する方向の逆向きのスピンを有するスピン流を注入することによ
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って緩和時間を短くすることによって、書込時間を短縮することができる。
【００５１】
但し、スピンホール効果による純スピン流の発生効率が低いために、したがって、スピ
ンＲＡＭに適用した場合には、スピン流の注入効率が低いために、スピン注入電極に大き
な電流を流す必要がある。
そうすると、スピン注入電極における消費電力が問題となり、それが、高集積度化の妨
げとなる。
【００５２】
そこで、ＭＲＡＭを構成するフリー層に純スピン流を高効率で注入してフリー層の磁化
方向或いは歳差運動している磁気モーメント或いはスピンのスピン緩和時間を短くする際
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に流す電流を少なくして消費電力を低減する。
【００５３】
図６参照
図６は、本発明の実施の形態のスピンＲＡＭのメモリセルを構成する磁気抵抗効果素子
近傍の概略的斜視図であり、下部電極１１上にフリー層１３、ＭｇＯ或いはＡｌ−Ｏ等の
トンネル絶縁膜１４、ピンド層１５、及び、反強磁性層１６からなるＴＭＲ要素１２を設
け、反強磁性層１６に接するようにビット線１７を設け、一方、フリー層１３に接するよ
うにＰｔ或いはＡｕ等からなるスピン注入電極１８を設け、このスピン注入電極１８に対
して接続配線１９，２０を設けたものである。
この場合、スピン注入電極１８の長手方向がＴＭＲ要素１２の長手方向と直交する方向
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に配置する。
【００５４】
図７参照
図７は、純スピン流注入原理の説明図であり、このスピン注入電極１８に対して電流Ｊ
c

を流すと、電流Ｊc に垂直な向きに電荷の流れを伴わない純スピン流Ｊs が発生してフ

リー層１３に注入される。
この時、純スピン流Ｊs におけるスピンの向きσs は電流Ｊc 及び純スピン流Ｊs の双
方に対して直交する向きとなり、フリー層１３の磁化方向Ｍを変換するように作用する。
【００５５】
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本発明の実施の形態においては、スピン注入電極１８を金属−絶縁体転移が生ずる寸前
の短平均自由行程領域、好適には平均自由行程が平均原子間距離の２〜５倍の材料で構成
したものであり、典型的にはアモルファス材料で構成する。
なお、平均原子間距離は密度で評価し、また、平均自由行程は残留抵抗で評価する。
【００５６】
このように、スピン注入電極１８をアモルファス材料とするためには、スピン注入電極
１８を構成する導電体をスパッタ法で成膜する際に、基板温度を５０℃以下にした状態で
、例えば、室温（２５℃）で、成膜速度を例えば、０．１Å／分以上で成膜する。
また、このようなスピン注入電極１８のスパッタ工程においては、Ｃｕ等が不純物とし
て混入してスピン注入電極１８における電子平均自由行程をさらに短くすることになる。
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【００５７】
このように成膜したスピン注入電極について、スピン流変換効率θSHE を測定すると、
アモルファスＰｔ：θSHE （α−Ｐｔ）〜０．１１
アモルファスＡｕ：θSHE （α−Ａｕ）〜０．１３２
であった。
一方、多結晶Ｐｔ或いは多結晶Ａｌのスピン流変換効率θSHE は、
多結晶Ｐｔ：θSHE （ｐ−Ｐｔ）〜０．００３７
多結晶Ａｌ：θSHE （ｐ−Ａｌ）〜０．０００１
であり、スピン注入電極をアモルファス化することによって、スピン流変換効率を大幅に
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向上することに成功した。
【００５８】
なお、上記の図３の電流の向きによるピーク間線幅の差の電流の絶対値依存性のグラフ
からスピン流変換効率θSHE を求めることができる。
再び図３参照
Ｗ（Ｊc ）はスピン注入電極１８に電流Ｊc を流した場合のＦＭＲ（強磁性共鳴）信号
のピーク間線幅であり、Ｗ（−Ｊc ）はスピン注入電極１８に先程と逆向き方向に電流Ｊ
c

を流した場合のＦＭＲ（強磁性共鳴）信号のピーク間線幅である。

【００５９】
このＷ（Ｊc ）はスピン注入した時の緩和αSHE と比例関係にあるので、Ｗ（Ｊc ）−
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Ｗ（−Ｊc ）のグラフから緩和αSHE の変化ΔαSHE を求めることができる。
このΔαSHE は、γを磁気回転比、ｊs

SH

をスピン流密度、ωをスピンの歳差運動の角

振動数、Ｍs を飽和磁化、ｄF を強磁性体の膜厚とすると、
ΔαSHE ＝γｊs

SH

／（ωＭs ｄF ）

・・・（１）

で表される。
なお、スピン流密度ｊs

SH

は、ηをスピン注入効率（変換されたスピン流が強磁性体に

注入される効率）、ｈをプランク常数、ｅを電気素量、ＡN をスピン注入される部分の強
磁性体の面積とすると、
ｊs

SH

＝ηθSHE 〔ｈ／（２πｅ）〕×Ｊc ／ＡN

・・・（２）
10

で表される。
【００６０】
したがって、Ｗ（Ｊc ）−Ｗ（−Ｊc ）のグラフから緩和αSHE の変化ΔαSHE が求ま
ると、（１）式からスピン流密度ｊs

SH

が求まり、スピン流密度ｊs

SH

が求まると、スピ

ン注入電極１８に流す電流Ｊc は既知であるので、（２）式からスピン流変換効率θSHE
が求まる。
なお、この場合のスピン流変換効率θSHE は、σSHE をスピン流のスピンホール伝導度
、σc をイオン注入電極を流れる電子の電気伝導度とすると、
θSHE ＝σSHE ／σc
で定義され、スピン注入電極１８において電流がスピン流に変換される効率を表す。
【００６１】
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このようなアモルファス化によるスピン流変換効率の増加は、アモルファス化すること
によって、電子の平均自由行程が減少して、スピン軌道散乱効率、主に、ｓｋｅｗ散乱効
率が増加することによると考えられる。
このようなスピン流変換効率の高い材料としては、Ｐｔ，Ａｕ、その他のｆ軌道を有す
る元素、或いは、Ｐｄ等のスピン軌道相互作用の大きな元素が好適となる。
【００６２】
また、他の構成としては、磁気モーメントが歳差運動している磁性部材にスピンホール
効果によってスピン流を注入して磁気モーメントを揺さぶって歳差運動の状態を変化させ
た状態で、磁性部材に部材固有の共鳴周波数近傍のマイクロ波を印加してその反射を検出
することよって、スピン流の注入の有無を検出し、スピン流を情報伝達手段として用いた
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場合の信号検出機構とする。
なお、逆スピンホール効果を利用して、磁性部材の両端に発生する電位差を検出するこ
とによってスピン流の注入の有無を検出するように構成しても良い。
【実施例１】
【００６３】
ここで、図８及び図９を参照して、本発明の実施例１の改良型スピンＲＡＭを説明する
。
図８参照
図８は、本発明の実施例１の改良型スピンＲＡＭを構成するメモリセルの概念的断面図
であり、構成自体は、従来のスピンＲＡＭと全く同様である。
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図に示すように、ｐ型シリコン基板３１を選択酸化することによって素子分離酸化膜３
２を形成したのち、素子形成領域にゲート絶縁膜３３を介してワード線３４となるＷＳｉ
からなるゲート電極を形成する。ついで、このゲート電極をマスクとしてＡｓ等のイオン
を注入することによってｎ+ 型ドレイン領域３５及びｎ+ 型ソース領域３６を形成する。
なお、図８においては、概念的構成を示すものであるので、技術思想と直接の関連のな
いサイドウォールやエクステンション領域等の詳細な構成は説明を省略する。
【００６４】
次いで、ＴＥＯＳ（Ｔｅｔｒａ−Ｅｔｈｙｌ−Ｏｒｔｈｏ−Ｓｉｌｉｃａｔｅ）−ＮＳ
Ｇ膜からなる厚い第１層間絶縁膜３７を形成したのち、ｎ+ 型ドレイン領域３５及びｎ+
型ソース領域３６に達するコンタクトホールを形成する。次いで、このコンタクトホール
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をＴｉ／ＴｉＮを介してＷで埋め込むことによってＷプラグ３８，３９を形成する。
【００６５】
次いで、例えば、全面にＴｉＮ／Ａｌ／ＴｉＮを堆積させたのちパターニングすること
によって、接続導体４０及びｎ+ 型ソース領域３６に接続する接地線４１を形成する。
次いで、再び、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる厚い第２層間絶縁膜４２を形成したのち、
接続導体４０に達するコンタクトホールを形成し、このコンタクトホールをＴｉ／ＴｉＮ
を介してＷで埋め込むことによってＷプラグ４３を形成する。
【００６６】
次いで、再び、全面にＴｉＮ／Ａｌ／ＴｉＮを堆積させたのちパターニングすることに
よって下部電極４４を形成する。次いで、再び、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる薄い第３層

10

間絶縁膜４５を堆積させたのち、下部電極３４が露出するまでＣＭＰ（化学機械研磨）し
て平坦化する。
【００６７】
次いで、例えば、マスクスパッタ法を用いて、非磁性導電層で分離された２つの磁性体
層を有する３層構造のフリー層４６、厚さが、例えば、１ｎｍのＡｌ2 Ｏ3 からなるトン
ネル絶縁層４７、及び、非磁性導電層で分離された２つの磁性体層を有する３層構造のピ
ンド層４８を順次堆積させることによって磁気記憶部４９を形成する。
【００６８】
次いで、再び、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる第４層間絶縁膜５０を堆積させたのち、ピ
ンド層４８が露出するまでＣＭＰによって平坦化する。
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次いで、全面に、ＴｉＮ／Ａｌ／ＴｉＮ構造の多層導電層を堆積させたのち、ワード線
３４となるゲート電極と直交する方向に延在するようにパターニングしてビット線５１を
形成することによって、本発明の実施例１の改良型スピンＲＡＭの基本構造が完成する。
【００６９】
図９参照
図９は、本発明の実施例１の改良型スピンＲＡＭの書込方法の説明図であり、まず、情
報を書き込む際に、第１の方向、例えばピンド層４８側から書込電流を流すことによって
０

を書き込んだのち、フリー層４６における磁気モーメントの歳差運動が収束する前

に、フリー層４６側から逆方向の弱い電流を流してスピン緩和を促進する。
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【００７０】
一方、

１

を書き込む場合には、フリー層４６側から書込電流を流したのち、フリー

層４６における磁気モーメントの歳差運動が収束する前に、ピンド層４８側から逆方向の
弱い電流を流してスピン緩和を促進する。
【００７１】
このように、本発明の実施例１においては、スピンＲＡＭに情報を書き込む際に、書込
終期にスピン緩和を促進する方向に微小電流を流しているので、書込速度を従来のスピン
ＲＡＭより速くすることが可能になる。
【実施例２】
【００７２】

40

次に、図１０を参照して、本発明の実施例２の磁界書込型ＭＲＡＭを説明する。
図１０参照
図１０は、本発明の実施例２の磁界書込型ＭＲＡＭを構成するメモリセルの概念的断面
図であり、構成自体は、従来のＭＲＡＭにスピン注入電極を設けるものである。
図に示すように、上述の実施例１と同様に、ｐ型シリコン基板３１を選択酸化すること
によって素子分離酸化膜３２を形成したのち、素子形成領域にゲート絶縁膜３３を介して
センス線５２となるＷＳｉからなるゲート電極を形成する。次いで、このゲート電極をマ
スクとしてＡｓ等のイオンを注入することによってｎ+ 型ドレイン領域３５及びｎ+ 型ソ
ース領域３６を形成する。
【００７３】
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次いで、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる厚い第１層間絶縁膜３７を形成したのち、ｎ+ 型
ドレイン領域３５及びｎ+ 型ソース領域３６に達するコンタクトホールを形成する。次い
で、このコンタクトホールをＴｉ／ＴｉＮを介してＷで埋め込むことによってＷプラグ３
８，３９を形成する。
【００７４】
次いで、例えば、全面にＴｉＮ／Ａｌ／ＴｉＮを堆積させたのちパターニングすること
によって、接続導体４０及びｎ+ 型ソース領域３６に接続する接地線４１を形成する。
次いで、再び、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる厚い第２層間絶縁膜４２を形成したのち、
接続導体４０に達するコンタクトホールを形成し、このコンタクトホールをＴｉ／ＴｉＮ
を介してＷで埋め込むことによってＷプラグ４３を形成する。

10

【００７５】
次いで、再び、全面にＴｉＮ／Ａｌ／ＴｉＮを堆積させたのちパターニングすることに
よって、接続導体５３とセンス線５２に平行な書込み用ワード線５４を形成する。
次いで、再び、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる厚い第３層間絶縁膜５５を堆積したのち、
接続導体５３に達するコンタクトホールを形成し、このコンタクトホールをＴｉ／ＴｉＮ
を介してＷで埋め込むことによってＷプラグ５６を形成する。
【００７６】
次いで、全面にＰｔを堆積させたのちパターニングすることによって下部電極５７とセ
ンス線５２に平行なスピン注入電極５８を形成する。次いで、再び、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜
からなる薄い第４層間絶縁膜５９を堆積させたのち、下部電極５７が露出するまでＣＭＰ
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により平坦化する。
【００７７】
次いで、厚さが、例えば、５ｎｍのＮｉＦｅからなるフリー層６０、厚さが、例えば、
１ｎｍのＡｌ2 Ｏ3 からなるトンネル絶縁層６１、厚さが、例えば、２ｎｍのＣｏＦｅか
らなるピンド層６２、及び、厚さが、例えば、１５ｎｍのＩｒＭｎからなる反強磁性層６
３を順次堆積させることによって、磁気記憶部６４を形成する。
この時、磁気記憶部６４の形状の長手方向がスピン注入電極５８の延在方向と垂直にな
るように形成する。
【００７８】
次いで、再び、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる第５層間絶縁膜６５を堆積させたのち、反
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強磁性層６３が露出するまでＣＭＰによって平坦化する。
次いで、全面に、ＴｉＮ／Ａｌ／ＴｉＮ構造の多層導電層を堆積させたのち、センス線
５２となるゲート電極と直交する方向に延在するようにパターニングしてビット線５１を
形成することによって、本発明の実施例２の磁気書込型ＭＲＡＭの基本構造が完成する。
【００７９】
この本発明の実施例２の磁界書込型ＭＲＡＭに情報を書き込む場合には、書込み用ワー
ド線５４及びビット線５１に電流を流し、その合成磁界によりフリー層６０に情報を磁気
的に書き込む。
この時、書込初期においてスピン注入電極５８にスピン緩和を減少させる方向に微小電
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流を流すことによって、フリー層５９にスピン流を注入して情報を書込を容易にする。一
方、書込終期においては、フリー層６０における磁気モーメントの歳差運動が収束する前
に、スピン注入電極５８に逆方向の弱い電流を流してスピン流を注入してスピン緩和を促
進する。
【００８０】
このように、本発明の実施例２においては、磁気書込型のＭＲＡＭに情報を書き込む際
に、書込初期にスピン緩和を抑制する方向のスピンを注入し、書込終期にはスピン緩和を
促進する方向のスピンを注入しているので、書込速度を従来のＭＲＡＭより速くすること
が可能になる。
【実施例３】
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【００８１】
次に、図１１を参照して、本発明の実施例３の磁界書込型ＭＲＡＭを説明するが、この
実施例３は上記の実施例２の磁界書込型ＭＲＡＭにおける純スピン注入効率を高めたもの
である。
図１１参照
図１１は、本発明の実施例３の磁界書込型ＭＲＡＭを構成するメモリセルの概略的構成
図であり、構成自体は、実施例１のＭＲＡＭに書込用ワード線を設けたものである。
なお、図１１（ａ）は概略的断面図であり、図１１（ｂ）は配線の状況を示す概略的平
面図である。
図に示すように、ｐ型シリコン基板３１を選択酸化することによって素子分離酸化膜３
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２を形成したのち、素子形成領域にゲート絶縁膜３３1 ，３３2 を介してセンス線５２1
及び注入用配線５２2 となるＷＳｉからなるゲート電極を形成し、このゲート電極をマス
クとしてＡｓ等のイオンを注入することによってｎ+ 型ドレイン領域３５1 ，３５2 及び
ｎ+ 型ソース領域３６1 ，３６2 を形成して一対のＭＯＳＦＥＴを構成する。
【００８２】
次いで、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる厚い第１層間絶縁膜３７を形成したのち、ｎ+ 型
ドレイン領域３５1 ，３５2 及びｎ+ 型ソース領域３６1 ，３６2 に達するコンタクトホ
ールを形成する。次いで、このコンタクトホールをＴｉ／ＴｉＮを介してＷで埋め込むこ
とによってＷプラグ３８1 ，３８2 ，３９1 ，３９2 を形成する。
【００８３】
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次いで、例えば、全面にＴｉＮ／Ａｌ／ＴｉＮを堆積させたのちパターニングすること
によって、接続導体４０1 ，４０2 及びｎ+ 型ソース領域３６1 ，３６2 に接続する接地
線４１1 ，４１2 を形成する。次いで、再び、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる厚い第２層間
絶縁膜４２を形成したのち、接続導体４０1 ，４０2 に達するコンタクトホールを形成し
、このコンタクトホールをＴｉ／ＴｉＮを介してＷで埋め込むことによってＷプラグ４３
1

，４３2 を形成する。

【００８４】
次いで、再び、全面にＴｉＮ／Ａｌ／ＴｉＮを堆積させたのちパターニングすることに
よって、接続導体６２1 ，６２2 とセンス線５２1 に平行な書込用ワード線５４を形成す
る。次いで、再び、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる厚い第３層間絶縁膜５０を堆積したのち
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、接続導体６２1 ，６２2 に達するコンタクトホールを形成し、このコンタクトホールを
Ｔｉ／ＴｉＮを介してＷで埋め込むことによってＷプラグ５５1 ，５５2 を形成する。
【００８５】
次いで、全面にＰｔを堆積させたのちパターニングすることによって下部電極６６とセ
ンス線５２1 に平行なスピン注入電極６７をそれぞれＷプラグ５５1 ，５５2 に接続する
ように形成する。次いで、再び、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる薄い第４層間絶縁膜５９を
堆積させたのち、下部電極６６及びスピン注入電極６７が露出するまでＣＭＰにより平坦
化する。
【００８６】
このスピン注入電極６７の形成工程において、スピン注入電極６７をアモルファスＰｔ
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で構成するために、基板温度を５０℃以下にした状態で、例えば、室温（２５℃）で、成
膜速度を例えば、０．１Å／分以上で成膜する。
【００８７】
次いで、厚さが、例えば、５ｎｍのＮｉＦｅからなるフリー層６８、厚さが、例えば、
１ｎｍのＭｇＯからなるトンネル絶縁層６９、厚さが、例えば、２ｎｍのＣｏＦｅからな
るピンド層７０、及び、厚さが、例えば、１５ｎｍのＩｒＭｎからなる反強磁性層７１を
順次堆積させることによって、磁気記憶部７２を形成する。
この時、磁気記憶部７２の形状の長手方向がスピン注入電極６７の延在方向と垂直にな
るように形成する。
【００８８】
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次いで、再び、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる第５層間絶縁膜６５を堆積させたのち、反
強磁性層７１及びスピン注入電極６７の他端に達する接続用凹部を形成する。次いで、こ
の凹部をＴｉ／ＴｉＮを介してＷで埋め込むことによって接続導体７３及びＷプラグ７４
を形成する。
【００８９】
次いで、全面に、ＴｉＮ／Ａｌ／ＴｉＮ構造の多層導電層を堆積させたのち、センス線
５２1 となるゲート電極と直交する方向に延在するようにパターニングして接続導体７３
に接続するビット線７５とＷプラグ７４に接続する注入用配線７６を形成することによっ
て、本発明の実施例３の磁界書込型ＭＲＡＭの基本構造が完成する。
【００９０】
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この本発明の実施例３の磁界書込型ＭＲＡＭに情報を書き込む場合には、書込用ワード
線５４及びビット線７５に電流を流し、その合成磁界によりフリー層６８に情報を磁気的
に書き込む。
この時、書込初期においてスピン注入電極６７にスピン緩和を減少させる方向に微小電
流を流すことによって、フリー層６８にスピン流を注入して情報を書込を容易にする。一
方、書込終期においては、フリー層６８における磁気モーメントの歳差運動が収束する前
に、スピン注入電極６７に逆方向の弱い電流を流してスピン流を注入してスピン緩和を促
進する。
【００９１】
このように、本発明の実施例３においては、磁界書込型ＭＲＡＭに情報を書き込む際に
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、書込初期にはスピン緩和を抑制する方向の純スピン流を注入し、書込終期にはスピン緩
和を促進する方向の純スピン流を注入しているが、純スピン流の注入効率を大幅に高めて
いるので、スピン注入電極に流す電流は小さくて済み、したがって、低消費電力化が可能
になる。
【実施例４】
【００９２】
ここで、図１２を参照して、本発明の実施例４の純スピン流書込型ＭＲＡＭを説明する
。
図１２参照
図１２は、本発明の実施例４の純スピン流書込型ＭＲＡＭを構成するメモリセルの概念
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的断面図であり、構成自体は、従来のＭＲＡＭの書込用ワード線の代わりにスピン注入電
極を設けたものである。
図に示すように、上述の実施例１と同様に、ｐ型シリコン基板３１を選択酸化すること
によって素子分離酸化膜３２を形成したのち、素子形成領域にゲート絶縁膜３３を介して
ワード線３４となるＷＳｉからなるゲート電極を形成する。次いで、このゲート電極をマ
スクとしてＡｓ等のイオンを注入することによってｎ+ 型ドレイン領域３５及びｎ+ 型ソ
ース領域３６を形成する。
【００９３】
次いで、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる厚い第１層間絶縁膜３７を形成したのち、ｎ+ 型
ドレイン領域３５及びｎ+ 型ソース領域３６に達するコンタクトホールを形成する。次い
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で、このコンタクトホールをＴｉ／ＴｉＮを介してＷで埋め込むことによってＷプラグ３
８，３９を形成する。
【００９４】
次いで、例えば、全面にＴｉＮ／Ａｌ／ＴｉＮを堆積させたのちパターニングすること
によって、接続導体４０及びｎ+ 型ソース領域３６に接続する接地線４１を形成する。次
いで、再び、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる厚い第２層間絶縁膜４２を形成したのち、接続
導体４０に達するコンタクトホールを形成し、このコンタクトホールをＴｉ／ＴｉＮを介
してＷで埋め込むことによってＷプラグ４３を形成する。
【００９５】
次いで、全面にＰｔを堆積させたのちパターニングすることによって下部電極５７とワ
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ード線３４に平行なスピン注入電極５８を形成する。次いで、再び、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜
からなる薄い第３層間絶縁膜４５を堆積させたのち、下部電極５７が露出するまでＣＭＰ
により平坦化する。
【００９６】
次いで、厚さが、例えば、５ｎｍのＮｉＦｅからなるフリー層６０、厚さが、例えば、
１ｎｍのＡｌ2 Ｏ3 からなるトンネル絶縁層６１、厚さが、例えば、２ｎｍのＣｏＦｅか
らなるピンド層６２、及び、厚さが、例えば、１５ｎｍのＩｒＭｎからなる反強磁性層６
３を順次堆積させることによって、磁気記憶部６４を形成する。
この時、磁気記憶部６４の形状の長手方向がスピン注入電極５８の延在方向と垂直にな
るように形成する。

10

【００９７】
次いで、再び、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる第４層間絶縁膜５０を堆積させたのち、反
強磁性層６３が露出するまでＣＭＰによって平坦化する。
次いで、全面に、ＴｉＮ／Ａｌ／ＴｉＮ構造の多層導電層を堆積させたのち、ワード線
３４となるゲート電極と直交する方向に延在するようにパターニングしてビット線５１を
形成することによって、本発明の実施例４の純スピン書込型ＭＲＡＭの基本構造が完成す
る。
【００９８】
この本発明の実施例４の純スピン書込型ＭＲＡＭに情報を書き込む場合には、書込初期
においてスピン注入電極５８に書込電流を流すことによって、フリー層６０にスピン流を

20

注入して情報の書込を行う。一方、書込終期においては、フリー層６０における磁気モー
メントの歳差運動が収束する前に、スピン注入電極５８に書込電流と逆方向の弱い電流を
流してスピン流を注入してスピン緩和を促進する。
【００９９】
このように、本発明の実施例４においては、書込をスピン注入電極５８からのスピン注
入により行っているので、従来の磁気書込型のＭＲＡＭより書込速度を高めることができ
るとともに、従来のスピンＲＡＭに比べて磁気記憶部の構成を簡単にすることができる。
【実施例５】
【０１００】
次に、図１３及び図１４を参照して、本発明の実施例５の純スピン流書込型ＭＲＡＭを
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説明するが、この実施例５は上述の実施例４の純スピン流書込型ＭＲＡＭにおける純スピ
ン注入効率を高めたものである。
図１３参照
図１３は、本発明の実施例５の純スピン流書込型ＭＲＡＭを構成するメモリセルの概略
的構成図であり、図１３（ａ）は概略的断面図であり、図１３（ｂ）は、配線の状況を示
す概略的平面図である。
図に示すように、ｐ型シリコン基板３１を選択酸化することによって素子分離酸化膜３
２を形成したのち、素子形成領域にゲート絶縁膜３３1 ，３３2 を介してワード線３４1
及び書込用配線３４2 となるＷＳｉからなるゲート電極を形成する。このゲート電極をマ
スクとしてＡｓ等のイオンを注入することによってｎ+ 型ドレイン領域３５1 ，３５2 及
+

びｎ

40

型ソース領域３６1 ，３６2 を形成して一対のＭＯＳＦＥＴを構成する。

なお、図１３においては、概念的構成を示すものであるので、技術思想と直接の関連の
ないサイドウォールやエクステンション領域等の詳細な構成は説明を省略する。
【０１０１】
次いで、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる厚い第１層間絶縁膜３７を形成したのち、ｎ+ 型
ドレイン領域３５1 ，３５2 及びｎ+ 型ソース領域３６1 ，３６2 に達するコンタクトホ
ールを形成する。次いで、このコンタクトホールをＴｉ／ＴｉＮを介してＷで埋め込むこ
とによってＷプラグ３８1 ，３８2 ，３９1 ，３９2 を形成する。
【０１０２】
次いで、例えば、全面にＴｉＮ／Ａｌ／ＴｉＮを堆積させたのちパターニングすること
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によって、接続導体４０1 ，４０2 及びｎ+ 型ソース領域３６1 ，３６2 に接続する接地
線４１1 ，４１2 を形成する。次いで、再び、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる厚い第２層間
絶縁膜４２を形成したのち、接続導体４０1 ，４０2 に達するコンタクトホールを形成し
、このコンタクトホールをＴｉ／ＴｉＮを介してＷで埋め込むことによってＷプラグ４３
1

，４３2 を形成する。

【０１０３】
次いで、全面にＰｔを堆積させたのちパターニングすることによって下部電極６６とワ
ード線３４1 に平行なスピン注入電極６７をそれぞれＷプラグ４３1 ，４３2 に接続する
ように形成する。次いで、再び、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる薄い第３層間絶縁膜４５を
堆積させたのち、下部電極６６及びスピン注入電極６７が露出するまでＣＭＰにより平坦

10

化する。
【０１０４】
このスピン注入電極６７の形成工程において、上述のように、スピン注入電極６７をア
モルファスＰｔで構成するために、基板温度を５０℃以下にした状態で、例えば、室温（
２５℃）で、成膜速度を例えば、０．１Å／分以上で成膜する。
【０１０５】
次いで、厚さが、例えば、５ｎｍのＮｉＦｅからなるフリー層６８、厚さが、例えば、
１ｎｍのＭｇＯからなるトンネル絶縁層６９、厚さが、例えば、２ｎｍのＣｏＦｅからな
るピンド層７０、及び、厚さが、例えば、１５ｎｍのＩｒＭｎからなる反強磁性層７１を
順次堆積させることによって、磁気記憶部７２を形成する。

20

この時、磁気記憶部７２の形状の長手方向がスピン注入電極６７の延在方向と垂直にな
るように形成する。
【０１０６】
次いで、再び、ＴＥＯＳ−ＮＳＧ膜からなる第５層間絶縁膜５０を堆積させたのち、反
強磁性層７１及びスピン注入電極６７の他端に達する接続用凹部を形成する。次いで、こ
の凹部をＴｉ／ＴｉＮを介してＷで埋め込むことによって接続導体７３及びＷプラグ７４
を形成する。
【０１０７】
次いで、全面に、ＴｉＮ／Ａｌ／ＴｉＮ構造の多層導電層を堆積させたのち、センス線
５２1 となるゲート電極と直交する方向に延在するようにパターニングして接続導体７３

30

に接続するビット線７５とＷプラグ７４に接続する注入用配線７６を形成することによっ
て、本発明の実施例５の純スピン流書込型ＭＲＡＭの基本構造が完成する。
【０１０８】
図１４参照
図１４は、本発明の実施例５の純スピン流書込型ＭＲＡＭの書込方法の説明図であり、
この本発明の実施例５の純スピン流書込型ＭＲＡＭに情報を書き込む場合には、書込初期
においてスピン注入電極６７に書込電流を流すことによって、フリー層６８にスピン流を
注入して情報の書込を行う。一方、書込終期においては、フリー層６８における磁気モー
メントの歳差運動が収束する前に、スピン注入電極６７に書込電流と逆方向の弱い電流を
流してスピン流を注入してスピン緩和を促進する。

40

【０１０９】
即ち、まず、情報を書き込む際に、第１の方向、例えばピンド層７０側から書込電流を
流すことによって

０

を書き込んだのち、フリー層６８における磁気モーメントの歳差

運動が収束する前に、フリー層６８側から逆方向の弱い電流を流してスピン緩和を促進す
る。
【０１１０】
一方、

１

を書き込む場合には、フリー層６８側から書込電流を流したのち、フリー

層６８における磁気モーメントの歳差運動が収束する前に、ピンド層７０側から逆方向の
弱い電流を流してスピン緩和を促進する。
【０１１１】
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このように、本発明の実施例５においては、スピン注入電極をアモルファスＰｔで構成
しているので、純スピン流変換効率が大幅に改善される。また、それによって、磁化反転
時間を短くすることができるとともに、書き込みに必要な電流を大幅に小さくすることが
できるので、低消費電力化が可能になる。
【実施例６】
【０１１２】
ここで、図１５を参照して、本発明の実施例６の量子演算装置を説明する。
図１５参照
図１５は、本発明の実施例６の量子演算装置の概念的構成図であり、上述の特許文献３
の量子演算素子に接するようにスピン注入電極を設けたものである。

10

図に示すように、核スピンが零以外の値を有する原子、例えば、窒素（14Ｎ）やリン（
31

Ｐ）等の内包原子８３を内包した複数個の内包フラーレン８２を収容したカーボンナノ

チューブ８１をＰｔからなるスピン注入電極８４と接するようにように配置したものであ
る。
【０１１３】
この場合の量子演算原理は、上述の特許文献３に記載されている通りであり、磁界印加
用のコイルから内包原子８３に磁界Ｈを印加するともに、交流磁場印加手段により交流磁
界を印加することによって内包原子８３において核磁気共鳴を生起させ、これにより内包
原子８３において核スピンが揃うことにより磁界が発生し、その磁界に基づいて発生する
電流を電流検出手段により検出し、内包原子８３の核スピンの方向により量子状態を区別

20

するものである。
【０１１４】
この時、スピン注入電極８４からスピン流を注入することによって、内包原子８３の核
スピンの歳差運動を長く維持することができ、それによって、デコヒーレンス時間を長く
することができるので、量子演算を行うことが容易になる。
【実施例７】
【０１１５】
ここで、図１６を参照して、本発明の実施例７のスピン流検出方法を説明する。
図１６参照
図１６は、本発明の実施例７のスピン流検出部の概念的構成図であり、図１６（ａ）が
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概念的斜視図であり、図１６（ｂ）はその概念的断面図であり、また、図１６（ｃ）はマ
イクロ波の印加状態の説明図である。
図に示すように、マイクロストリップ線９２上に絶縁膜９３を介してＮｉＦｅ等の磁性
材料からなるスピン流検出部９４を設けるとともに、スピン流検出部９４の長手方向と垂
直方向に延在する例えば、Ａｌ或いはＣｕからなるスピン流信号線９６を設けたものであ
る。
【０１１６】
この場合、スピン流検出部９４の磁化方向、即ち、磁気モーメント９７の向きはその形
状異方性によって、長手方向を向く。
この時、マイクロストリップ線９２にスピン流検出部９４の固有共鳴周波数の近傍のマ
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イクロ波１００、即ち、マイクロ波帯の高周波電流を流すことによって、高周波電流によ
って発生するマイクロ波帯で振動する磁界１０１がスピン流検出部９４に印加されて、ス
ピン流検出部９４における磁気モーメント９７が強磁性共鳴を起こして歳差運動すること
になる。
【０１１７】
この時、スピン流信号線９６に信号、即ち、スピン流９８が流れた場合には、スピン流
９８の影響によりスピン流検出部９４における強磁性共鳴状態が変化して、マイクロスト
リップ線９２に流れる電流が変動して反射が生ずるので、この反射を検出することによっ
て、スピン流９８の存在の有無が可能になる。
なお、図における符号９９は、スピンの向きである。
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【０１１８】
このように、スピン流の検出が可能になれば、電子流ではなく電流の伴わない純スピン
流を情報伝達媒体として用いることができ、この純スピン流はジュール熱の発生を伴わな
いために情報伝達の必要な消費電力を大幅に低減することができる。
【０１１９】
以上、本発明の各実施例を説明したが、本発明は各実施例に記載された構成・条件に限
られるものではなく、各種の変更が可能である。
例えば、上記の各実施例においては、スピン注入電極としてＰｔを用いているが、Ｐｔ
に限られるものではなく、どの様な導電体を用いても良いが、効率の点からは、ＰｔやＡ
ｕと同様にｆ軌道を有する元素が望ましいが、スピン軌道相互作用の大きなＰｄを用いて

10

も良い。
【０１２０】
また、上記の実施例２乃至５においては、フリー層をＮｉＦｅで構成し、ピンド層をＣ
ｏＦｅで形成しているが、これらの材料に限られるものではなく、フリー層をＣｏＦｅで
構成してピンド層をＮｉＦｅで構成しても良く、或いは、ＣｏＦｅＢ等の他の強磁性体を
用いても良いものであり、さらには、ＮｉＦｅ／ＣｏＦｅ等の積層構造を用いても良いも
のである。
【０１２１】
また、上記の実施例２乃至５においては、反強磁性層としてＩｒＭｎを用いているが、
ＰｄＰｔＭｎ等の他の反強磁性体を用いても良いものである。
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但し、ＰｄＰｔＭｎを用いる場合には、下地にＮｉＦｅ等の配向制御膜が必要になるの
で、フリー層とピンド層の上下関係は逆転することなる。
【０１２２】
さらには、反強磁性層の素材に拘わらず、フリー層とピンド層の上下関係を逆転しても
良いものであるが、その場合には、書込み用ワード線やスピン注入電極の位置関係もフリ
ー層側に設ける必要がある。
【０１２３】
また、上記の実施例２乃至５においては、ピンド層の磁化方向を固定するために反強磁
性層を用いているが、反強磁性層は必ずしも必須ではない。例えば、ピンド層の保磁力を
フリー層の保磁力よりもかなり大きくすることによって、反強磁性層を省略することが可
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能になる。
【０１２４】
また、上記の実施例１乃至５においては、磁気記憶部をトンネル磁気抵抗素子構造で構
成しているが、トンネル磁気抵抗素子構造に限られるものではない。例えば、Ａｌ2 Ｏ3
膜或いはＭｇＯ膜の代わりにＣｕ等の非磁性導電体層を用いてＣＰＰ構造のスピンバルブ
膜で構成しても良いものである。
【０１２５】
また、上記の実施例１乃至５においては、磁気記憶部を形成する際に、フリー層乃至反
強磁性層を直接形成しているが、例えば、Ｔａ等の下地膜を介してフリー層乃至反強磁性
層を形成し、その上にＴａ等のキャップ層を設けても良いものである。
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【０１２６】
また、上記の実施例２乃至５においては、製造工程を簡素化するために下部電極とスピ
ン注入電極をＰｔによって同時に形成しているが、下部電極はスピン流変換効率の低い材
料で構成しても良い。
【０１２７】
また、偏極スピン電流を注入するスピンＲＡＭにおいて、書込み時に磁気抵抗効果素子
の磁化困難方向にアシスト磁場を印加するためのアシスト線を設けることも提案されてい
る（例えば、特開２００７−１２３６３７号公報参照）。この場合にも、上記の実施例１
のように、情報を書き込む際に、フリー層における磁気モーメントの歳差運動が収束する
前に、スピン緩和を促進する方向の弱い電流を流すようにしても良い。
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【０１２８】
また、上記の実施例６においては、量子ビットを内包原子の核スピンによって構成して
いるが、量子ビットはこのような構成に限られるものではない。例えば、上述の非特許文
献１に示されているように分子のスピン状態を用いても良いものであり、いずれにしても
固体を利用した量子演算装置であれば適用可能である。
【０１２９】
また、上記の実施例７においては、スピン流の有無をマイクロストリップ線を流れる電
流の反射により検出しているが、磁性体にスピン流が注入された場合、上述の逆スピンホ
ール効果によって磁性体の両端に電位差が発生するので、この電位差を検出することによ
って、スピン流の有無を検出するようにしても良いものである。
【産業上の利用可能性】
【０１３０】
本発明の活用例としては、ＭＲＡＭ、量子コンピュータ、或いは、スピン流を情報伝達
媒体としたスピン流検出手段が典型的なものであるが、それ以外のスピン緩和現象を動作
原理としている各種のスピントロニクスデバイスに適用されるものであり、また、各種の
スピン流検出手段としても適用されるものである。

【図１】

【図３】

【図２】

【図４】
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【図９】

【図１０】

【図１１】
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