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Overview磁性・スピントロニクス材料研究拠点
概要

　磁石に付く性質をもつ「磁性材料」は、携帯電話やモーター、ハイブリッド自動車など、身の周りのいたると

ころで使われています。磁性材料を高性能化することで、これらの機器の効率が上がり、省エネにつながります。

また、磁性材料はデータを保存するストレージやメモリにも利用されています。膨大な情報の記録・処理が必要

となるSociety 5.0と呼ばれる超スマート社会では、データストレージやコンピューティングのメモリの大容量化、

高速化、省エネ化が必要になります。

　磁性・スピントロニクス材料研究拠点（CMSM）では、省エネデバイスのための磁性・スピントロニクス材料の

基盤研究に取り組み、新しい磁性材料の開発と、ストレージとメモリの省エネ・大容量化を可能とする「スピント

ロニクス」技術の研究を進めています。自動車のパワステ、ワイパー、ハイブリッド自動車のモーター、エアコンや

冷蔵庫のコンプレッサー、医療用MRIや PCのハードディスクまでわたしたちの身の回りには、想像以上に多くの

磁石が使用されています。ハードディスクの内部にはデスクを回転させるスピンドルモータ、ヘッドを高速で動かす

アクチュエーター、大容量の磁気情報を蓄えるナノ粒子磁石、また磁気情報を読みだす磁気抵抗素子など、さま

ざまな磁性材料が使われています。NIMSの磁性材料研究は、強磁性材料の構造をミクロ・ナノ・原子レベルで

制御して磁石の性能を向上させることにより、磁石を使うデバイスの小型化により電力消費を削減することを目指し

ています。磁性材料の高性能・高効率化は環境コスト低減に直結しています。
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1990	 東北大学金属材料研究所助手
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主要な実験装置

薄膜作製装置
トランスファーチャンバーで結合された複数の超高真空スパッ
タ成膜チャンバーを有する成膜装置。スピントロニクス素子
等の試料作成に用いられます。

熱間加工磁石作製装置
高温で試料を塑性変形させることにより、磁化容易方向が
揃った異方性バルク磁石を作製する装置です。

FIB-SEM 複合装置
走査型電子顕微鏡（SEM）と集束イオンビーム（FIB）を組
み合わせることにより、任意領域からのTEMやアトムプロー
ブ用試料作製が行なえます。

完全無冷媒型 PPMS
超電導磁石を用いて14Tまでの強磁場下での磁化、電気抵
抗、比熱等の物性測定を行う装置です。

微細加工装置
最小線幅 7nmの描画が可能な電子線描画装置です。主に
スピントロニクス材料のデバイスレベルでの評価を行うための
加工装置として用いています。

3次元アトムプローブ
サブnmの空間分解能で元素を3次元マッピングすることに
より各種材料の元素分布を3次元で解析することができます。

走査型透過電子顕微鏡（S/TEM）
原子間距離を下回る0.08nmの空間分解能を持ち、単原子
レベルでの構造観察や、元素分析が可能です。

時間分解磁気光学カー効果測定装置
レーザーを用いた磁気光学効果の測定によりフェムト秒レベ
ルの高速磁化ダイナミクスを明らかにします。
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磁性材料グループ
Magnetic Materials Group

次世代の磁気記録技術や超高感度磁気センサーの実現に貢献する機能性磁性・スピントロニクス材料と磁気
抵抗デバイスに関する研究を行っています。

革新的センシングデバイスに貢献する
磁性材料の開発

 磁性材料グループでは、ハードディスクドライブ（HDD）の要
素技術となる次世代リードヘッドやマイクロ波発振素子、心磁場や
脳磁場まで検知可能な超高感度磁気センサー、磁性体の熱電現
象を利用した熱流センサー等、実社会に貢献する実用デバイスの
実現を真に目指した高性能磁性・スピントロニクス材料と素子開
発を進めています。このための磁性材料として、われわれはハーフ
メタルに着目し開発を進めてきました。ハーフメタルとは、図 1に
示すようなバンド構造により100％のスピン分極率を実現する材料
です。

	 ハーフメタルの応用の1つにHDD用読み取りヘッドのための
面直電流巨大磁気抵抗（CPP-GMR）素子があります。HDDは
データセンターを中心とし世界のデジタル情報の記録を支えるスト
レージデバイスです。現在のHDDの記録密度は、1Tbit/in2 に
到達していますが、今後、社会の IoT 化等により生じるビッグデー
タに対応するために、さらなる高記録密度化が求められています。
CPP-GMR 素子は２つの磁性層の間に非磁性金属を挿入した構
造を持つため、現行のトンネル磁気抵抗素子（磁性層間に絶縁
体を挿入した素子）よりも小さな素子抵抗を有しますが、磁気抵
抗（MR）比が小さいことが大きな課題でした。われわれは、ハー
フメタルであるCo基ホイスラー合金を利用することにより、従来に

比べMR比を一桁増大させることに成功しました。近年では、より
実用的なリードヘッドに近い多結晶素子においても、AgInZnOとい
う新規な中間層材料を用いることで、5Tbit/in2 の要求値を満たす
高いMR比と低い素子抵抗を両立することに成功しています（図2）。
	 脳磁場計測は一般的な脳波計測では得られない脳活動が観測
されるため、てんかん治療等に有用であることが報告されています
が、現行では高価なSQUIDを利用した装置が必要であり、その
普及を妨げています。我々は、室温動作可能な超高感度磁気セン
サーの実現を目指し、高いスピン分極率のみならず、高い軟磁気
特性を有する磁性材料の開発並びに磁気抵抗素子のノイズ低減の
取り組みから先端医療への貢献を目指しています。また近年、磁
性体で生じる異常ネルンスト効果と呼ばれる熱電現象を利用した
応用研究が世界的に加速しています。異常ネルンスト効果は、熱
の流れと磁性体の磁化に直交方向で電界が生じる現象であり、こ
れを利用することで、フレキシビリティーの高い熱流センサー応用
が期待されます。汎用性の高い安価な熱流センサーの実現は、社
会の熱の流れを可視化し、IoTと融合することで効率的な熱マネー
ジメントから省エネに貢献することが期待されます。研究グループ
では、実用熱流センサーに求められる高い熱電変換効率を持つ磁
性体の探求も進めています。

中谷友也
（なかたに	ともや）

主任研究員・博士（工学）

2011年筑波大学数理物質科学研究科物質・材
料工学専攻博士後期課程修了、2010年学術振興
会特別研究員、2012年HGST（Western	 Digital）
サンノゼ研究所及び磁気ヘッド開発部Principal	
Research	Engineer、2016年より現職。

桜庭裕弥
	(さくらば	ゆうや)

グループリーダー・博士（工学）

2005年日本学術振興会特別研究員、2007年
東北大学大学院博士課程修了、東北大学金属材
料研究所助教、2013年物質・材料研究機構磁
性材料グループ主任研究員、2018年より現職。

図2：作製したホイスラー電極とAIZO中間層を用いた多結晶CPP-GMR素子の磁気抵抗
比と素子抵抗

図1：一般的な強磁性体とハーフメタルの電子状態
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爆発的に増加するデジタル情報を保存するための超高密度磁気ストレージデバイスを実現するための材料と
新しい磁気記録方式についての研究を行っています。

磁気記録材料グループ
Magntic Recording Materials Group

熱アシスト磁気記録用のFePt媒体の開発

	 現在ハードディスクドライブ（HDD）の磁気記録媒体は約
8nmのサイズのCoCrPt 合金の微粒子が SiO2マトリックス中に
均一に分散した組織を持っています。4Tbit/in2を実現するには
強磁性微粒子のサイズを4nm程度まで低減する必要があります。
CoCrPt 合金の粒子サイズを4nmにまで小さくすると磁気異方性
が小さいために熱によって磁化が反転してしまいます。この熱擾乱
の問題を克服するためにCoCrPt 合金よりも大きな異方性を持つ
材料としてFePt 合金が挙げられます。FePt 合金は4nmのサイ
ズでも熱的に安定ですが、書き込みに必要な磁界がヘッドで発生
できる磁界よりも大きくなり、室温では書き込みができなくなってし
まいます。そのため、FePt 粒子をキュリー点までレーザーで加熱
して、反転磁界が低くなった瞬間にヘッドの磁界で書き込みを行う
熱アシスト磁気記録（HAMR）方式が次世代記録技術として実用
化に近づいています。このHAMR用の媒体として、FePtナノ粒子
を均一に分散した媒体が必要になります。我々は2010 年にFePt
合金と強く分離するCを同時成膜することにより、平均粒子径約
6nm、サイズ分散約 20%のL10-FePtグラニュラー薄膜を実現し、
HGSTと共同でこの媒体が熱アシスト磁気記録として当時最高の
550Gbit/in2 の記録密度を実現できることを示しました。これを契
機として、HDDメーカーにおける媒体開発が一挙に加速され、現
在はメーカーにより1.5 Tbit/in2 の熱アシスト磁気記録が報告され
ています。実用化には粒子のサイズ分散をさらに下げ、粒子を柱状
に成長させるなど、まだまだ改良が必要です。その一貫として、新規
非磁性材料を提案や成膜プロセスを改良することにより、図１に示さ
れるような軸比2の柱状構造を持つFePt 系媒体の作製にも成功し
ています。

新しい磁気記録に向けて：
円偏光誘起磁化反転

	 近年、円偏光の極性によって強磁性薄膜の磁化反転を制御する
円偏光誘起磁化反転が新しい磁気記録方式として注目されていま

す。FePtナノ粒子が円偏光のみで完全に反転すればHDD応用上
大きなメリットとなります。私たちは図２に示すように世界で初めて
FePt 媒体の円偏光誘起磁化反転を実現しました。詳しい検討の
結果、FePt 媒体の完全な磁化反転には複数パルスを照射する必
要があることがわかました。実用化には単一のパルスで磁化反転を
実現する必要があります。そのために、フェムト秒レーザーを用い
て磁化ダイナミクスを測定し、磁化反転メカニズムを解明すること
に挑戦しています。
	 本グループでは、永久磁石材料、次世代メモリとして注目されて
いるスキルミオン材料、THz 発振材料など実用的な磁性材料を広
く扱っています。

高橋有紀子
（たかはし	ゆきこ）

グループリーダー・博士(工学)

2001年東北大学大学院工学研究科博士課程
修了、物質・材料研究機構ポスドク、研究員、主
幹研究員を経て2016年より現職。

磯上慎二
（いそがみ	しんじ）

主任研究員・博士（工学）

2007年東北大学大学院工学研究科電子工学
専攻博士課程修了、東北大学大学院工学研究科
電子工学専攻産学官連携ポスドク研究員、2010
年国立高等専門学校機構福島工業高等専門学
校一般教科物理科准教授、2017年より現職。

図1：柱状構造を持ったFePt-Cグラニュラー膜
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図2： （a）円偏光誘起磁化反転の模式図、（b）FePt媒体の円偏光誘起磁化反転後の磁気像、
（c）GdFeCoの磁化ダイナミクス、（d）フェムト秒レーザーを用いた実験システム
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不揮発磁気メモリなどのスピントロニクス素子への応用を目指した薄膜材料およびナノ構造の研究開発を行って
います。新材料を用いた強磁性トンネル接合や巨大な界面垂直磁気異方性を有するヘテロ構造の創製に成功し
てきた他、量子井戸におけるスピン輸送や界面スピン軌道結合効果といった基盤的研究にも取り組んでいます。

スピントロニクスグループ
Spintronics Group03

Research 
Highlight

不揮発磁気メモリのための強磁性トンネル接合

	 強磁性トンネル接合は磁気的状態によって電気抵抗が変化す
る素子であり、不揮発磁気メモリをはじめとする主要なスピント
ロニクスデバイスにおいて中心的役割を担っています。その高性
能化のために、さまざまな新規材料を開発してきました。図１は
Fe電極層との完全格子整合が得られるMgAl2O4トンネルバリ
アを用いた強磁性トンネル接合の断面写真とトンネル磁気抵抗
効果です。欠陥のない理想的な界面が形成されており、これによっ
て優れたバイアス電圧依存性が得られます。このNIMS 発の新
材料であるスピネル酸化物バリアには、まだまだ材料研究の余
地があり、今後、素子抵抗の低減や高信頼性に寄与する新材料
の開発が期待されています。
	 不揮発磁気メモリは、AIを含む次世代の情報技術において、
機器性能の向上や低消費電力化に寄与すると期待されている最
重要デバイスのひとつです。

新規磁性体ナノ構造・ヘテロ構造の創製

	 スピントロニクス素子は磁性体ナノ構造・ヘテロ構造から構成
されるため、単体材料のみならず、その界面の研究も重要な課
題です。不揮発磁気メモリの高集積化には垂直磁気異方性の付
与が必要不可欠ですが、強磁性トンネル接合における界面垂直
磁気異方性はその良い例となっています。界面磁気異方性のよう
なヘテロ構造における基礎物性が、スピントロニクス素子応用に
密接に結びついており、それら一連の研究をスピントロニクスグ
ループでは遂行しています（図２）。具体的には、原子レベルの
構造制御による高品位界面の創製、磁性体ナノ構造・ヘテロ構
造における量子効果を含む磁気機能性の探索と解明、強磁性ト
ンネル接合をはじめとするスピントロニクス素子への機能性の展
開・応用開発などです。
	 単結晶の Fe/MgO 界面では、巨大な界面垂直磁気異方性の
存在を実証した他、その微視的メカニズムを解明してきました。
Cr下地層がある場合には、Fe 層に量子井戸状態が形成され、
界面垂直磁気異方性の電界効果が Fe 原子層数によって大きく
変化する現象や、室温での大きなトンネル異方性磁気抵抗効果
を見出してきました。

介川裕章
（すけがわ	ひろあき）

主幹研究員・博士（工学）

2007年東北大学大学院博士課
程修了、物質・材料研究機構・研究
員、2014年同主任研究員、2018
年より現職。

温  振超	
（うぇん	じぇんちゃお）

主任研究員・Ph.	D.

2010年中国科学院物理研究所
Ph.D.、物質・材料研究機構ポスド
ク研究員、2015年東北大学博士
研究員、同助教を経て、2018年よ
り現職。

三谷誠司
（みたに	せいじ）

副拠点長
グループリーダー・博士（工学）

1993年名古屋大学大学院博士
課程修了、東北大学金属材料研究
所助手、2001年同助教授、2008
年物質・材料研究機構、2009年よ
りグループリーダー、2018年より
副拠点長。

図２：スピントロニクスグループの研究内容
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図１：スピネル酸化物を用いた強磁性トンネル接合の構造と磁気抵抗特性



スピン物性グループ
Spin Physics Group

省エネルギーエレクトロニクス技術の構築のため、新規材料・新規現象の探索を行っています。特に、スピン
トロニクス材料、トポロジカル材料を対象とし、スピン自由度の持つ機能性を活かした新規デバイスの構築を
目指しています。
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磁化の高効率制御技術の開発

	 不揮発性という極めて有用な特性を柱としたスピントロニクス技
術はコンピューターのメモリクラスにおける大幅な低消費電力化と
いう大きな可能性を有しています。その実現のためには高効率な情
報書き込み手法、つまり磁化制御手法が不可欠です。
　磁化あるいはその構成要素であるスピンは角運動量であるため、
外部からトルクを与えることでその制御が可能です。旧来は外部
磁場によってトルクを与えていましたが、近年ではスピン角運動量
の流れ、いわゆるスピン流によるトルクが、より低エネルギーでの
磁化制御を可能にするものとして注目されています。我々は、重金
属で生じるスピンホール効果や強磁性金属・絶縁体界面で生じる
Rashba-Edelstein 効果を用いた電流 -スピン流相互変換につい
て、基盤・応用研究を行っています。
	 また、強磁性体は磁区・磁壁と呼ばれる内部構造を有していま
す。特にスピンを平行に並べようとする交換相互作用と、捻ろうと
するDzyaloshinskii-Moriya 相互作用が競合する系においては、
磁気スキルミオンと呼ばれる新奇な磁区構造が発現します。磁気ス
キルミオンは最小数 nmの極めて小さな磁区構造であり、大容量
メモリやシフトレジスタ等への応用が期待されています。我々は、よ
り安定なスキルミオンを実現するための材料探索、および電流や
電圧による新規制御手法の開拓を行っています。

電流を磁気情報に変換する物質を開発

	 スピントロニクス素子の機能性を高めるため、新規材料の探索
を行っています。これまでは強磁性体を主役とした素子が研究され
てきましたが、近年発見された「トポロジカル物質」と呼ばれる新
たな物質群を用いることにより、効率よく電流を磁気情報に変換す
ることが可能になります。「トポロジー」とは「形」のことで、トポ
ロジカル物質では電流の流れる方向（形）が電子の磁性の向きに
よって決まるため、電子の流れが磁気の流れに変換されます。電
気的に磁性を制御することが可能になると、不揮発な磁気情報を
低消費電力かつ高速に書き換えることができます。
	 トポロジカル物質を開発するには、磁性と電流を相互に変換す
る力を表す「スピン軌道相互作用」を大きくする必要があります。
そのためには物質の構成原子内の電子の状態とそれらを組み合わ
せた結晶構造を精密に設計し、作製手法を検討します。例えば、
イリジウムはスピン軌道相互作用が強い原子として知られています。
これまでの研究で、トポロジカル物質である、４面体の結晶構造を
持つイリジウム酸化物の作製手法を開拓してきました。トポロジカ
ル物質では原理的に100%の効率で電流を磁気情報に変換でき
ますが、まだ動作は低温に限られています。室温で安定に用いるこ
とのできるトロジカル物質の開発を進めています。

図１：電流・電圧などの外場によって強磁性体の磁化や磁区構造を制御することで、様々な
機能を実現できる。

葛西伸哉
（かさい	しんや）

グループリーダー・博士（理学）

20０４年慶應義塾大学大学院理工学研究科後期
博士課程修了、京都大学化学研究所 助教、2009
年物質・材料研究機構 主任研究員、2019年より
現職。

小塚裕介
（こづか	ゆうすけ）

主任研究員・博士（科学）

2010年東京大学大学院新領域創成科学研究
科博士課程修了、東北大学助教、東京大学助教、
（特任）講師を経て、2018年 物質・材料研究機
構独立研究者、2019年より現職。

図2：トポロジカル物質の格子像と電流 -磁気変換の模式図
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スピンエネルギーグループ
Spin Caloritronics Group

磁性・スピントロニクス材料がもたらす新しい熱エネルギー変換原理を開拓しています。2018年には、磁性
体中で電流を曲げるだけで熱制御可能な「異方性磁気ペルチェ効果」を観測することに世界で初めて成功し、
単一材料で加熱・冷却できる新機能を実証しました。

スピンカロリトロニクス分野の発展

	 スピンと熱の相互作用により、様々な物理現象や新機能が発
現します。磁性体に温度勾配を与えることによりスピン流（スピ
ン角運動量の流れ）が生成されるスピンゼーベック効果の発見
を契機として、「スピンカロリトロニクス」と呼ばれるスピントロニ
クスと熱の融合研究が世界中で急速に進展しています。スピン
エネルギーグループでは、スピンカロリトロニクスの基盤原理や
それに基づく新しい熱エネルギー制御・熱電変換機能を開拓し
ています。基礎研究用途の磁性薄膜材料から磁気抵抗素子・永
久磁石材料などの実用に近い系まで幅広く研究対象に含め、こ
れまでは磁気メモリー・センサーや情報伝送・演算が主な応用
の候補であったスピントロニクスを、サーマルマネジメント技術や
エネルギーハーベスティング技術にまで拡張することを目指してい
ます。

スピンがもたらす
新しい熱エネルギー制御機能

	 スピンエネルギーグループは、最先端の熱計測技術を駆使す
ることで、様々なスピンカロリトロニクス現象の観測・原理解明
や、スピン自由度がもたらす新しい熱エネルギー制御機能の実
証に次 と々成功してきました。2018 年には、磁性体中で電流を
曲げるだけで加熱や冷却ができる熱電変換現象「異方性磁気ペ
ルチェ効果」を観測することに世界で初めて成功しました。熱電
変換現象で加熱・冷却するためには、これまで２つの異なる物
質を接合した構造が用いられてきましたが、この現象を利用する
ことによって、接合のない単一の物質において、磁気的な性質
のみによって熱制御することが可能になりました（図１）。磁性体
における基本的な熱電変換現象であるにもかかわらず未観測で
あった異方性磁気ペルチェ効果が初めて観測されたことで、スピ
ントロニクスや熱電分野の基礎科学・応用研究がさらに活性化し
ていくことが期待されています。さらに、異方性磁気ペルチェ効
果をはじめとした各種スピンカロリトロニクス現象による熱エネル
ギー変換効率を向上させるために、熱スピン変換材料の探索・
開発にも取り組んでいます（図２）。

井口 亮
（いぐち	りょう）

研究員・博士（工学）

2013年慶應義塾大学大学院理工学研究科総
合デザイン工学専攻博士課程修了、東北大学原
子分子材料科学高等研究機構助教、同年	 東北
大学金属材料研究所	助教、2017年より現職。

内田健一
（うちだ	けんいち）

グループリーダー・博士（理学）

2012年東北大学大学院理学研究科物理学
専攻博士課程修了、東北大学金属材料研究所	
助教、2014年東北大学金属材料研究所准教
授、2016年より現職。

図１：ペルチェ効果と異方性磁気ペルチェ効果
K.	Uchida	et	al.,	Nature	558,	95–99	(2018)

図2：熱スピン効果のコンビナトリアル材料探索
K.	Uchida	et	al.,	Scientific	Reports	8,	16067	(2018)
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磁性材料解析グループ
Magnetic Materials Analysis Group

磁性材料やスピントロニクス材料の特性はその微細組織によって敏感に変化します。従ってこれらの材料の特
性を向上するにはそのナノ組織を詳しく解析し、保磁力、磁気伝導特性などと組織の関係を知る必要がありま
す。磁性材料解析グループでは、収差補正電子顕微鏡や自作のレーザーアトムプローブなどの高度なナノ組織
解析技術を活用して、さまざまな磁性デバイスのナノ組織解析を進め、最適なナノ組織の実現を目指しています。
また、実際に得られた知見を生かして高性能バルク希土類磁石の開発も進めています。

磁性・スピントロニクス材料の
相補的組織解析

	 当グループでは走査型電子顕微鏡、球面収差補正走査透過型
電子顕微鏡、レーザーアトムプローブなどの相補的な手法を駆使し
て、拠点内で試作される各材料、素子の微細組織を解析し、例えば、
ネオジム磁石では粒界相の非磁性化メカニズムと高保磁力化メカ
ニズムを解明、巨大磁気抵抗素子では、強磁性層の終端層の構
造を原子レベルで解明するなどの成果を上げてきました。その他に
も、透過型電子顕微鏡、カー効果顕微鏡による磁区観察も取り入
れ、磁化反転が開始する核生成サイトを明確にし、得られた知見
をプロセスに反映することで、保磁力向上につながりました。今後
も引き続き組織解析によって材料の特性向上に貢献していきます。

高性能永久磁石の開発

	 ネオジム磁石に代表される希土類永久磁石は、その優れた特性
から、モーターの小型化、高性能化に必須のもので、多くの家電
製品、電気／ハイブリッド自動車、風力発電など広く使われていま
す。当グループでは、当初、この磁石の更なる性能向上を目指し
て詳細な微細組織解析を行ってきましたが、得られた知見を生か
し、現在では原料から磁石になるまでの一貫プロセスを立ち上げ、
例えば世界に先駆けて微細粒ネオジム磁石に対して共晶合金拡散
法を適用し、高保磁力化を達成しました。今後も新規磁石開発も
含めて更なる研究を進めていきます。

解析手法の高度化

	 最先端の解析を行うためには、常に手法の高度化についても検
討していく必要があります。当グループでは、従来、金属材料しか
解析ができなかったアトムプローブに対して、独自の短波長レーザー
アトムプローブを開発し、バルク絶縁体の解析を世界に先駆けて
可能にしました。また、磁気特性と組織の関連を理解するために、
マイクロマグネティクス計算は非常に有効であり、当グループでは、
磁石に対しては実際の微細組織を模擬するモデル作成手法を高度
化し、高保磁力化に求められる指針を明らかにしてきました。また、
スピン蓄積も考慮可能な計算手法をいち早く導入し、スピントルク
オシレーターデバイスの開発にも貢献しています。

大久保忠勝
（おおくぼ	ただかつ）

グループリーダー・博士（工学）

1992年 長岡技術科学大学助
手、1994年大阪大学助手、2002
年物質・材料研究機構主任研究
員、2006年より現職。

佐々木泰祐
（ささき	たいすけ）

主幹研究員・博士（工学）

2008年筑波大学大学院博士課
程修了、物質・材料研究機構ポス
ドク、2009年アラバマ大学ポスド
ク、2011年物質・材料研究機構
研究員、2019年より現職。

Hossein Sepehri-Amin
（セペリ	アミン	ホセイン）

主幹研究員・博士（工学）

2011年 筑波大学大学院博士
課程修了、物質・材料研究機構
ポスドク、同ICYSフェローを経て
2014年物質・材料研究機構研究
員、2019年より現職。
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磁性理論グループ
Spin Theory Group

第一原理計算と呼ばれる物質の電子物性を解析する手法を用いて、磁性・スピントロニクス材料の理論研究を
行っています。その役割は、実用化できる磁性・スピントロニクス材料を見出すための “指針” を提示し、研究
開発の効率を大幅にアップすることです。

スピントロニクス素子の
有限温度特性の理論予測

 計算機上での仮想実験から新たな磁性材料を探る研究を行っ
ています。物質を原子核と電子の集まりというレベルから捉え、
量子力学を用いてその微視的な振舞いを求め、物性を予測しま
す。これは第一原理計算と呼ばれ、計算上の仮定が少なく、未
知のシステムを調べるのに適した手法です。特に、室温付近で磁
性材料のスピン依存電気伝導の特性が大きく変化しないためにど
のような工夫が必要かを、電子論的に明らかにする研究に取り組
んでいます。最近では、ハーフメタル材料として有望なCo2MnSi
は磁気抵抗比の温度依存性が大きいことを理論的に明らかにし
ました。	このことからCo2MnSiを磁気接合デバイスとして室温
で用いる際には界面にスピンの熱揺らぎ耐性の強い物質を導入
する必要があることを提案しました。

垂直磁気異方性を持つ
スピントロニクス素子の理論提案

	 スピントロニクス技術を応用したデバイスの１つに磁気ランダム
アクセスメモリ（MRAM）があります。このMRAMは記憶した
情報が長期間消失しない不揮発性を持ち、基礎から実用化まで
幅広い研究が展開されています。MRAMの特性を向上させるた
めには、高い磁気抵抗比を達成することに加え、情報を記憶す
る強磁性層において磁化を面直に配向させる必要があります（垂
直磁気異方性と呼ばれます）。我々はこのような観点から、より
大きな垂直磁気異方性を持つ磁気接合構造を理論的に探索し
ています。最近の計算から様々な化合物半導体と鉄の界面にお
いて大きな垂直磁気異方性が発現可能であることがわかりまし
た（図 2）。特に、カルコパイライト半導体を用いた磁気接合 Fe/
CuInSe2 の垂直磁気異方性は典型的な Fe/MgOの値の約1.6
倍に及び、次世代のMRAMに有望であることを提案しました。

増田啓介
（ますだ	けいすけ）

研究員・博士（理学）

2014年 早稲田大学大学院先
進理工学研究科博士課程修了、	
同年早稲田大学先進理工学部助
教、2016年物質・材料研究機構ポ
スドク研究員、2018年より現職。

只野央将
（ただの	てるまさ）

研究員・博士（理学）

2013年東京大学大学院理学系
研究科博士課程修了、同理学系研
究科特任研究員、2015年同大工
学系研究科特任研究員、2016年
物質・材料研究機構ポスドク研究
員、ICYS研究員を経て、2019年
より現職。

図1：磁気接合界面Co2MnSi/MgO(001) と Fe/MgO(001) 界面の原子モデル図およびその
界面交換スティフネスと Fe電極とCo2MnSi 電極を用いた磁気接合の磁気抵抗比の温度依存
性の計算結果。

図 2：鉄と様々な化合物半導体 Xを用いた磁気接合 Fe/X(001) の界面に
おける磁気異方性の計算結果。特に Fe/CuInSe2 の垂直磁気異方性は Fe/
MgOでの値の約1.6 倍となる。
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三浦良雄
（みうら	よしお）

グループリーダー・博士（工学）

2002年大阪大学大学院工学研
究科応用物理学専攻博士後期課
程修了、同年科学技術振興事業
団研究員、2003年東北大学電気
通信研究所助手、2007年同助
教、2013年京都工芸繊維大学	准
教授、2018年物質・材料研究機
構独立研究者、2019年より現職。



九州大学
電子線ホログラフィー

高輝度光科学研究センター
放射光
磁性・構造解析

京都大学
磁性粒子

名古屋大学
材料組織の熱力学、
フェーズフィールド解析

北陸先端科学技術大学院大学
材料インフォマティックス

東京工業大学
大規模第一原理計算
熱力学量計測

東京大学
スピン動熱力学

東京大学物性研究所
計算科学基盤、
第一原理磁性計算

高エネルギー・加速器研究機構
放射光 /中性子解析
磁性・構造解析

産業技術総合研究所
電子構造精密計算

物質・材料研究機構
組織解析、磁化過程解析希土類磁石プロセス開発、
確率的保磁力理論、
計算熱力学、研究企画

東北大学
原子論的保磁力理論、
微視的磁化過程解析、
磁石材料探索、
新規プロセス創出 東北学院大学

磁性薄膜

兵庫県立大学
熱力学量計測

元素戦略磁性材料研究拠点
Elements Strategy Initiative Center for Magnetic Materials

元素戦略磁性材料研究拠点（ESICMM)は、理論・組織解析・材料創製の3分野を融合させて、新規磁石材料
の探索を進めると同時に、既存磁石材料の高性能化技術を研究し、元素資源問題のない高性能永久磁石材料
を創製することを目的に、文部科学省の委託事業として NIMSに設置された永久磁石の研究拠点です。新材
料創出に必要な基礎学理を構築し、磁性材料研究開発の継続的な発展を支える人材の育成も目指しています。

永久磁石材料に特化した
世界をリードする研究拠点

	 電気自動車の駆動モータや、風力などの再生可能エネルギーに
よる発電、ハードディスクドライブ、さらには、ロボットやドローンな
どの駆動モータに、今後爆発的な量的拡大が予想される高性能
永久磁石は、これからの持続可能な人類社会の実現のためにどう
しても必要な材料のひとつです。その機能は、一度チャージすれ
ばエネルギーの供給なしで磁束を発生し続けることですが、それを
可能にするのは材料が持つ保磁力です。現在主流の磁石材料に
は高い保磁力を得るために希少元素が用いられていますが、今後
の需要の急拡大に対応するためには希少元素を用いずに高保磁力
を持つ材料を創製する必要があります。当拠点は、この課題を解
決するために、10年間の計画をもって文部科学省委託事業として
2012年に採択、設置され、現在 13 研究機関が参画して運営さ
れています。

理論計算と解析が拓く
材料探索の新時代

	 当拠点は発足当初危急の課題であった希少元素
ジスプロシゥムを使用しないネオジム系磁石の開発
をすでに達成しました。これと平行して新規物質の
探査を理論計算と磁性薄膜様製技術を用いて行い、
1-12 型化合物 Sm（Fe1-xCox）12（0.1≤x≤0.2）が、
Nd2Fe14B や Sm2Fe17N3を超える優れた磁気物性
値を持っていることを、2017 年に示しました。現
在はこれらの物質群が持つ物性値をフルに引き出し、
究極的な高性能を持つ新しい永久磁石を創製する
ための研究を進めています。

	 熱力学データベースは、多成分系材料の中で各元素が持つ個
性を最大限に発揮させ、物質から究極的な高性能を引き出す指針
を得るために重要です。当拠点は実験計測を第一原理計算で補完
して、工業磁石材料を取り扱うための多元系の熱力学計算を可能
にするデータベースを整備してきました。
	 また、従来使われてきた保磁力理論では取り扱えない問題、す
なわち、最新の原子解像度組織観察で得られるようになった材料
の組織情報を理論計算に取り入れて保磁力を既述するという課題
と、結晶粒界などの構造欠陥周辺で多数の原子磁化が熱揺らぎ
の効果を受けて磁化反転を引き起こす過程を計算に取り込むとい
う課題にも取り組み、有限温度の保磁力に関する新しい理論体系
を作るという研究を行っています。
	 永久磁石をさらに高性能化していくには、未解決の多くの課題
を解き明かす必要があり、当拠点はその答えをチームワーク型研
究で探求しています。そしてそこから得られた新たな知見や理論が
材料創製研究を支えています。拠点型研究だからこそ可能なこう
した多分野間連携により、磁石材料に新たな扉を開くことを目指し
ています。
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国立研究開発法人  物質・材料研究機構
磁性・スピントロニクス材料研究拠点
305-0047  茨城県つくば市千現1-2-1
https://www.nims.go.jp/mmu/index_j.html

■つくばエクスプレス、つくば駅下車
【徒歩】 A3出口より約15分。
【NIMS定期運行バス】 A3出口を直進、「企業バス乗り場B」より　詳しくは下記ホームページから「交通案内」をご覧ください。

■高速バス
【東 京 駅 から】 東京駅八重洲南口ハイウェイバス2番のりばから高速バス「特急つくば号」乗車、「千現一丁目」下車徒歩5分。
【羽田空港から】 第1・2旅客ターミナル共に13番のりばから「つくばセンター行」乗車後、「千現一丁目」下車徒歩5分。
【成田空港から】 8番のりば(第1ターミナル、第3ターミナル)もしくは10番のりば(第2ターミナル)から乗車、「つくばセンター」下車、
あとはつくば駅からと同じ。
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