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情報記憶素子の仕組みをのぞきみた！
～次世代情報記憶素子の開発を加速～
ポイント
・電流と磁性で情報記憶する素子用材料の電気化学酸化反応を巨視的なスケールで可視化。
・熱電特性と導電性原子間力顕微鏡観察を組み合わせた新可視化手法を開発。
・次世代情報記憶素子の開発を加速。
概要
北海道大学電子科学研究所の太田裕道教授と釜山大学校（韓国）のジン・ヒョンジン准教授らの
研究グループは，電流と磁性で情報記憶する素子用の材料における電気化学酸化反応の可視化に成功
しました。これは，次世代情報記憶素子の開発を加速する画期的な研究成果です。
研究グループは，2013 年頃から酸素スポンジと呼ばれるコバルト酸ストロンチウム ＊1 薄膜の
酸化・還元反応を利用した電流と磁性で情報記憶する素子の開発に取り組み，2016 年には素子構造
の提案・試作に成功しましたが，情報切り替えの高速化という課題が残されていました。電気化学
反応において，時間に関する問題を解決するためには化学反応式のような原子のスケールではなく，
巨視的なスケールで材料の酸化・還元反応を可視化する必要があります。コバルト酸ストロンチウム
の場合，材料科学分野で一般に用いられる透過型電子顕微鏡観察を適用できません。本研究では，
熱電特性（電気抵抗率・熱電能＊2）の計測と導電性原子間力顕微鏡（導電性 AFM）＊3 観察を組み
合わせた新しい可視化手法により，コバルト酸ストロンチウム薄膜の電気化学酸化反応を巨視的な
スケールで可視化することに成功しました。
本研究成果は，コバルト酸ストロンチウム薄膜を用いた次世代情報記憶素子の開発を加速させる
だけでなく，透過型電子顕微鏡観察が適用できない材料の電気化学酸化・還元反応の可視化を可能に
します。
なお，本研究成果は，2019 年 10 月 22 日（火）公開の Advanced Materials Interfaces 誌にオンラ
イン掲載されました。

コバルト酸ストロンチウム SrCoOx の結晶構造図
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【背景】
化学式 SrCoOx（2.5 < x < 3）で表されるコバルト酸ストロンチウム（1 ページ目図）は，酸素量 x
により電気的・磁気的性質が大きく変化することが知られています。具体的には，x が 2.5 の場合は
電気的に絶縁体で磁石につきませんが，x が 3 の場合は金属のように電気を流し，磁石につきます。
2013 年，オークリッジ国立研究所（アメリカ）のジン・ヒョンジン氏（現・釜山大学校（韓国）
准教授）と，北海道大学電子科学研究所の太田教授らの研究グループは，比較的低温である 200℃
程度でも SrCoOx 薄膜の酸素量 x を制御できることを発見しました（参考文献[1]）。その後，太田
教授らは，コバルト酸ストロンチウムの酸化・還元反応を利用した電流と磁性で情報記憶する素子を
提案・試作することに成功しました（参考文献[2][3]）
コバルト酸ストロンチウム薄膜を使用した情報記憶素子を，磁石につかない絶縁体から磁石につく
金属に切り替えるためには数秒程度かかります。化学反応式では，酸素量 x が 2.5 の SrCoOx の酸化・
還元反応は，SrCoO2.5 + 0.5O2− ⇌ SrCoO3 + 電子 と表され，時間に関する情報は含まれていません。
しかし，実際の情報記憶素子の大きさは原子のスケールよりもはるかに大きいため，時間に関する
情報が必要不可欠です。そのため，まず，巨視的なスケールで酸化・還元反応を可視化する必要が
ありました。
【研究手法】
材料科学分野において，一般に巨視的スケールの可視化には，透過型電子顕微鏡観察が用いられま
す。しかし，コバルト酸ストロンチウムは電子線照射に対する耐性が低く，観察中に容易に酸素量 x
が変化してしまうため，真空や電子線を用いる透過型電子顕微鏡観察を適用できないという問題が
ありました。
この問題に対し，本研究では，熱電特性と導電性原子間力顕微鏡観察を組み合わせた新しい可視化
手法を開発しました。まず，1cm×1cm の面積の SrCoO2.5 薄膜を図 1 のように電気化学的に酸化し，
酸化度合が異なる 6 種類の薄膜試料を作製しました。次に，これらの薄膜試料の熱電特性（電気抵抗
率・熱電能）を計測しました。研究グループは，得られた熱電特性を解析することにより，酸化反応
が層状に起こるのか，それとも柱状に起こるのかを明らかにできると考えました。最後に，熱電特性
の計測・解析から得られた知見をサイズを含めて分析するために，導電性原子間力顕微鏡観察を行い
ました。
【研究成果】
図 2 に電気抵抗率と熱電能の計測結果をまとめて示します。SrCoO2.5 層と SrCoO3 層が層状に重な
った「層状成長モデル」を仮定した場合，点線のようになるため実測値を再現することはできません
が，
「柱状成長モデル」を仮定すると実験データをほぼ完全に再現することができました。つまり，
SrCoO2.5 薄膜の電気化学酸化反応は柱状に起こることがわかりました。
次に，大きさに関する情報を直接取得するために，導電性原子間力顕微鏡観察を行いました（図 3）。
走査範囲は 2μm×2μm です。形状像には大きな変化は見られませんが，電流像には直径 100nm
ほどの大きさの電気が流れる領域が酸化度合の増加につれて増えていく様子が見られます。
以上により，コバルト酸ストロンチウム薄膜の電気化学酸化反応を巨視的なスケールで可視化する
ことに成功しました。これは，新しい情報記憶素子の開発を加速させる画期的な研究成果です。
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【今後への期待】
電気化学酸化・還元反応を利用した素子（電池も含む）において，反応の様子を可視化することは
非常に重要な研究課題です。本研究で提案した熱電特性（電気抵抗率・熱電能）の計測と導電性原子
間力顕微鏡観察を組み合わせた可視化の新手法は，コバルト酸ストロンチウム薄膜を用いた次世代
情報記憶素子の開発を加速させるだけでなく，透過型電子顕微鏡観察を適用できない材料の電気化学
酸化・還元反応の可視化に大きく貢献するものと期待されます。
なお，次世代情報記憶素子の提案・試作については，アメリカ特許（US 10,032,892 B2）として
権利化済みです。
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【参考図】

図 1．酸化度合を変化させた SrCoOx 薄膜の作製。巨視的なスケールで酸化・還元反応を可視化する
ため，1cm×1cm の面積の SrCoO2.5 薄膜を電気化学的に酸化し，酸化度合が異なる 6 種類の薄膜
試料を作製。

図 2．酸化度合の異なる SrCoOx 薄膜の熱電特性。電気抵抗率と熱電能の計測結果（●印）を，SrCoO2.5
層と SrCoO3 層が層状に重なった層状成長モデルを仮定して解析することはできないが（黒点線）
，
柱状成長モデルを仮定すると実験データをほぼ完全に再現できる（青実線）。つまり，SrCoO2.5
薄膜の電気化学酸化反応は柱状に起こることがわかった。
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図 3．酸化度合の異なる SrCoOx 薄膜の導電性原子間力顕微鏡観察の結果。走査範囲は 2μm×2μm。
形状像（左側）には大きな変化は見られないが，電流像（右側）には直径 100nm ほどの大きさ
の電気が流れる領域が酸化度合の増加につれて増えていく様子が見られる。
【用語解説】
＊1 コバルト酸ストロンチウム … 酸素スポンジと呼ばれる化学式 SrCoOx（2.5 < x < 3）で表される
酸化物。酸素量 x が 2.5 の場合は電気を通さない絶縁体で磁石につかない性質を示すが，酸化により

x が 3 になると，金属のように電気を通し磁石につくようになることから，新しい情報記憶素子の
材料として期待されている。
＊2 熱電能 … 熱起電力の温度係数のこと。Seebeck（ゼーベック）係数とも呼ばれる。半導体や金属
の両端に温度差を与えると，温度差に比例した電圧が発生する。熱を電気に変える熱電変換材料の
性能評価に利用されるが，本研究では導電率とともに計測することで，材料組織に関する情報を得る
ために使用した。
＊3 導電性原子間力顕微鏡（導電性 AFM） … 白金などの金属をコーティングしたカンチレバーと
呼ばれる探針を材料表面上で走査しながら，探針に電圧を印加することで材料の導電性を数 10nm 程
度の分解能で計測できる特殊な顕微鏡。
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