磁気ヘッドに最適な高性能TMR素子を開発
超高密度ハードディスク用磁気ヘッドに目処
酸化マグネシウムをトンネル障壁に用いたトンネル磁気抵抗 (TMR) 素子を開
発した。この TMR 素子は、低い素子抵抗とともに室温で 140% という巨大
な磁気抵抗比を持つもので、次世代の超高密度ハードディスク用の磁気ヘッド
への応用が期待される。
We have developed a high-performance magnetic tunnel junction (MTJ) device
with magnesium-oxide as a tunneling barrier.

The MTJ device shows low junction

resistance and huge magnetoresistance ratio up to 140% at room temperature.
It is expected that the MTJ device is applied to highly sensitive read head for
ultrahigh-density hard disk drive (HDD) of the next generation.
磁気ヘッドの発達と現状
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図 1 ハードディスクの仕組み
(a) ハードディスクは大きく分けて記録媒体 ( ディスク ) と磁気ヘッドで構成されている .(b) 磁気ヘッ
ドは , 読み出しヘッドと書き込みヘッドから成り立っている .
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図 2 トンネル磁気抵抗（TMR）素子の仕組み
（a）上下の電極の磁化の向きが平行なとき素子の電気抵抗は低く、
（b）反平行な
とき素子の電気抵抗は高い値を持つ。この現象を TMR 効果といい、電気抵抗の
変化率を百分率で表したものが磁気抵抗比である。

図 3 TMR 素子の応用に必要な特性
磁気抵抗比は高ければ高いほど良い。1µm2 当たりの素子抵抗
は、磁気ヘッド用では 0.1 〜 4 Ω、MRAM 用では数 10 〜数
キロΩの範囲にあることが必須である。
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図 4 MgO 障壁 TMR 素子の断面の電子顕微鏡写真

関連情報
● 共同研究者 : 恒川孝二 ,David Djayaprawira, 前原大樹（アネルバ）.
● プレス発表 2005 年 3 月 31 日：http://www.aist.go.jp/aist̲j/press̲release/
pr2005/pr20050331/pr20050331.html
● D. Djayaprawira et al.: Appl. Phys. Lett., vol.86, no.9, p.092502（2005）.
● 日経エレクトロニクス 5 月 9 日号 ,p.49（2005）.

産 総 研 TODAY 2005-07

29

