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要　旨
NECはスピントロニクス素子を使った不揮発ロジック技術により、利便性と待機電力ゼロを両立した電子機器
を目指しています。その技術をエネルギーマネジメントシステムなどで使われる無線センサ端末に適用するこ
とで電池交換間隔を大幅に伸ばし、実質的なメンテナンスのフリー化を目指しています。

キーワード

●スピントロニクス  ●不揮発  ●省エネルギー  ●論理回路  ●エネルギーマネジメントシステム（EMS）  

1. まえがき

地球環境を保護し、持続可能な社会を実現するための対策
として、更には東日本大震災以降の電力不足への対策として、
省エネルギー技術に対する期待が非常に高まってきています。
そのなかでも、電子機器の待機電力は本質的には不要なもの
なので、限りなくゼロに近づけることが求められています。
電子機器の待機電力は、コンセントを抜くことによりユー
ザー側でも対策は可能ですが、機器の利便性が犠牲になりま
す。NECは、ここで紹介する不揮発ロジック技術を使って、
電子機器の待機電力ゼロと利便性の両立を目指しています。
この技術の適用先としてはエネルギーマネジメントシステ
ム（Energy Management System：EMS）の端末機器も想定して
います。本特集号でも取り上げているように、弊社では各種
端末用機器を使って、EMSを提供しています。端末機器の消
費電力を下げることは、EMSの導入による節電効果を帳消し
にしないためにも必要ですが、更に重要な意味があります。
まず、センサ端末は、そのEMSにとってセンシングすべき物
理量（温度や消費電力など）が、センシングできる場所に配
置することが何よりも優先されます。このため、電池駆動で
センサ情報を無線で伝送するものを使用し、配置の自由度を
上げる場合があります。電子機器の待機電力ゼロが実現する
と、このようなセンサ端末の電池交換の間隔を延ばすことが
できます。電池交換の間隔を10年以上にできれば、システム
によっては実質上の電池交換不要（メンテナンスフリー）と
言え、センサ端末の配置において電池交換作業をも考慮しな
くてもよくなり、より高度で多様なEMSを実現できるように
なります。

第2章ではまず不揮発ロジック技術がシステムの中でどのよ
うに利便性と電力削減を両立するかについて説明します。一
方、不揮発ロジック技術の核となる不揮発性素子技術はスピ
ントロニクスです。これは、従来使われてこなかった電子の
微細な磁石としての性質を利用したものです。その動作原理
については第3章で説明します。第4章では、これまで開発し
てきた不揮発ロジック技術の開発成果について述べます。

2. 不揮発ロジック技術の効用

図図1 に電子機器の構成例を示します。ユーザーが電源をオ
フにしたつもりでも、多くの電子機器は待機電力を消費して
います。その理由は、それまでの計算の途中結果を論理回路
の中に保持するためです。一方、待機電力を無くすために、
フラッシュメモリやハードディスクのような、電源をオフに

図1   電子機器の構成例
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図2   不揮発ロジック技術による両立

しても記憶が消えない不揮発メモリへ途中結果を退避すると、
退避したものを復帰させるための時間も必要となり、電源を
オンにしてから実際に使えるようになるまでの時間が長くな
り、利便性が低下してしまいます。 図2 に示すように、利便
性と待機電力のどちらかを優先させているのが現状です。利
便性のために必要な途中結果は、高速メモリとロジック回路
の両方に残っており、これらが電源をオフにしても前の状態
を覚えているようにすると（すなわち不揮発にすると）、待
機状態で電源を完全に切って待機電力をゼロにしても電源復
帰時の待ち時間が不要なため、復帰時の利便性の低下が起き
ないようにすることができます。
不揮発のロジック回路は、退避及び復帰動作が不要なため、
人間が感じ取れる限界を基に設定された映画1コマの間隔（約
0.04秒）よりも、更に100分の1以下の短時間に電源のオン/オ
フ動作が可能となります。これにより、ユーザーに気付かれ
ることなく、機器が自分自身で判断して、こまめに電源を切
ることができ、結果として大幅な節電が可能になります。例
えば、ユーザーが“ABC”とキーボードを打つ“A”と“B”
の間でも、電子機器の内部ではこまめに不要な場所の電源を
オフにして節電をすることが可能になります。EMS用のセン
サ端末の場合も、扱う温度や照度などは人間の動作と同様に、

不揮発ロジック回路の動作と比べると非常に変化が遅いので、
同様の節電効果を得ることができます。
ここまで、ロジック回路の不揮発化について、最適な動作
が行われることを想定しながらその利点を述べました。しか
し、今の電子機器のソフトウェアは、ロジック回路の途中経
過は電源を切った際に失われることを前提に作られています。
したがって、不揮発ロジック技術を完成させるには、単なる
素子、回路技術だけではなく、ソフトウェアや制御アルゴリ
ズムに至るまでの総合的な技術開発が必要となります。

3. スピントロニクス

次に、不揮発ロジックの素子技術を説明します。 図3 にス
ピントロニクスの概念図を示します。電子はマイナスの電荷
と微細な磁石という2つの性質を持っています。電子機器の基
盤となる電子技術（エレクトロニクス）では、このスピンと
呼ばれる微細な磁石の性質を積極的には使ってきませんでし
た。最近、磁性体材料技術が大きく進歩したことを受けて、
スピンの性質を積極的に利用しようとする電子技術であるス
ピントロニクスが進展しています。スピントロニクス素子及
び回路技術の開発においては、弊社は国家プロジェクトであ
る、内閣府の最先端研究開発支援プログラム（題名：「省エ
ネルギー・スピントロニクス論理集積回路の研究開発」、中
心研究者：東北大学 大野 英男教授）に参加し、最先端の研究
開発を行っています。
スピントロニクス素子の特徴は、電源をオフにしても前の
状態を覚えていることができる不揮発素子でありながら、書
き換え回数制限がないことです。従来のロジック回路内で使
われている不揮発記憶素子は、フラッシュメモリに代表され
るように内部で使っている高電圧が素子にダメージを与える
ことから、書き換え回数が10万回程度に制限されていました。
これは、デジタルカメラのメモリカードとして使用する分に
は、ユーザーが10万回もシャッターを切ることはないので問
題ありませんでしたが、電子機器の中で電子機器自身を制御

図3   電子が持つ2つの性質
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するロジック回路を不揮発化するための素子の書き換え回数
としては不十分でした。微細な磁石の向きで記憶を保持する
スピントロニクス素子は、低電圧下の小さな電流で書き換え
ることができるので、素子にダメージがなく、書き換え回数
の制限が必要ありません。
弊社では、不揮発ロジック技術において利用するスピント
ロニクス素子として、 図図4 に示すような磁性体に対して垂直
な磁化を持つ垂直磁壁素子を開発しています。「自由層」と
呼ばれる磁性体の両端の磁化が、「固定層」と呼ばれる磁性
体によって反対方向に固定されているため、自由層の中央付
近に磁化の方向が急激に変化する場所ができます。これを磁
壁と呼びます。磁化が固定されていない範囲で、磁壁の位置
が右側にあるか左側にあるかで“1”か“0”のデータを記憶
させます。データの書き換えは電流によって行います。
磁性体の両端から電流を流し込むと、電流と逆方向に電子
流が生じます。電子のスピン同士は同じ方向を向きたがる性
質があるため、自由層において電子が流れこんでくる側の磁
化方向の領域が広くなります。このとき、あたかも電子の流
れに押されて、磁壁が移動したかのように見えます。この磁
壁移動技術は、 図5 に示すように1個1個の電子が持っている
磁石の性質同士の相互作用と、電子がマイナスの電荷を持つ

図4   垂直磁壁素子の磁壁移動

図5   スピン相互作用による磁化反転

からこそ流れる電流を利用しており、まさに典型的なスピン
トロニクス技術です。
垂直磁壁素子の“1”、“0”のデータは、ロジック回路の
中では抵抗値に変換されて読み出されます。この読み出しの
ための素子も、磁気トンネル接合（Magnetic Tunnel Junction：
MTJ）と呼ばれるスピントロニクス技術を使ったものです。
不揮発ロジック回路は、一般的な集積回路の上にスピント
ロニクス素子を作り込むことで実現します。これは、ロジッ
ク回路の中に自由に不揮発の記憶機能を持った素子を組み込
めるということになります。従来は、メモリとロジック回路
を分離することが、情報処理に関するコストパフォーマンス
を上げると考えられ、主流となっていました。ところが、不
揮発のロジック回路とメモリを一体的に作れるようになるこ
とは、情報処理の仕組みの主流を変える可能性があり、集積
回路技術の中にとどまらず電子機器の主流の構成を変える可
能性があると考えられています。

4. 不揮発ロジック回路技術

弊社は最先端プログラムの中で、CPU内で使用される電子
回路（Content Addressable Memory（CAM）：連想メモリプロ
セッサ）において、世界で初めて、既存回路と同等の高速動
作と、処理中に電源をオフにしてもデータを回路上に保持で
きる不揮発動作を両立する技術を、開発・実証しました。弊
社が以前から開発を進めている前述の垂直磁壁素子を利用す
ることで、一時保存用メモリのデータ参照に必要な回路であ
るCAMで処理中のデータをメモリに記憶することなく、CAM
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写真   140nm幅の垂直磁壁素子を適用した連想メモリプロセッ
サ回路

の電源をオフにしてもそのままの状態で回路上に保持するこ
とを実現しました。 写写真 は垂直磁壁素子を適用した連想メモ
リプロセッサ回路です。
不揮発ロジック技術の動作実証にCAMを選んだのは、CAM
の回路がロジック回路とメモリ回路の混合でできており、こ
の動作を実証すれば、CPU全体の不揮発化も見えてくると考
えたためです。
このCAMの特長は、従来と同等の高速なデータ検索が可能
であることです。高速性を保ったままCAMを不揮発化するた
めに、半導体の1つのセル内に、スピン方向が互いに逆となる
2個のスピントロニクス素子を接続しました。回路の構造上、
2つの素子の直列接続ができず各素子へのデータの一括書き込
みが困難な他のスピントロニクス素子に比べ、今回開発した
垂直磁壁素子では、書き込み電流経路と読み出し電流経路を
分けることで、2つの素子を直列接続し、1度に書き込み可能
になっています。
これにより、素子ごとに必要であった書き込みスイッチの
うち1つが省略可能となり、セルをコンパクト化できるととも
に、CMOSトランジスタのみで構成した従来のCAMと同等と
なる5nsの高速な検索時間と低消費電力も実現しました。

5. むすび

このように電子機器の中をすべて不揮発にする不揮発ロ

ジック技術の開発は進んでいます。今後、弊社は、素子技
術・回路技術を東北大学と連携して完成させることを目指し
ます。一方、電子機器全体が不揮発であることを生かした制
御アルゴリズムやソフトウェア開発についても既に取り組み
を始めています。開発成果は順次、公表してまいります。
不揮発ロジック技術はユーザーが直接使用する電子機器に
おいては、省エネルギーと利便性を両立するものです。一方
で、EMSにおいては、電池交換の制約がなくなり、センサ端
末の配置を最適化でき、その性能を向上させることができま
す。このように、情報通信分野において省エネルギーに貢献
する不揮発ロジック技術を、弊社では2015年までに完成させ、
提供することを目指して開発してまいります。
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