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電圧によるスピンの
高効率制御技術の開拓
低消費電力で駆動する不揮発性磁気メモリの実現に向けて
研究の背景
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などの強
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研究の成果

さらに、電圧磁気異方性制御の高速応
答性実証を目的として、電圧による強磁性
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図1 超薄膜金属強磁性層における
電圧磁気異方性変化の原理模式図

図2 （ a ）
電圧による強磁性共鳴励起の原理模式図、および
（b）
磁気抵抗効果を利用した電圧誘起強磁性共鳴信号の観測例
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の周期的な変化を利用し
（図2（ a ））、電圧
誘起磁化ダイナミクスを電気的に検出す
ることに成功した
（図2（ b））
。
これにより10

図3 （ a ）Irドープ超薄膜Fe層を有する電圧制御型MTJ素子の模式図
（b）
これまでに報告されている磁気異方性と電圧磁気異方性制御効率の特性比較
Irドープ超薄膜Fe
（星印）
により実用化ターゲットに求められる特性が初めて達成された
（挿入図はIrドー
プ超薄膜Feにおける磁気異方性エネルギーの印加電界強度依存性の観測例）

GHz（ 時間スケールで0.1ナノ秒）
の高周
波帯においても電圧磁気異方性変化が
応答することが実証された【 4 】。ダイナミク
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ス励起の効率より、電圧制御が従来の電
流制御と比較して約1/100の低消費電
力化が可能であることを示した。
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研究者の塩田らにより、パルス電圧によっ
て誘起される磁化の高速ダイナミクスを利
用した電圧のみによる画期的な磁化反転
制御法も実現されている【5】。
電圧制御型MRAMの開発において最
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によって磁化が反転してしまわないように
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が進むほど

子状態分析、計算科学を利用した原理解

大きな磁気異方性が必要となる。電圧制

明・新材料探索、
さらに安定な電圧誘起磁

究室にてスタートし、産業技術総合研究所

御型MRAMでは電圧により磁気異方性を

化反転を実現する電圧制御型MRAM用

スピントロニクス研究センター
（湯浅新治セ

打ち消すことで磁化反転制御を行うため

回路・アーキテクチャ設計など、
それぞれの

ンター長）
にて実用化研究に取り組んでき

【5】、
電圧磁気異方性変化の効率も同時

フィールドの最先端技術を結集して取り組

た成果を中心としています。両研究グルー

に向上させる必要がある。
この変化効率は

む必要が有る。幸い我々は現在ImPACT

プにてご支援、
ご助言いただいた共同研究

単位電界あたりの異方性エネルギー変化

プログラムの枠組みにて、上記の課題に産

者の皆様に感謝申し上げます。
また、本研

量
（fJ/Vm）
で定義され、実用的には少なく

学官連携体制で総括的に取り組む環境に

究成果に関する継続的な研究遂行は、戦

とも300 fJ/Vm以上が必要とされている。

恵まれており、継続的な発展を期待したい。

略的創造研究推進事業 さきがけ「ナノ製

これまでは主に鉄コバルト合金を用いた研

電圧磁気異方性制御はMRAMに限らず、

造技術の探索と展開
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CREST「次世代エレクトロニクスデバイス
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および革新的研究開

薄膜Feの作製技術確立【7, 8】と、大きなス

スピン流を利用した新しい情報伝送技術
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ピン軌道相互作用を有する5d遷移金属を

等にも適用可能であり、
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り、
イリジウム
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た。上記プロジェクトにてお世話になりまし

FeIr合金超薄膜（図3（ a ））
において、300
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（図3（ b ））
これにより、実用メモリの

要求を満たす特性に初めて到達し、電圧
制御型MRAMの実現可能性が大きく進展
した。
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