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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
強磁性細線に含まれる磁壁の磁気モーメントの向きを利用する素子であって、
a)磁壁中心部での磁気モーメントが細線の長軸方向に対して直角方向を向いた磁壁を内
部に有する強磁性細線と、
b)前記強磁性細線の長軸方向に直流電流を供給する電流供給手段と、
c)前記電流供給手段によって電流が供給された際に前記磁壁が前記強磁性細線内を移動
しないように該磁壁を固定する磁壁固定手段と、
d)前記磁壁内の磁気モーメントの向きを読み出す磁化読出手段と、
を備えることを特徴とする強磁性細線素子。
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【請求項２】
前記磁壁固定手段が、前記強磁性細線の軸方向の両端部に設けられ、それぞれ磁気モー
メントの向きが該強磁性細線の軸方向と平行であって且つ互いの磁気モーメントが反対の
方向を向いている強磁性体である請求項１に記載の強磁性細線素子。
【請求項３】
前記磁壁固定手段が、磁壁を挟む両側の磁気モーメントが互いに異なる方向を向くよう
に、該強磁性細線の軸方向に沿って磁壁の両側に設けられた反強磁性体である請求項１に
記載の強磁性細線素子。
【請求項４】
前記磁化読出手段が、前記強磁性細線の磁壁が存在する領域を含んで構成されたTMR素
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子である請求項１〜３のいずれかに記載の強磁性細線素子。
【請求項５】
強磁性細線に含まれる磁壁の磁気モーメントを利用するマイクロ波発振器であって、
磁壁中心部での磁気モーメントが細線の長軸方向に対して直角方向を向いた磁壁を内部
に有する強磁性細線と、
前記強磁性細線の長軸方向に直流電流を供給する電流供給手段と、
前記電流供給手段によって電流が供給された際に前記磁壁が前記強磁性細線内を移動し
ないように該磁壁を固定する磁壁固定手段と、
前記磁壁における磁気モーメントの回転を検出する回転検出手段と、
を備えることを特徴とするマイクロ波発振器。
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【請求項６】
前記強磁性細線は、断面の縦横比が1:1.1以内であって、且つ該断面の幅が20nm以下で
あることを特徴とする請求項５に記載のマイクロ波発振器。
【請求項７】
前記磁壁固定手段が、前記強磁性細線の軸方向の両端部に設けられ、それぞれ磁気モー
メントの向きが該強磁性細線の軸方向と平行であって且つ互いの磁気モーメントが反対の
方向を向いている強磁性体である請求項５又は６に記載のマイクロ波発振器。
【請求項８】
前記磁壁固定手段が、磁壁を挟む両側の磁気モーメントが互いに異なる方向を向くよう
に、該強磁性細線の軸方向に沿って磁壁の両側に設けられた反強磁性体である請求項５又
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は６に記載のマイクロ波発振器。
【請求項９】
前記回転検出手段が、前記強磁性細線の磁壁が存在する領域を含んで構成されたTMR素
子である請求項５〜８のいずれかに記載のマイクロ波発振器。
【請求項１０】
前記強磁性細線の材料がパーマロイである請求項５〜９のいずれかに記載のマイクロ波
発振器。
【請求項１１】
磁壁中心部での磁気モーメントが細線の長軸方向に対して直角方向を向く磁壁を内部に
有する強磁性細線の長軸方向に、前記磁壁が前記強磁性細線内で移動しないように該磁壁
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を固定しつつ直流電流を供給することにより、前記磁壁における磁気モーメントを長軸の
軸中心に回転させ、該磁気モーメントの回転によるマイクロ波を取り出すマイクロ波生成
方法。
【請求項１２】
強磁性細線に含まれる磁壁の磁気モーメントを利用する磁気メモリであって、
磁化中心部での磁気モーメントの向きが前記断面幅方向の二方向のうちのいずれかで安
定となる磁壁を内部に有する強磁性細線と、
前記強磁性細線内の長軸方向に直流パルス電流を供給することにより前記磁気モーメン
トの向きを反転させるパルス電流供給手段と、
前記パルス電流供給手段によって直流パルス電流が供給された際に前記磁壁が前記強磁
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性細線内を移動しないように該磁壁を固定する磁壁固定手段と、
前記磁壁における磁気モーメントの向きを検出する磁化方向検出手段と、
を備えることを特徴とする磁気メモリ。
【請求項１３】
前記強磁性細線は、断面の縦横比が1:1.1〜1:1.2であることを特徴とする請求項１２に
記載の磁気メモリ。
【請求項１４】
前記磁壁固定手段が、前記強磁性細線の軸方向の両端部に設けられ、それぞれ磁気モー
メントの向きが該強磁性細線の軸方向と平行であって且つ互いの磁気モーメントが異なる
方向を向いている強磁性体である請求項１２又は１３に記載の磁気メモリ。
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【請求項１５】
前記磁壁固定手段が、磁壁を挟む両側の磁気モーメントが互いに異なる方向を向くよう
に、該強磁性細線の軸方向に沿って磁壁の両側に設けられた反強磁性体である請求項１２
又は１３に記載の磁気メモリ。
【請求項１６】
前記回転検出手段が、前記強磁性細線の磁壁が存在する領域を含んで構成されたTMR素
子である請求項１２〜１５のいずれかに記載の磁気メモリ。
【請求項１７】
前記強磁性細線の材料がパーマロイである請求項１２〜１６のいずれかに記載の磁気メ
モリ。
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【請求項１８】
磁化中心部での磁気モーメントの向きが前記断面幅方向の二方向のうちのいずれかで安
定となる磁壁を内部に有する強磁性細線と、
直流パルス電流が供給された際に前記磁壁が前記強磁性細線内を移動しないように該磁
壁を固定する磁壁固定手段と、を含んで成り、前記磁気モーメントの向きによって二値情
報の表現が可能な磁気メモリに対して、
前記強磁性細線の長軸方向に直流パルス電流を供給することによって前記磁気モーメン
トの向きを反転させることによる、磁気メモリの情報書込方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、強磁性細線に含まれる磁壁内の磁気モーメント（磁化）を利用した素子に関
する。
【背景技術】
【０００２】
断面径が数nm〜数十nm程度のサイズの強磁性細線中の内部には、磁壁と呼ばれる磁化構
造が現れることが以前より知られている。また、磁壁を有する強磁性細線に対して磁界や
電流を加えることにより、磁壁が細線内を移動することが知られている。特に非特許文献
１にて開示されているような、電流供給によって磁壁の位置を制御する技術は、磁界の印
加によるそれと比較して素子の構成を至極簡略化することができるというメリットを有し
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ている。
【０００３】
強磁性細線に電流を供給することで磁壁を移動させるとき、電流密度が増加するにつれ
て磁壁の移動速度は比例して増加するが、電流密度がある大きさ以上になると、突然に磁
壁の移動速度が低下する。図９は電流密度と磁壁の移動速度との関係を幾つかの断面形状
に関して示したグラフであり、移動速度が急激に低下する様子が示されている。図９によ
ると、強磁性細線の断面形状が長方形から正方形に近づくにつれて、移動速度が急激に低
下する閾値が減少してゆき、断面形状が正方形のときには閾値が存在しなくなることがわ
かる。
【０００４】
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磁壁の移動速度が急激に低下した後、また断面形状が正方形の場合には常に、磁壁が細
線の軸方向に移動するとともに、磁壁の中心部では磁気モーメントが回転し始めることも
わかっている。このとき、強磁性細線内を移動している磁壁において磁気モーメントがど
のように回転するかを図１０に示す。図１０では、複数並べられた小矢印の向きが磁気モ
ーメントの向きを表しており、大矢印によって示される時間順に、磁壁内の磁気モーメン
トが変化する様子が描かれている。図１０からわかるように、磁気モーメントは強磁性細
線の長軸を回転中心として、断面の面内で回転する。
【０００５】
【非特許文献１】山口明啓, 他6名, "スピントランスファー効果による磁壁の電流駆動",
日本応用磁気学会誌, Vol.28, No.3, 2004, pp.343‑346
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【非特許文献２】Kiselev, S.I. et al. Microwave oscillations of a nanomagnet driv
en by a spin‑polarized current. Nature 425, 380‑383(2003)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
上に述べた通り、磁壁内部の磁気モーメントが回転しているときには磁壁は細線内を移
動する。そのため、この回転を利用した素子を作製しようとしたときに、強磁性細線にお
いて磁気モーメントの向きを読み出すことが困難であるという問題があった。
【０００７】
本発明はこのような経緯のもとで成されたものであり、その目的とするところは、磁気
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モーメントの向きを容易に読み出し、それを有効に利用することが可能な素子を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記課題を解決するために成された本発明に係る強磁性細線素子は、強磁性細線に含ま
れる磁壁の磁気モーメントの向きを利用する素子であって、
a)磁壁中心部での磁気モーメントが細線の長軸方向に対して直角方向を向いた磁壁を内
部に有する強磁性細線と、
b)前記強磁性細線の長軸方向に直流電流を供給する電流供給手段と、
c)前記電流供給手段によって電流が供給された際に前記磁壁が前記強磁性細線内を移動
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しないように該磁壁を固定する磁壁固定手段と、
d)前記磁壁内の磁気モーメントの向きを読み出す磁化読出手段と、
を備えることを特徴とする。
【０００９】
本発明において、上記の磁壁固定手段は、前記強磁性細線の軸方向の両端部に設けられ
、それぞれ磁気モーメントの向きが該強磁性細線の軸方向と平行であって且つ互いの磁気
モーメントが反対の方向を向いている強磁性体とすることができる。
【００１０】
また、上記の磁壁固定手段は、磁壁を挟む両側の磁気モーメントが互いに異なる方向を
向くように、該強磁性細線の軸方向に沿って磁壁の両側に設けられた反強磁性体とするこ
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ともできる。
【００１１】
そして、本発明の強磁性細線素子における磁化読出手段は、前記強磁性細線の磁壁が存
在する領域を含んで構成されたTMR素子とするのが好適である。
【００１２】
本願発明者らは、上記強磁性細線素子について詳細に研究した結果、その一応用形態と
して、マイクロ波発振器を直ちに得ることができることに想到した。
【００１３】
各種の半導体素子を含んで成る現行のマイクロ波発振器は、サイズが大きい、高温や宇
宙線に対する強度が不足している、価格が高い、といった課題を抱えているため、研究や
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開発が活発になされている。最近ではこのような課題を解決しうる技術として、ナノ磁石
を用いた発振器が非特許文献２において提案されている。
【００１４】
しかし、非特許文献２に開示されている発振器は発振周波数が素子のサイズや形状で決
定され、それを変化させるためには大きな外部磁界が必要であるため、発振周波数の制御
が容易ではない。また、装置構成自体が複雑になってしまい、小型化に限界があるという
問題もある。更に、非特許文献２で提案されている発振器は二端子素子であるため、各種
制御が行い難いといった、これに付随した問題があった。
【００１５】
本発明に係る強磁性細線素子に基づいて得られるマイクロ波発振器によれば、現状のマ
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イクロ波発信器が抱える上記のような問題を解決することができる。
【００１６】
本発明に係るマイクロ波発振器は、強磁性細線に含まれる磁壁の磁気モーメントを利用
するマイクロ波発振器であって、
磁壁中心部での磁気モーメントが細線の長軸方向に対して直角方向を向いた磁壁を内部
に有する強磁性細線と、
前記強磁性細線の長軸方向に直流電流を供給する電流供給手段と、
前記電流供給手段によって電流が供給された際に前記磁壁が前記強磁性細線内を移動し
ないように該磁壁を固定する磁壁固定手段と、
前記磁壁における磁気モーメントの回転を検出する回転検出手段と、
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を備えることを特徴とする。
【００１７】
上記強磁性細線は、断面の縦横比が1:1.1以内であって、且つ該断面の幅が20nm以下と
するのが好適である。
【００１８】
そして、本発明のマイクロ波発振器における回転検出手段は、前記強磁性細線の磁壁が
存在する領域を含んで構成されたTMR素子とするのが好適である。
【００１９】
また本発明は、磁壁中心部での磁気モーメントが細線の長軸方向に対して直角方向を向
く磁壁を内部に有する強磁性細線の長軸方向に、前記磁壁が前記強磁性細線内で移動しな
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いように該磁壁を固定しつつ直流電流を供給することにより、前記磁壁における磁気モー
メントを長軸の軸中心に回転させ、該磁気モーメントの回転によるマイクロ波を取り出す
マイクロ波生成方法を提供する。
【００２０】
なお、本発明に係るマイクロ波発振器による発振周波数は、マイクロ波の周波数領域に
限定されるものではない。
【００２１】
さらに本願発明者らは、上記強磁性細線素子における細線の形状と磁気モーメントとの
関係を詳細に研究した結果、他の応用形態として、磁壁における磁気モーメントの向きを
利用した磁気メモリが得られることに想到した。
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【００２２】
このようにして成された磁気メモリは、磁化中心部での磁気モーメントの向きが前記断
面幅方向の二方向のうちのいずれかで安定となる磁壁を内部に有する強磁性細線と、
前記強磁性細線内の長軸方向に直流パルス電流を供給することにより前記磁気モーメン
トの向きを反転させるパルス電流供給手段と、
前記パルス電流供給手段によって直流パルス電流が供給された際に前記磁壁が前記強磁
性細線内を移動しないように該磁壁を固定する磁壁固定手段と、
前記磁壁における磁気モーメントの向きを検出する磁化方向検出手段と、
を備えることを特徴としている。
【発明の効果】
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【００２３】
本発明に係る強磁性細線素子は、電流が供給された際に磁壁が細線内を移動しないよう
に磁壁を固定する磁壁固定手段を備える。これにより、磁壁における磁気モーメントの向
きを容易に読み出すことが可能な、超小型であってしかも非常に簡便な構成の素子を得る
ことができる。
【００２４】
磁壁固定手段は、強磁性体を細線の両端に付加したり、反強磁性体を設けるといった簡
略な構成のものを利用することが可能であるため、素子サイズの小型化を図ることが可能
である。
【００２５】
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磁気モーメントの向きを読み出すためには、形態が簡便であって、既に多くの技術やノ
ウハウが蓄積されているTMR素子の構成を好適に利用することができるため、コスト的に
もサイズ的にも有利である。
【００２６】
本発明に係る強磁性細線素子は三端子構造とすることができるため、出力の制御が容易
であるというメリットもある。則ち、強磁性細線に供給する電流を調整することによって
出力される周波数を制御することができ、磁化読出手段であるTMR素子の電圧を調整する
ことによって出力の制御を行うことができる。
【００２７】
また、本発明に係るマイクロ波発振器によれば、以下に挙げるような、従来技術が達成
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し得なかった顕著な効果が得られる。
・外部磁場が必要なく、細線への電流の供給のみで駆動可能。
・超小型である。また、駆動電力も非常に少なくて済む。
・発振周波数帯が広く、また有用な周波数帯域を含んでいる。
・発振周波数は、供給する電流の電流密度によって容易に制御可能である。
・製造コストが低廉である。
【００２８】
本発明に係る磁気メモリによれば、上述した強磁性細線素子の有する特長に基づく、例
えば以下に挙げるような顕著な効果が得られる。
・細線へのパルス電流の供給のみで情報書込が可能。外部磁場も不要。
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・超小型である。駆動電力も非常に少ない。
・製造コストが低廉である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
以下、本発明に係る強磁性細線素子に関し、その好適な実施形態であるマイクロ波発振
器、及び磁気メモリを例に挙げ、その構成の詳細を図面を参照しつつ説明する。なお、本
明細書の説明において用いるグラフ等は全てシミュレーション計算により取得されたもの
である。いずれの場合もパーマロイの材料定数（飽和磁化：800emu/cm3、交換スティフネ
ス定数：1×10‑6erg/cm）を用いた。
【００３０】
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［マイクロ波発振器］
図１は本発明に係るマイクロ波発振器の一実施形態を示す概略構成図である。図１に示
されているように、このマイクロ波発振器は、強磁性細線、電流供給手段、磁壁固定手段
、及び回転検出手段から構成されている。
【００３１】
（強磁性細線）
本発明において強磁性細線の材料は、導電性を有する強磁性体であれば、単体や合金を
問わずいかなるものでも使用することができる。好適な材料の一例としてパーマロイがあ
る。また、鉄、コバルトや、これらとボロンとの合金なども好適に使用することができる
40

。
【００３２】
強磁性細線はその内部に磁壁を有しており、その磁壁における磁気モーメントは強磁性
細線の長軸方向に対して（渦を巻くのではなく）直角方向を向いている必要がある。
【００３３】
本発明における強磁性細線の断面形状は、上記の条件を満たしており、直流電流の供給
によって磁壁における磁気モーメントが回転する限り特に限定されるものではない。
ただし、強磁性細線に直流電流を供給したときに、なるべく小さい電流で磁気モーメン
トを回転させるためには、磁気モーメントが回転し始める閾値が低い方が好ましい。その
ためには、強磁性細線の断面の縦横比は1:1.1以内とするのがよく、その形状は矩形（正
方形）や楕円（円）が好適である。断面がこのような形状の場合、磁壁内の磁気モーメン
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トが細線断面のどの方向を向いても磁壁の構造は大きく変化しないので、磁気モーメント
の回転による磁壁エネルギの変化は小さい、もしくは変化しない（円の場合）。従って、
磁壁内の磁気モーメントは自由に回転できるからである。
さらに、磁気モーメントの回転速度を上げるためには強磁性細線の断面の幅が小さい方
が望ましく、20nm以下程度が好適である（図３参照）。
【００３４】
なお、強磁性細線の軸方向の長さは、内部に磁壁が存在でき、且つ磁壁固定手段（後述
）により磁壁の移動を固定することができる限り、特に限定されるものではない。
【００３５】
図３は、細線断面形状を正方形とした場合の、磁壁を固定した状態での磁気モーメント
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の回転速度と細線の幅との関係を表すグラフ（シミュレーション結果）である。これによ
ると、細線の幅をなるべく小さくすることにより、高い周波数の発振が可能となることが
わかる。また、細線の幅が(A/2πMs2)1/2で表される交換長程度以下の場合には、回転速
度が最大の状態で一定となることがわかる（ここでMsは飽和磁化を表し、Aは交換スティ
フネス定数を表す。）。
【００３６】
図４に、細線の断面形状を4×4nmの正方形としたとき、細線に供給する電流の電流密度
と磁気モーメントの回転速度との関係を表すグラフを示す。この場合は磁壁の固定を行っ
ていない。図４のグラフより、磁気モーメントの回転速度は電流密度の大きさに比例する
ことがわかる。従って、本発明のマイクロ波発振器は、発振周波数の制御を供給する電流
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の電流密度によって制御することが可能である。
【００３７】
（電流供給手段）
本発明において、磁気モーメントを回転させる手段は、先に述べた通り、強磁性細線の
軸方向に沿った直流電流の供給である。磁気モーメントの回転速度つまり発振周波数を制
御するためには、供給する電流の電流密度を調節できる機能を有していることが好ましい
。
【００３８】
（磁壁固定手段）
磁壁固定手段について説明する。磁壁固定手段は、強磁性細線に電流が供給されたとき
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に、その内部で磁壁が移動することを防止するための機構である。
本発明において磁壁固定手段は上記の目的を達成出来る限りどのようなものでもよいが
、一例として、図１に示すように強磁性細線の軸方向の両端部のそれぞれに、強磁性細線
よりも断面積が大きく且つ体積が大きい強磁性体を設けるという手法を好適に用いること
ができる。このとき、両端部に設ける強磁性体の磁気モーメントの向きは強磁性細線の長
軸方向と平行であって、且つ、これらの強磁性体における磁気モーメントの向きは互いに
反対方向となるようにする。
【００３９】
図５に、図１の構造において、供給する電流の電流密度と、強磁性細線の軸方向の中央
部（磁壁が存在する位置）における磁気モーメントの回転速度の変化との関係を表すグラ
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フを示す。強磁性細線の軸方向の長さを32nmとし、断面形状は正方形であって一辺が4nm
とした。両端部に設けた強磁性体は断面が8×8nmであり、長さが断面の一辺の数倍である
立方体とした。図５より、まず、電流の供給後も磁気モーメントの回転が検出されたこと
から、この構造によって磁壁を強磁性細線内に固定できることが確認された。また、電流
を所定の限界を超えて過剰に供給すると、磁壁が強磁性細線から出て行ってしまうことが
示された（一旦磁壁が強磁性細線から出て行ってしまうと最早マイクロ波発振素子として
使用できなくなる。）。
【００４０】
磁壁固定手段の他の構成形態として図２に示すものも考えられる。これは、強磁性細線
の磁壁の両側に反強磁性体を該強磁性細線の軸方向に沿って、磁壁を挟む両側の磁気モー
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メントが互いに異なる方向を向くように設けたものである。この構成では、強磁性体−反
強磁性体の直接交換結合により、反強磁性体が接している箇所の磁気モーメントが一方向
に揃う。これによって、強磁性細線内の磁気モーメントを固定することが可能である。
【００４１】
また磁壁固定手段は、強磁性細線に電流が供給されたときに、その内部で磁壁が移動し
ないようにする役割を果たしさえすればよいから、強磁性細線において電流が供給された
ときに磁壁が移動する方向の側のみに、上述したような強磁性細線よりも体積が大きな強
磁性体を設けたり、反強磁性体を設けたりするだけでもよい。ただし、このような磁壁固
定手段によって揃えられる磁気モーメントの向きは、磁壁が移動する向きに対して反対を
向いている必要がある。
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【００４２】
なお、上述したような種々の磁壁固定手段を用いることにより磁壁の位置は強磁性細線
内で移動せず固定することができるが、これによって磁壁内部の磁気モーメントの回転が
妨げられることはない。また、磁壁固定手段によって磁壁の移動を防止することにより、
図６（細線に供給する電流密度と磁気モーメントの回転速度との関係を示すグラフ）に示
すように、磁壁内の磁気モーメントの回転速度が磁壁を固定していない場合のそれと比較
すると増加するという効果が得られる。
【００４３】
（回転検出手段）
本発明において、磁気モーメントの回転を検出するための回転検出手段は特に限定され
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るものではないが、簡便な構造で回転を検出できるという観点からすると、TMR素子の構
造を利用することが望ましい。TMR素子の基本的な構造は、強磁性金属層でもってトンネ
ル障壁層を挟み込むという積層構造である。本発明の回転検出手段では、強磁性細線にお
いて磁壁が存在する領域を一つの強磁性金属層とみなし、その上にトンネル障壁層を設け
、さらにその上に強磁性金属から成り、磁気モーメントの向きを強磁性細線の軸方向に対
して直交方向に固定した磁化固定層を設けた構成とすることによりTMR素子を構成し、容
易に磁壁中の磁気モーメントの回転を検出することが可能となる。なお、３層以上の構成
としてももちろん構わない。
【００４４】
上記にて説明した実施形態によれば、本発明に係るマイクロ波発振器は三端子構造（図
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１、図２参照）とすることができるため、出力の制御が容易である。則ち、強磁性細線に
供給する電流を調整することによって出力される周波数を制御することができ、回転検出
手段であるTMR素子の電圧を調整することによって出力の制御を行うことができる。
【００４５】
［磁気メモリ］
以下、本発明に係る強磁性細線素子の他の好適な実施形態である磁気メモリについて説
明する。
【００４６】
本願発明者らは、細線の断面形状を断面幅が断面高さより長い形状とすることにより、
磁化中心部での磁気モーメントの向きが、前記断面幅方向の正方向及び逆方向の二方向の
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うちのいずれかで安定となることを見いだした。つまり、強磁性細線がこのような構造を
有する場合には、磁壁内の磁気モーメントの向きは２つの方向のみを取り得る。本願発明
者らは、この特徴を利用することにより、非常に簡便な構成で磁気メモリを得られること
に想到した。
【００４７】
本発明に係る磁気メモリの一実施形態の概略構成図を図７に示す。この磁気メモリの構
成は、先に述べたマイクロ波発振器の構成とほぼ同一である。ただし、上述したように、
強磁性細線の断面形状は断面の縦横比が1:1.1〜1:1.2とするのがよい。この場合も、断面
形状は矩形や楕円を問わず、いかなるものでも構わない。また、応答性を上げるために、
断面の幅は20nm以下とするのが望ましい。これにより、図７の下段に示すように、磁壁内

50

(9)

JP 4834836 B2 2011.12.14

で磁気モーメントが安定に存在する向きは、二種類のうちのいずれかとなる。片方の磁気
モーメントの向きを０とし、他方の方向を１とすることにより、二値情報を読み取ること
が可能である。この情報の読み取りは、マイクロ波発振器における構成と同様に、TMR素
子の構成を利用するのが好ましい。
なお、図７の例では、磁壁固定手段として反強磁性体が用いられているが、これに限定
する必要はもちろんなく、磁壁が磁性細線内で動かないように固定できる限り、上述した
マイクロ波発振器に適用可能な構成を含め、いかなる機構を用いても構わない。
【００４８】
（情報の書込み）
情報を書き込むとき、すなわち磁気モーメントの向きを反転させる場合には、パルス電
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流供給手段により、強磁性細線の長軸方向に直流パルス電流を供給するのがよい。図８に
、素子の断面形状が幅4.5nm、高さ4nmである強磁性細線に対し、電流密度が7.5×1011A/m
2

、パルス長が0.1nmの直流パルス電流を供給した場合の磁壁内の磁気モーメントの向きを

計算した結果を示す。図８のグラフでは、縦軸の正負が磁気モーメントの向きを表してい
る。これによると、パルス電流を供給した後、0.5nm程度で磁気モーメントの向きが反転
し、その後多少の振動がみられるが、磁壁内で磁気モーメントの向きが反転したことが示
されている。
【００４９】
以上、本発明に係る強磁性細線素子について、マイクロ波発振器及び磁気メモリを具体
例として挙げて説明を行ったが、上記は例に過ぎないことは明らかであり、本発明の精神
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内で適宜に改良や変更を行ったとしても構わないことは当然である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明に係るマイクロ波発振器の一実施形態を示す概略構成図。
【図２】本発明に係るマイクロ波発振器の他の実施形態を示す概略構成図。
【図３】磁壁を固定した状態での磁壁における磁気モーメントの回転速度と細線の幅との
関係を示すグラフ。
【図４】細線に供給する電流密度と磁壁における磁気モーメントの回転速度との関係を示
すグラフ。
【図５】図１の構造を有する細線に供給する電流密度と磁壁における磁気モーメントの回
転速度との関係を示すグラフ。
【図６】磁壁が固定されている場合および固定されていない場合における、細線に供給す
る電流密度と磁壁における磁気モーメントの回転速度との関係を示すグラフ。
【図７】本発明に係る磁気メモリの一実施形態の概略構成図。
【図８】強磁性細線の長軸方向に直流パルス電流を供給した場合の磁壁における磁気モー
メントの向きの変化を示すグラフ。
【図９】強磁性細線に供給する電流の電流密度と磁壁の移動速度との関係を示すグラフ。
【図１０】磁壁における磁気モーメントの回転の様子を表す図。
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