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1．はじめに

磁性材料は電子回路のインダクターやセンサー部

品として多用されているばかりでなく、多くの産業

機器や自動車・鉄道・航空機などのモーターに使わ

れている重要な工業材料である。また、モーター、

発電機、トランスなどパワーエレクトロニクス応用

の軟磁性材料や磁石材料の特性が向上すれば、大き

な省エネ効果が期待されることからも、エネルギー

関連材料としても位置づけられる。近年では全ての

コンピューター、情報家電製品、交通機器がネット

ワークに接続された状態で、誰もが、いつでも、ど

こでも情報にアクセスできるユビキタス社会が到来

しようとしており、大量のデータを保存するサー

バーとしてのハードディスクドライブ（HDD）の

高密度化・小型化への要求が高まっている。それを

実現するためには磁気記録媒体の高密度化、記録再

生ヘッドの高感度化が必要で、そのためには新たな

磁性材料の開発、それらをナノスケールで制御して

デバイス化する技術の発展が必要とされている。再

生ヘッドでは電子のスピンを制御するスピンエレク

トロニクスの概念を用いた巨大磁気抵抗（GMR）

ヘッドが用いられており、今後これらの高性能化は

さらなる磁気記録の高密度化に必須の技術課題であ

る。また、ユニバーサルメモリーとして期待の高

まっている磁気ランダムアクセスメモリ（MRAM）

を実現するためには、磁気特性だけではなくスピン

分極率の優れた材料を用いて高度なナノ構造を構築

していく必要があり、情報通信関連材料としての磁

性材料研究は益々その重要性が増している。工業的

に使用されている広範な磁性材料の動向を限られた

紙数で網羅することは不可能であるので、近年、社

会的要求の高まっている、データストレージ用材料、

スピントロニクス材料、グラニュラー材料、永久磁

石材料の研究動向を概観する。

宝野 和博、猪俣 浩一郎、古林 孝夫、高橋 有紀子　磁性材料センター、物質・材料研究機構

2．磁気記録材料

2.1 研究動向

磁気記録装置であるハードディスクドライブ

（HDD）は、半導体、光あるいは光磁気記録装置に

比して大容量、高速性、高信頼性、対価格性能が優

れているために外部記憶装置の中核を担っている。

過去十年間で HDD記録密度は年率 100％もの上昇

率を示してきたが、ここ数年 HDDの記録密度の上

昇率は減少傾向にある（図 1）。HDDの高密度化は、

記録媒体、記録・再生ヘッド、信号処理技術及び

サーボ技術などの各技術の高性能化によるものであ

るが、さらなる高密度化を実現していくために記録

媒体の高密度化が不可欠である。

現在使われている磁気記録媒体の記録方式には面

内方式と垂直方式の 2種類がある。面内方式は面内

に磁化容易軸が配向しており、ビット間に磁化の突

合せが生じる。高密度化のためには、記録ビット間

の反磁界の影響で高密度化とともに膜厚を薄くする

必要があり、それに伴いヘッド信号が弱くなるため

100 Gbit/in2程度が限界とされている。一方、垂直

方式は磁化容易軸が面直に配向しているため、隣り

合うビット間の磁化の突合せがなく、静磁気的な相

互作用でビットが安定化される。このため、原理的

図 1 HDDの記録面密度の年次推移

3．磁性材料



には面内方式よりも高密度化が実現できる方法とし

て 1979年に東北大学の岩崎らにより提唱された 1）。

巨大磁気抵抗（GMR）ヘッドの実用化及びヘッド

の writer部分改善により強い書き込み磁界を出せ

るようになったことをきっかけに垂直媒体の実用化

への検討がなされ、2004年に東芝が垂直磁気記媒

体を用いた HDDの生産を開始した 2）。市場は面内

方式から垂直方式への移行が進みつつあり、現行の

200 Gbit / in2の面密度は垂直磁気記録方式の技術改

善により今後 10年以内に 600 Gbit/in2程度まで向上

するものと期待されている。

現在商品化されている垂直磁気記録媒体は面内記

録媒体でも用いられていた Co-Cr系の相分離型媒体

である。面内方式よりも高密度化に有利とされた垂

直方式においても高密度化による熱安定性の劣化が

問題となっている。磁気記録媒体は数 nmの強磁性

粒子が非磁性マトリックス中に分散した構造を有し

ており、高密度化のためには磁性結晶粒の微細化が

求められている。磁性結晶粒の微細化とともに粒子

の異方性エネルギーが減少し、熱エネルギーによる

磁化反転が起こるようになるためである。相分離型

媒体の次の媒体として注目されているのが、

CoCrPt-SiO2媒体である。Ru下地上にエピタキシャ

ル的に成長させた CoCrPt-SiO2媒体は、Co-Cr相分

離型媒体よりも磁気異方性が大きく熱安定性及び

SN比に優れる（図 2）。北上らによると、結晶磁気

異方性の 4次項を制御することにより、スイッチン

グ磁界を変化させることなく熱安定性をあげること

ができる 3）。この 4次項の制御により、CoCrPt-SiO2

媒体は 1Tbit / in2 対応可能であるとされている。

CoCrPt-SiO2媒体の SN比及び熱安定性をさらに向

上させるために検討されているのが、CGC（coupled

granular /continuous）媒体 4）である。CGC媒体はグ

ラニュラー層の上に Co / Pd多層膜などの連続膜を

成膜したものである。連続膜の磁壁エネルギーを最

適化することにより、遷移領域のジグザグ構造を

smoothingする効果が働く。媒体ノイズは遷移領域

のジグザグ構造に起因しているので、このジグザグ

構造を小さくすることによりノイズの低減がはから

れる。この他、CoCrPt-SiO2媒体のスイッチング磁

界を下げる方法として検討されているのが ECC

（Exchange coupled composite）媒体 5）である。CGC

媒体がグラニュラー膜の上に連続膜を成膜したのに

対し、ECC媒体はグラニュラー膜の個々の強磁性

微粒子に軟磁性膜を成膜したものである。また従来

の相分離系の媒体材料候補として、Co-Crよりも磁

気異方性の高い Co-Mo、Co-W合金の研究開発も進

んでいる。以上は従来の合金系を用いた媒体開発状

況である。

1Tbit / in2を超える超高密度磁気記録媒体の実現に

は、さらに高い磁気異方性を有する材料が必要とな

る。そのような材料として L10型の規則合金である

FePtが挙げられる。FePtを媒体として応用するた

めには①磁気的に孤立した FePtナノ粒子の作製、

②配向の制御、③規則化温度の低減のすべてを満た

す必要がある。これまでの精力的な研究により、上

記課題についてはほぼ解決法も提案されているが、

個々の上記課題を同時に満たしさらにサイズ分布の

小さいグラニュラー薄膜の作製には誰も成功してお

らず、FePt媒体の実現に向けた研究開発は停滞状

態に陥っている。また、L10-FePtナノ粒子は 100

kOeを超える異方性磁界を示すため、熱アシストな

どの新しい書き込み方法が必要と考えられている。

2.2 将来展望

1 Tbit / in2を超えるような超高密度磁気記録の実

現には、ノイズの低減、熱安定性の向上、飽和記録

という 3つの大きな課題がある。ノイズ低減のため

遷移領域のジグザグ構造を小さくする必要があり、

そのためには強磁性微粒子のサイズの低減が有効で

ある。1 Tbit / in2に対応するビットのサイズは 20

nm× 20 nm程度となり、ビット内の強磁性微粒子

は数個になる。そうなると個々の微粒子の磁気的性
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図 2 CoCrPt-SiO2/Ru 磁気記録媒体のTEM像



質が反映されるようになるため、強磁性微粒子のサ

イズ分布を抑えることも必要不可欠となる。ノイズ

の低減のために強磁性微粒子のサイズを小さくする

と、強磁性微粒子の異方性エネルギーが減少するた

めに熱安定性が損なわれる。熱安定性の向上には磁

気異方性の高い材料の選択が必要となるが、磁気異

方性の高い材料はスイッチング磁界も高くなるため

に、飽和記録に課題が残る。このように、高密度化

には相反するような技術的課題を解決していかなく

てはならない。これに対して、新しい記録方式とし

て、強磁性微粒子をレーザーで昇温させて低い記録

磁界で記録する Heat Assisted Magnetic Recording

（HAMR）が検討されている。異方性の大きい L10-

FePtも HAMRを使うことになると思われる。

これまでのグラニュラー型媒体に対し、1ビット

1粒子の記録を行うパターンド媒体が提案されてい

る。1ビット 1粒子なので熱安定性は問題ないが、

現在のところ微細加工でしかパターンド媒体は実現

されておらず、コスト面で問題が残る。材料の自己

組織化を用いた作製方法の確立が望まれる。

3．スピントロニクス

電子のもつ電荷とスピンを制御するスピントロニ

クスは、金属人工格子で発見された巨大磁気抵抗

（Giant Magneto- Resistance, GMR）効果の発見に始

まり、現在は強磁性トンネル接合（MTJ）のトンネ

ル磁気抵抗（TMR）効果が脚光を浴びている。そ

れは、HDD用読出しヘッドへの実用化が始まり、

さらに MTJをメモリ素子として用いる不揮発性磁

気ランダムアクセスメモリ（Magnetic Random

Access Memory, MRAM）への応用が現在最も期待

されているからである。MRAMはすでにメガビッ

ト級が実用化レベルに入るとともに、ギガビット級

の大容量化への展望も大きく拓けるような展開を見

せている。また、ポストMRAMに向けた基礎研究

も進められている。一方、半導体スピントロニクス

は依然として基礎研究段階にある。

3.1 研究動向

金属系スピントロニクスではこの数年間で大きく

進展した分野がある。それらは（1）MgOバリアを

用いた MTJ、（2）スピン注入磁化反転、（3）ハー

フメタルである。

（1）MgOバリアで巨大 TMR

1～2 nm程度の薄い絶縁層を二つの強磁性層で挟

んだ MTJに電圧を印加すると、量子効果によって

トンネル電流が流れる。この場合のトンネルコンダ

クタンスは二つの電極の状態密度の積に比例し、

TMRは一般に強磁性電極のスピン分極率 Pi（i＝ 1，

2）を用いて Julliereの式、TMR＝ 2P1P2／（1－ P1P2）

で表される。強磁性体では 0＜ P≦ 1である。こ

の式はトンネル電子が運動量を保存しない場合に対

応し、バリアが Al酸化膜のようなアモルファスの

場合に相当する。しかし、運動量を保存するような

トンネル電子に対しては成立せず、この場合には強

磁性電極とバリアのバンド構造を考慮しなければな

らない。最近、Fe などの bcc 構造をもつ電極と

MgO バリアを用いて室温で 200％を超える巨大

TMRが観測されたが 6、7）、これはそれに相当し bcc-

Feの ∆1バンド電子のみが運動量を保存してトンネ

ルする現象として理解される 8）。このような運動量

を保存するトンネルはコヒーレントトンネルと呼ば

れ、それが観測されるためには磁性電極とバリアの

結晶面が少なくとも厚さ方向に配向している必要が

ある（図 3）。このような機能を利用し材料系を選

択することで、将来さらに大きな TMRも期待され

る。

（2）強磁性トンネル接合のスピン注入磁化反転

MRAMをはじめスピントロニクスデバイスの多

くはナノサイズ磁性素子の磁化反転を必要とする。

この場合、大きな反磁界に抗してスピンを反転させ

ることになり、電流磁界ではそれに必要な電流が大

きくなるためMRAMの大容量化の課題となってい

る。これを解決するスピントロニクス技術として、

スピン注入磁化反転が開発されている。これは、強

磁性体 F1から非磁性体（N）を介して強磁性体 F2

に電流を流し、スピントルクを利用して強磁性体

F2の磁化を反転させるものであり、CIMS（Current-

Induced Magnetization Switching）とも呼ばれる。

CIMSにおいては、必要な電流が素子体積に比例す

るため、素子サイズが小さくなる程電流が小さくて

済む 9）。これは従来の電流磁場による磁化反転と異

なり、ナノサイズ素子に適した磁化反転法であり、

MRAMのスケーリングを可能にする画期的な方式

である。しかし、磁化反転に必要な電流密度が
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107 A / cm2以上と大きいのが課題となっている。最

近、A l O x バリアと二つのピンド層を備えた

Ta/PtMn/CoFe/Ru/CoFeB/AlOx/CoFeB/Cu/CoFe/

PtMn/Ta デユアルスピンバルブ MTJ において、

2× 106 A/cm2の電流密度が報告された（図 4）10）が、

大容量MRAMに適用するためには 5× 105 A/cm2程

度の電流密度が要求され、さらなる低減が必要であ

る。

（3）フルホイスラー合金系ハーフメタル

スピン分極率 P = 1をもつ磁性体はハーフメタル

と呼ばれ、これをMTJに用いると Julliereの式から

無限に大きな TMRが期待されるとともに、半導体

へのスピン注入が可能になりスピン FETのような

画期的なデバイスが現実的になるなど、ハーフメタ

ルのスピントロニクスに果たす役割は非常に大き

い。しかし、室温動作可能なハーフメタルはまだ開

発されていない。ハーフメタルには（La,Sr）MnO3、

Fe3O4、CrO2などの酸化物、NiMnSbなどのハーフ

ホイスラー合金、Co2MnSiなどのフルホイスラー合

金、および閃亜鉛鉱型の CrAsなどが知られている。

従来、酸化物系や NiMnSbについて多く研究がなさ

れてきたが大きな TMRが得られず、ハーフメタル

は現実性がないと思われてきた。しかし、2003年

Co2（Cr1-xFex）Al（CCFA）フルホイスラー合金を用い

て室温で約 20％の TMRが報告されて以来 11）、フ

ルホイスラー合金に関する研究が世界的に活発化

し、年々その TMRが増大している。2006年に入り

Co2MnSiで 90％の室温 TMR 12）が得られている。ま

た、MgOバリアを用いた CCFAにおいても 90％の

室温 TMRが報告されている 13）。図 5はフルホイス

ラー合金を用いた TMRのこれまでの進展を示して

いる。近い将来、室温でスピン分極率が 1に近いフ

ルホイスラー合金の開発も夢ではないであろう。

3.2 将来展望

スピントロニクスは今後も MRAM をテクノロ

ジードライーバとして大きく進展するであろう。一

方、スピントロニクスの将来に向けた基礎研究とし

て、強磁性 2重トンネル接合におけるスピン共鳴ト

ンネル効果の観測 14）、スピン注入を利用したマイク

ロ波発信 15）、半導体スピントロニクスにおける磁性

半導体、光や電界によるスピンの制御などがある。

後二者に関しては文献 16を参照されたい。

4．ナノグラニュラー磁性材料

グラニュラーとは「粒状の」という意味で、ナノ

メータースケールの粒子が別の材料のマトリックス

に分散した構造を持つ材料を指す。磁性材料として

重要なのは強磁性体金属・合金と非磁性の絶縁体の

組み合わせである。強磁性体として例えば、Fe、

Co、FeCo合金、絶縁体には SiO2、MgO等の酸化物

やMgF2等のフッ化物があげられ、これらの材料を

同時にスパッタするといった方法で、自然に相分離

によってナノメータースケールの構造をつくること

ができる。

4.1 研究動向

強磁性体金属－非磁性絶縁体組み合わせからなる

ナノグラニュラー磁性材料の磁気的性質には、粒子

間の磁気的相互作用が大きな影響を与え、これに

よって硬磁性から軟磁性に至る様々な磁気特性を示

す。相互作用の大きさは大まかに言って構成する 2

つの物質の割合で決まってくる。強磁性体の体積割

合が概ね 40～ 50％程度以下（数値は物質の種類や
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Single crystal

Diffusive tunneling Coherent tunneling
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図 3 巨大 TMR が得られるコヒーレントトンネルと従来の散
漫トンネルの模式図

図 4 (a)Ta/PtMn/CoFe/Ru/CoFeB/AlOx/CoFeB/Cu/
CoFe/PtMn/Ta デユアルスピンバルブのMR曲線と(b)
スピン注入磁化反転
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種々の条件により異なる）の場合、ナノ粒子同士は

絶縁体によって隔てられ、相互作用が小さく磁気的

に孤立する。数ナノメーターのサイズの強磁性体は

単磁区となるので保磁力はその物質の持つ磁気異方

性で決まる。すなわち大きな磁気異方性を持つ材料

からなるナノグラニュラー磁性材料は大きな保磁力

が期待され、前節で述べたように記録媒体として有

望である。CoPt合金、FePt規則合金を用いたナノ

グラニュラー媒体の研究が盛んに行われている。

磁気的に孤立している場合のもう一つの応用に磁

気抵抗効果がある。ナノ粒子同士が絶縁体によって

隔てられている場合、粒子同士は電気的にも孤立し

ている。このため粒子間に流れる電流はトンネル電

流が支配的となり、隣り合う粒子の磁化の方向の関

係によって電気抵抗が変化するトンネル磁気抵抗効

果（TMR）が現れる。ナノグラニュラー磁性材料

の室温での TMRとしては FeCo-MgF2の 13.3％（10

kOe）が最大である。連続薄膜での GMR、TMRに

比べ、グラニュラー系の場合、大きな磁気抵抗効果

を得るためには比較的大きな磁場が必要であり、実

用化へのネックとなっていた。この点について、ナ

ノグラニュラー磁気抵抗材料を軟磁性薄膜と組み合

わせることにより動作磁場の低下が計られている。

すなわち、軟磁性であるパーマロイの幅約 1 µmの

ギャップの間にナノグラニュラー FeCo-MgF2を埋

め込んだ構造を作る。こうすると数 Oeの外部磁場

によってパーマロイが磁化され、これによって

FeCo-MgF2に大きな磁場が加わり TMRが現れる。

このような構造はナノグラニュラー・イン・ギャッ

プ（GIG）と呼ばれ、磁場センサーへ応用されてい

る 17）。

強磁性体の体積割合が大きくなると、しだいに強

磁性ナノ粒子間の磁気的相互作用が大きくなってく

る。これは粒子を隔てる絶縁体がごく薄い、あるい

は粒子同士が接触している場合に相当する。粒子間

の磁気結合のため、ランダムな容易軸を持った個々

の粒子の磁気異方性は平均化されたようになり、保

磁力が小さくなり軟磁性が表れる。強磁性体金属－

非磁性絶縁体の組み合わせは、金属同士からなるも

のに比べ電気抵抗が大きく、渦電流による損失を抑

えることができるため、高周波領域での応用が期待

されている。現在まで GHz帯で動作する軟磁性材

料の報告がいくつかなされている 18、19）。

4.2 将来展望

携帯電話、無線 LAN等で高速大量に情報伝達す

るために、GHz帯の利用は今後ますます広がるも

のと考えられる。機器の小型化に伴い高密度に実装

された電子回路内での GHz帯ノイズが問題となっ

ており、小さな体積で十分ノイズを吸収するような、

GHz帯で良好な軟磁性を示す高電気抵抗のナノグ

ラニュラー材料が求められている。軟磁性材料の使

用周波数の限界を示す一つの指標は、材料自身の異

方性磁場による磁気共鳴であり、自然共鳴と呼ばれ

るものである。自然共鳴周波数は薄膜の場合面内で

の一軸異方性磁場の 1/2乗に反比例する。従って使

用周波数を高めるためには大きな一軸異方性を加え

る必要がある。しかしながら一方で異方性磁場が増

図 5 ホイスラー合金を用いたTMRの進展



大は透磁率を下げるため性能を低下させるというト

レードオフの関係にある。現在まで、ナノグラニュ

ラー薄膜について、製膜時の磁場印可あるいは製膜

後の磁場中での熱処理によって一軸異方性を付与す

ることが行われているが、異方性が現れるメカニズ

ムは未だ十分理解されていない。今後メカニズムの

解明により異方性の大きさを制御し、使用目的に

あった周波数のための材料設計ができるようになる

ことが期待される。

5．永久磁石材料

5.1 研究動向

永久磁石の特性は NdFeB 焼結磁石で理論値の

85％にも迫るエネルギー積が実現され、開発研究も

ほぼやり尽くされたように思われていた。ところが、

近年のハイブリッド自動車の目覚ましい普及によ

り、新たな磁石研究の課題が浮上してきている。ハ

イブリッド自動車のモータ用途では使用中に磁石の

温度が 200℃程度にまで上昇するので、熱減磁を避

けるために室温で（2,380 kA/m）30 kOe程度の保

磁力を有する磁石が必要となってきている。図 6は

Nd2Fe14B永久磁石の用途別エネルギー積、保磁力、

合金基本組成を示した図である。電気自動車で用い

るモータでは動作環境が 200℃以上になることか

ら、室温で 30 kOeもの高保磁力が必要とされる。

現在市場に出荷されている Nd-Fe-B焼結磁石では、

保磁力上昇のために重希土類元素 Dy（ジスプロシ

ウム）を添加しているが、その添加によって磁化が

減少しエネルギー積も小さくなってしまうという重

大な欠点がある。そのため電気自動車用磁石は Dy

を大量に添加し保磁力を確保してはいるものの、エ

ネルギー積は小さくなる。その上、Dyはその埋蔵

量が少なく、原産地が中国にほぼ限定されているた

め、Dyを大量に必要とする Nd-Fe-B系焼結磁石を

ハイブリッド自動車製造のために大量消費を行うと

近い将来 Dyの市場価格が高騰し、国内での電気自

動車の生産が Dyの原料供給に左右されるようにな

る。このような事態を避けるために、Dy添加無し

に高い保磁力が得られる Dyフリー磁石を開発して

いかなければならない。

5.2 今後の展望

図 6に見るように、Dyなどの重希土類元素を加

えない Nd2Fe14B 焼結磁石の保磁力は高々（790

kA/m）10 kOe程度であり、完全孤立した単磁区粒

子の整合回転から期待される理想的な保磁力の異方

性磁界 HA（～ 90 kOe）のわずか 15％程度にしか達

していない。これを例えば 50％に改善するだけで

も飛躍的な磁石特性の向上が期待される。そのため

には現在の焼結磁石で何故 HAの 15％で磁化反転が

起きてしまうのかを理解する必用がある。焼結磁石

の磁化反転は結晶粒界の局所的に異方性の低い部分

から逆磁区が核生成することによると言われている

が、そのメカニズムを理解したうえで、結晶粒界構

造のナノ制御を行えば、磁石材料の特性を飛躍的に

改善できる可能性が高い。Dyを Nd2Fe14Bの Ndと

置換すると Dyと Ndの反強磁性的結合から飽和磁

化が減少するが、このような重希土類元素置換を結

晶粒界部分に止めることができれば、飽和磁化を大

きく下げることなく、保磁力を増加させ得る可能性

がある。Dyは Ndの 10％程度は自然界に存在する

ので、Dyが Ndの 10％以下であれば資源的な問題

はない。しかしながら、最大エネルギー積をあげる

ためには、Dy完全フリーな Nd-Fe-B系高保磁力磁

石が開発されることが強く望まれている。今、国家

レベルで希少元素代替技術開発の研究機運が高まっ

ているが、Dyフリー磁石の研究はそのなかでも最

優先で取り組まれるべき課題である。

高性能永久磁石はエネルギー供給を行わないで磁

界を発生することができる優等生的な機能材料であ

る。Nd2Fe14Bを超える永久磁石材料はこれまでのと

ころ発見されていないし、それを超える材料の探査

237

第3部　物質・材料研究における今後の研究動向
第3章　ナノテクノロジーを使った情報通信材料

第
３
部
　
物
質
・
材
料
研
究
に
お
け
る
今
後
の
研
究
動
向

2006年度物質材料研究アウトルック

図 6 Nd-Fe-B 系焼結磁石の特性、用途、組成（佐川による）



努力もほとんど行われていない。新物質の探索意欲

が低い中で、ナノ構造制御による磁石特性の向上の

試みが行われている。軟磁性相と硬質磁性相を交換

結合させたナノコンポジット磁石であるが、現状の

希土類ナノコンポジット磁石は結晶方位がランダム

な等方性磁石であるために高い磁石特性は得られて

いない。むしろ、経済性と耐食性に優れたボンド磁

石用原材料として開発されてきた。しかし、このよ

うなナノコンポジット磁石の硬質磁性相の磁化容易

磁区を一方向に配向させると現状の焼結磁石のチャ

ンピオンデータを超えるエネルギー積を実現できる

可能性がある。実際、薄膜では異方性磁石で硬質磁

性相単相の理論限界を超え得ることは実験的にも証

明されている 20）。将来的には、このようなナノコン

ポジット磁石を工業的規模で生産できるような技術

開発も必要と思われるが、工業材料として使われる

ためには特性のみならず経済性も重要な因子となっ

てくるので、バルク体で異方性ナノコンポジット磁

石を製造できる革新的プロセスの開発が望まれる。
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