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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも部分的に二次元材料として形成され、前記二次元材料と略直交する方向に磁
場を印加し、１又は複数のスキルミオンが誘起された前記二次元材料に、平行に電流を流
すことにより、前記１又は複数のスキルミオンを移動させるスキルミオン駆動方法。
【請求項２】
前記スキルミオンが誘起された材料の前記二次元材料として形成された部分の厚さは、
１００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載のスキルミオン駆動方法。
【請求項３】
前記二次元材料の温度の上昇に従い減少する温度依存性を有する臨界電流以上の電流を
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前記二次元材料に流す
請求項１又は２に記載のスキルミオン駆動方法。
【請求項４】
前記スキルミオンが誘起された材料は、ＦｅＧｅであることを特徴とする請求項１から
３のいずれか一項に記載のスキルミオン駆動方法。
【請求項５】
少なくとも部分的に二次元材料として形成される材料と、
前記二次元材料として形成された部分に、該二次元材料の二次元平面と平行な方向に電
流を印加するように、前記材料に接続された複数の電極と、
前記二次元材料と略直交する方向に磁場を印加して、１又は複数のスキルミオンを誘起
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する磁場発生部と、
を備えるスキルミオン駆動用マイクロ素子。
【請求項６】
前記材料の前記二次元材料として形成された部分の厚さは、１００ｎｍ以下であること
を特徴とする請求項５に記載のマイクロ素子。
【請求項７】
前記材料は、ＦｅＧｅであることを特徴とする請求項５又は６に記載のマイクロ素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、スキルミオン駆動方法およびスキルミオン駆動用マイクロ素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
磁性体の磁化方向(電子スピンの向き)をデジタル情報として利用する磁気素子は、不揮
発性・耐放射線などの特徴をもつエレクトロニクスデバイスとして注目されており、その
磁気情報を電気的に操作する試みが近年盛んに行われている。
【０００３】
従来使われている磁気抵抗メモリ（ＭＲＡＭ）等の磁気メモリ素子では、強磁性材料に
電流を流して磁壁を移動させることにより、磁化反転が可能になり情報を書き込むことが
２
できる。しかし、磁壁を移動させるには、最低でも１平方センチメートル（ｃｍ ）あた
り約１０万アンペア（Ａ）という大電流密度が必要であった（例えば、特許文献１〜３お
よび非特許文献１〜５参照）。このため、素子中に大量のジュール熱が生じ、消費電力が
大きい。このため、より低い電流密度で磁気情報担体を操作する方法が望まれている。
【０００４】
一方、最近一部の特殊な金属の中で、電子のスピンが「スキルミオン」と呼ばれる渦巻
き構造をつくることが発見されている。図８は、スキルミオンの電子スピンの配列を模式
的に示す図であり、図中の各矢印は電子スピンの方向を示している。スキルミオンは、ら
せん型のスピン配列をとるらせん磁性体に、所定の温度条件下で磁場を印加することによ
り、蜂の巣状の格子（スキルミオン結晶）を組むように形成される。スキルミオン１０１
の半径は数ナノ〜数十ナノメートルと非常に小さく、安定した粒子としての性質を持つこ
とから、将来的に演算素子、磁気記憶素子としての利用が期待されている。
【０００５】
また、スキルミオンを磁気記憶素子として用いることを想定した場合、スキルミオンは
結晶中の欠陥などに捕捉されにくい性質があるために、従来の磁気記憶素子において磁壁
を駆動する場合に比べて、遥かに低い電流密度で駆動できるという利点があることも予測
される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第６８３４００５号明細書
【特許文献２】米国特許第６８９８１３２号明細書
【特許文献３】米国特許第６９２００６２号明細書
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】M. Yamanouchi, D. Chiba, F. Matsukura, H. Ohno, Nature 428, 539
(2004)
【非特許文献２】Y. Zhang, W. S. Zhao, D. Ravelosona, J.-O. Klein, J. V. Kim et a
l., J. Appl. Phys. 111, 093925 (2012).
【非特許文献３】Xin Jiang, Luc Thomas, Rai Moriya, and Stuart S. P. Parkin, Nano
Lett. 11, 96 (2011)
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【非特許文献４】Xin Jiang, Luc Thomas, Rai Moriya , Masamitsu Hayashi , Bastiaan
Bergman , Charles Rettner & Stuart S.P. Parkin, Nature Communication 1, 1024 (2
010).
【非特許文献５】Luc Thomas, Rai Moriya, Charles Rettner, Stuart S. P. Parkin, Sc
ience 330, 1810 (2010).
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかしながら、スキルミオンは近年になりようやくローレンツ顕微鏡や小角中性子散乱
により実証された。しかし、これまでスキルミオンを材料中で駆動操作する方法が確立さ
れておらず、デバイスへの応用の検討も進んでいなかった。
【０００９】
したがって、かかる点に着目してなされた本発明の目的は、スキルミオンを低消費電力
で駆動するスキルミオン駆動方法およびスキルミオン駆動用マイクロ素子を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記目的を達成するスキルミオン駆動方法の発明は、磁場の印加によりスキルミオンが
誘起された材料に電流を印加することにより、スキルミオンを駆動させることを特徴とす
るものである。スキルミオンが誘起された材料に電流を流すと、通過する伝導電子にスキ
ルミオンから実効的な磁場が加わり、トポロジカルホール効果など新規な電磁気現象が現
れたり、伝導電子のスピンの向きが変わったりする。伝導電子のスピンの向きの変化に応
じて、スキルミオンのスピンも変化するため、スキルミオンが回転したり電流方向へ移動
したりする（スピントランスファートルク効果）。これによって、材料中のスキルミオン
を駆動することが可能となる。
【００１１】
また、スキルミオンが誘起された材料は、少なくとも部分的に二次元材料として形成さ
れることが好ましい。この場合、スキルミオンが誘起された材料の二次元材料として形成
された部分の厚さは、１００ｎｍ以下とすることが好ましい。スキルミオンが誘起された
材料を、少なくとも部分的に二次元材料とすることによって、低温から室温付近までの広
い温度範囲で、弱磁場下で安定したスキルミオン結晶を生成することができる。なお、二
次元材料とは、材料の厚さが材料のらせん磁気構造の周期よりも小さいものとして定義さ
れる。
【００１２】
さらに、磁場は、スキルミオンが誘起された材料の表面に直交する方向に印加されるこ
とが好ましい。二次元材料の表面に垂直方向に磁場を印加することによって、効率的にス
キルミオンを生成することができる。
【００１３】
また、スキルミオンが誘起される材料としては、ＦｅＧｅを挙げることができる。これ
により、６０Ｋから室温付近までの広い温度範囲で、弱磁場の印加によりスキルミオン結
晶を誘起することができる。
【００１４】
また、上記目的を達成するスキルミオン駆動用マイクロ素子の発明は、少なくとも部分
的に二次元材料として形成される材料と、前記二次元材料として形成された部分に、該二
次元材料に沿う方向に電流を印加するように、前記材料に接続された複数の電極とを備え
、磁場の印加により前記材料にスキルミオン結晶が誘起されるものである。
【発明の効果】
【００１５】
本発明によれば、磁場の印加によりスキルミオンが誘起された材料に電流を印加するこ
とにより、スキルミオンを駆動するようにしたので、材料中のスキルミオンを従来の強磁

10

20

30

40

50

(4)

JP 6116043 B2 2017.4.19

性体における磁壁の駆動方法と比べ低消費電力で駆動することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施形態に係るスキルミオン駆動観察用マイクロ素子の斜視図である。
【図２】図１のらせん磁性体の断面図である。
【図３】磁場を印加しない状態でのらせん磁性体のらせん磁気構造を示すローレンツ顕微
鏡画像である。
【図４】弱磁場を印加した状態で生成されたらせん磁性体のスキルミオン結晶のローレン
ツ顕微鏡画像である。
【図５】ＦｅＧｅのマイクロ素子の磁気相図である。
【図６】電流の印加によるスキルミオン結晶の移動を説明する図であり、（ａ）は電流密
２
度がゼロの場合のローレンツ顕微鏡画像であり、（ｂ）は、弱電流（２６Ａ／ｃｍ ）を
流した場合のローレンツ顕微鏡画像である。
【図７】スキルミオンが並進運動する臨界電流密度の温度依存性を示す図である。Ａ，Ｂ
，Ｃはそれぞれ結晶欠陥密度が異なる(高い順)試料領域に得られたデータを示す。
【図８】スキルミオンの電子スピンの配列を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
少なくとも一部を厚さ１００ｎｍ以下の薄膜状に加工したらせん磁性体（ＦｅＧｅ）に
、例えば−２３°Ｃ〜室温近傍（−３°Ｃ）で、例えば２００ミリテスラ（ｍＴ）以下の
弱磁場を印加してスキルミオン結晶を生成する。このらせん磁性体に、薄膜の表面に沿う
２
方向に例えば約５Ａ／ｃｍ の微弱な電流を流す。これにより、スキルミオン結晶の回転
や並進移動などが生じる。以下の実施例において図面を参照して詳細に説明する。
【実施例】
【００１８】
図１は、本実施形態に係るスキルミオン駆動観察用マイクロ素子の斜視図である。この
スキルミオン駆動観察用マイクロ素子１は、本発明によるスキルミオンの駆動状態をロー
レンツ顕微鏡により観察するために用意されたものである。スキルミオン駆動観察用マイ
クロ素子１は、ＦｅＧｅであるらせん磁性体１０と２つの電極１１、１２と電極１１およ
び電極１２の間に電流を流すための定電流源１３とを備える。
【００１９】
らせん磁性体１０の形状は、縦（図１において手前から奥行き方向）が１６５μｍ、横
（図１において左右方向）が１００μｍの長方形であり、厚さが縦方向の位置によって１
００ｎｍ〜３０μｍの範囲で異なる。図２は、らせん磁性体１０の縦方向の断面図である
。らせん磁性体の一端部は厚さ１００ｎｍの薄膜部１０ａとなっており、さらに、縦方向
に他端部に向けて１μｍ、２μｍ、３μｍと順に厚みを増し、以降、他端部での厚さが３
０μｍとなるように勾配を有している。薄膜部１０ａは、縦３０μｍ、横１００μｍであ
り、スキルミオンはこの部分で観察される。らせん磁性体１０の１００ｎｍよりも厚い部
分は、薄膜部１０ａを支持するために設けられたものであり、他の方法で薄膜部１０ａを
支持することができるならば、らせん磁性体１０はこのように厚みに勾配を有する形状で
ある必要はない。
【００２０】
電極１１および電極１２は、らせん磁性体１０を挟むように、らせん磁性体１０に両横
方向から接続される。電極１１および１２は、定電流源１３に接続されており、らせん磁
性体１０の薄膜部１０ａの表面に沿う方向に所望の大きさの電流を流すことができる。
【００２１】
次に、温度や磁場の大きさなどの条件を変え、このスキルミオン駆動観察用マイクロ素
子１のらせん磁性体１０の薄膜部１０ａを、ローレンツ電子顕微鏡で観察した結果を示す
。磁場を印加しない場合、すなわちゼロ磁場の場合、温度が−２６８°Ｃ〜２°Ｃの範囲
で図３に示すような周期７０ｎｍのストライプ構造が観測された。これは、らせん磁性体
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のらせん磁気構造を反映したものである。次に、１５０ｍＴの弱磁場を印加すると、−２
３°Ｃから−３°Ｃの温度範囲で、直径７０ｎｍのスキルミオンが三角格子状に並んだス
キルミオン結晶が誘起された。図４で白いドットとして表されるのは、それぞれ一つのス
キルミオンである。
【００２２】
図５は、らせん磁性体１０を構成するＦｅＧｅの温度および印加する磁場の条件を変え
て作成した磁気相図である。スキルミオンは、ＦｅＧｅのらせん磁性体を用いたことによ
り、室温の近傍（−３°Ｃ）を含む磁気相図上の広い範囲で安定的に存在する。なお、図
５の中の白ぬきの丸は、実験データを示している。「混合構造」として示した領域は、フ
ェリ磁性、無秩序のスキルミオン、および、らせん磁性を含む領域である。
【００２３】
さらに、誘起されたスキルミオン結晶に、定電流源１３により直流電流を印加すると、
微小な電流密度でスキルミオン結晶を駆動することが観察された。図６は、電流の印加に
よるスキルミオン結晶の移動を説明する図である。図６（ａ）は−２３°Ｃで電流密度が
ゼロのときのローレンツ顕微鏡画像である。スキルミオンが、均一な密度で整列しスキル
ミオン結晶を形成している。次に、この状態で、ＦｅＧｅマイクロ素子に電流を流す。図
２
６（ｂ）は、電流密度２６Ａ／ｃｍ の弱電流を流した場合のローレンツ顕微鏡画像であ
る。スキルミオンは、電流方向（図６（ｂ）の下方向）に並進移動し、図に示す破線の上
側には存在しなくなっている。
【００２４】
図７は、ローレンツ電子顕微鏡を用いた観察に基づくスキルミオンが並進運動する臨界
電流密度の温度依存性を示す図である。Ａ，Ｂ，Ｃで示される３つの折れ線は、異なる３
つの観察領域での測定結果を示すものである。温度の上昇とともに臨界電流密度は減少し
２
、スキルミオン結晶が存在している−３°Ｃで、約５Ａ／ｃｍ になる。
【００２５】
以上説明したように、弱静磁場によりＦｅＧｅのらせん磁性体中に誘起されたスキルミ
２
オン結晶を、約５Ａ／ｃｍ の微小な電流密度で駆動することができた。これは、従来の
強磁性体において磁壁を駆動する場合に比べて１０万分１以下の電流密度である。したが
って、強磁性体において磁壁を駆動する場合に比べ、はるかに低消費電力で駆動すること
ができる。
【００２６】
なお、らせん磁性体中にスキルミオンが存在すると、磁場および電流と直交する方向に
ホール電圧が生じるので、これを測定することによってスキルミオンを検出することがで
きる。このように、本発明のスキルミオン駆動方法は、将来のスキルミオンを用いた磁気
素子の開発に道を開くものである。
【００２７】
なお、本発明は、上記実施の形態にのみ限定されるものではなく、幾多の変形または変
更が可能である。たとえば、スキルミオンが誘起される材料としては、ＦｅＧｅのらせん
磁性体に限られず、スキルミオンが誘起される種々の材料に適用することができる。また
、スキルミオンが誘起される材料の厚さは１００ｎｍに限られず、むしろ、１ｎｍ付近ま
でより薄くすることによって、より安定したスキルミオンが得られ、より低い電流密度で
スキルミオンを駆動することが期待される。
【産業上の利用可能性】
【００２８】
本発明は、スキルミオンを従来の磁気記憶素子の磁壁の駆動方法と比べ、はるかに低消
費電力で駆動することができるので、高速な大容量磁気メモリ等への利用が期待される。
【符号の説明】
【００２９】
１
スキルミオン駆動観察用マイクロ素子
１０
らせん磁性体
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１０ａ
薄膜部
１１，１２
電極
１３
定電流源

【図１】

【図３】

【図４】
【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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