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プロジェクト概要
   作成日 平成２０年７月２日 

プログラム名 IT イノベーションプログラム、ナノテク・部材イノベーションプログラム 

プロジェクト名 スピントロニクス不揮発性機能技術プロジェクト プロジェクト番号 P０６０１６ 

担当推進部／担当者 電子・情報技術開発部／ 水野紘一 秋山純一 

０．事業の概要 強磁性金属のナノ構造体を基本とし、超高集積で高速な不揮発性メモリとして期待

されるスピン RAM 実現のための基盤技術、および新ストレージ・メモリデバイス、不揮

発性スピン光機能素子、スピン能動素子等の新しい動作原理によるスピン新機能素子

の実現のための基盤技術を確立する。また、これらスピントロニクス技術を応用したデバ

イスを高度化する磁性材料の開発を行う。 

Ⅰ．事業の位置付け・

必要性について 

スピントロニクス技術は現在のエレクトロニクスを覆す潜在能力を持つ新技術として

期待されており、今後の研究開発により将来の中核的な基盤技術に育っていく可能性

が高い。この技術を用いたデバイスに関しては、NEDO が平成 16 年度に作成した「技

術戦略マップ（技術ロードマップ）」のストレージ・メモリ分野および半導体分野において

その重要性が指摘されている。 
本プロジェクトでは、スピントロニクス技術の 大の特長である磁気ヒステリシス効果

を用いる不揮発性機能により、超ギガビット級の究極の不揮発性メモリであるスピン

RAM から、現行ハードディスクの限界を超える新ストレージデバイス、そして電子情報

機器の革命的な超低消費電力化を可能とするスピントランジスタなどの多種多様なスピ

ン不揮発性デバイス実現のための基盤技術を確立する。これにより、我が国半導体産

業の競争力強化、及び情報通信機器の低消費電力化に資することを目的とする。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 事業の目標 

平成 22 年度までに、超高集積で高速な不揮発性メモリとして期待されるスピン

RAM のための基盤技術を確立する。また、新ストレージ・メモリデバイス、不揮発

性スピン光機能素子、スピン能動素子等の新しい動作原理によるスピン新機能素

子の実現のための基盤技術を確立する。 

 事業の計画内容 主な実施項目 H18fy H19fy H20fy H21fy H22fy  

  

①スピン RAM 基盤技

術 
（１）低電力磁化反転

TMR 素子技術 

 

     

  

②スピン新機能素子設

計技術 
（１）新ストレージ・メモリ

デバイス設計技術 

 

     

  

②スピン新機能素子設

計技術 
（２）不揮発性スピン光

機能素子設計技術 

 

     

②スピン新機能素子設

計技術 
（３）スピン能動素子設

計技術 

 

     

  
③スピントロニクス不揮

発性機能技術に係わ

る調査研究 

 
     

 開発予算（百万円） 会計・勘定 H18fy H19fy H20fy H21fy H22fy 総計

  一般会計 1184 742 518   2444

  特別会計 － － － － － － 

  総予算額 1184 742 518   2444

 開発体制 経済産業省原課 商務情報政策局 情報通信機器課 
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  プロジェクトリーダー 安藤功兒 （独立行政法人 産業技術総合研究所 
エレクトロニクス研究部門 副研究部門長）

  
委託先（＊委託先が管

理法人の場合は参加

企業数も記載） 

株式会社東芝 
日本電気株式会社 
富士通株式会社 
独立行政法人産業技術総合研究所 
国立大学法人東北大学 
国立大学法人大阪大学 
国立大学法人京都大学 
財団法人新機能素子研究開発協会 

 

情勢変化への対応 （１） 実施計画の前倒し（前倒し加速） （平成 18 年 9 月～12 月） 
当初計画では、各研究開発テーマにおける技術開発のマイルストーンを時系列

に設定しており、確実性の高い計画としていた。一方、スピントロニクス技術分野

においては、開発競争の進展が早く、他研究グループに先行して研究開発を推

進するためには、同時に複数の研究開発課題に取り組み、開発効率を高めるべ

きであると判断された。これにより平成 19 年度に計画されていた設備導入を含む

研究開発内容を前倒して実施し、TMR 材料の開発と共に並行して、TMR 素子構

造となる積層構造の検討を進めた。また、新ストレージ・メモリデバイス設計技術に

おいても、素子の細線化を前倒しして早期に着手した。 
対象とした研究開発項目： 
①スピン RAM 基盤技術（１）低電力磁化反転 TMR 素子技術 
②スピン新機能素子設計技術（１）新ストレージ・メモリデバイス設計技術 
 
（２） 実施内容追加（研究加速資金投入）（平成 19 年 11 月及び平成 20 年 2 月）

平成 19 年春から夏にかけて、RAM を 終目的とした TMR 素子開発が相次いで

明らかになり、また、平成20年に入り、韓国の半導体メモリメーカがスピンRAM開

発開始を正式に発表した。スピン注入型 MRAM の開発において、世界的な競争

が激化したため、手遅れにならないよう、加速資金を投入し、スピン RAM 実用化

時の基盤技術である特性ばらつき低減に関する研究開発を強力に推進した。 
対象とした研究開発項目： 
①スピン RAM 基盤技術（１）低電力磁化反転 TMR 素子技術 
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Ⅲ．研究開発成果について ①スピン RAM 基盤技術（１）低電力磁化反転 TMR 素子技術 
スピンバルブ構造 TMR 素子にいて４１０％の TMR 比と、3 x 105A/cm2 のスピン注

入磁化反転電流を得た（平成 20 年度 6 月時点）。中間目標値（500％のTMR 比、

5 x 105A/cm2 のスピン注入磁化反転電流）に対して、スピン注入磁化反転電流は

既に実現しており、TMR 比に関しても平成 20 年度中には達成する予定である。

なお、これらはいずれも世界 高性能の数値である。 
②スピン新機能素子設計技術（１）新ストレージ・メモリデバイス設計技術 
（新メモリデバイス） 
TMR 素子と一体化した素子試作プロセスを構築し、メモリ素子を試作評価するこ

とで、電流駆動書き込み、磁気抵抗効果読み出しのメモリ基本動作を確認した。

これにより中間の目標（メモリへの情報書き込み・読み取り動作の確認）を達成し

た。この際、スピン偏極電流により、電流密度1×108A/cm2台で移動速度60m/sec
の磁壁移動を実現しており、実用化時のデバイス仕様を想定し、サブテーマ内で

定めた平成 20 年度末における数値目標（電流密度 1×108A/cm2 台、移動速度

30m/sec）も達成した。 
（新ストレージデバイス） 
NiFe 強磁性金属細線中に、書込電流磁界のシーケンシャル印加により複数磁壁

を形成し，駆動電流印加により複数磁壁の同一方向への同時移動を磁気力顕微

鏡（MFM）により確認した。また、移動磁壁の読取部に関しては TMR 効果を用い

た読取部を形成し，磁壁移動検知素子として十分な再生感度が得られることを確

認した。これにより、平成 20 年度末までには中間目標（TMR 効果を用いた読み

取り部と組み合わせた素子における複数磁壁の一斉移動の確認）を達成する見

込みである。なお、磁壁移動現象の評価を行い、3×107 A/cm2 の電流密度で 38 
m/s の高速磁壁移動を実現しており、実用化時のデバイス仕様を想定し、サブテ

ーマ内で定めた平成20年度末における数値目標（電流密度5×107 A/cm2、移動

速度 30m/sec）は達成した。 
②スピン新機能素子設計技術（２）不揮発性スピン光機能素子設計技術 
強磁性金属ナノ構造を含む光導波路構造の作製技術を開発し、これを用いて強

磁性金属ピラーの磁化情報を導波路光の伝播損失として検出することに成功し

た（読み出し動作の確認）。また、偏光制御光パルスを用いた情報の書き込み評

価手法を構築した。これにより平成 20 年度中に書き込み機能を実証し、中間目

標（高速不揮発性光メモリの基本動作を確認）を達成する予定である。 
②スピン新機能素子設計技術（３）スピン能動素子設計技術 
（スピントルク方式スピントランジスタ設計技術） 
スピントルクダイオード効果を利用した素子を作製し、電圧および電力増幅率 1.2
を室温で得た。また、磁壁移動を用いたスピントランジスタ構造を考案・試作し、そ

の三端子素子としての基本動作を確認した。これにより中間目標（スピントルクダ

イオード効果を利用する新増幅素子を提案・試作し、その基本動作を確認）を達

成した。なお、スピントルクダイオード効果を利用した素子における、室温での増

幅動作確認は、世界的に誇れる顕著な成果である。 
（ハーフメタル電極方式スピントランジスタ設計技術） 
TMR 素子単体で 753%の TMR 比を観測し、磁化およびゲート電圧の ON/OFF
に伴うトランジスタ信号の検出に成功した。平成 20 年度中には、中間目標

（1000％以上の TMR 比に相当する高スピン偏極ハーフメタル材料を実現するとと

もに、これを用いたスイッチング機能を持つ三端子構造を提案・試作し、その基本

動作を確認）を達成する予定である。 

 投稿論文 査読付き： 23 件、その他： 0 件 

学会発表 
（含技術講演）

国際学会等： 74 件（うち招待講演 38 件） 
国内学会等： 72 件（うち招待講演 14 件） 

 
特許 

出願済： 86 件（うち国際出願 17 件） 
登録： ０ 件（うち国際出願 0 件） 
実施： ０ 件（うち国際出願 0 件） 

Ⅳ．実用化・事業化の見通

しについて 
（非公開情報） 
非公開情報につき、公開版では記載しない。 
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Ⅴ．評価に関する事項 事前評価 平成 17 年度実施 （担当部：電子・情報技術開発部） 

 中間評価以降 平成 20 年度 中間評価実施予定 

Ⅵ．基本計画に関する事項 作成時期 平成 18 年 3 月制定 

 変更履歴 平成 20 年 7 月改訂 
   

 



 
「スピントロニクス不揮発性機能技術プロジェクト」全体の研究開発実施体制 
 

NEDO 技術開発機構 

プロジェクトリーダ：
 所属： （独）産業技術総合研究所 エレクトロニクス研究部門 
 役職：副研究部門長 
 氏名：安藤 功兒 

株式会社 東芝
 ①-(1)低電力磁化反転TMR素子技術

日本電気 株式会社
 ②-(1)新ストレージ・メモリデバイス設計技術

富士通 株式会社
 ②-(1)新ストレージ・メモリデバイス設計技術 

(独)産業技術総合研究所
 ①-(1)低電力磁化反転TMR素子技術 
 ②-(2)不揮発性スピン光機能素子設計技術 
 ②-(3)スピン能動素子設計技術 

東北大学 
 ①-(1)低電力磁化反転TMR素子技術 
 ②-(3)スピン能動素子設計技術

大阪大学 
 ①-(1)低電力磁化反転TMR素子技術 
 ②-(3)スピン能動素子設計技術

京都大学 
 ②-(1)新ストレージ・メモリデバイス設計技術

(財)新機能素子研究開発協会
 ①②スピントロニクス不揮発性機能技術に係わる調査研究 

(委託) 

(再委託) 電気通信大学
 ①-(1)低電力磁化反転TMR素子技術 
   (マイクロマグネティクス解析) 

(再委託) 電気通信大学
 ②-(1)新ストレージ・メモリデバイス設計技術 
   (ダイナミクス理論)
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    「スピントロニクス不揮発性機能技術プロジェクト」

                    （中間評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
本事業は、スピントロニクスを利用した情報機器の低消費電力化を目指すもので

あり、その意義は極めて大きく、成果の長期的かつ広範な応用分野への社会還元に

も資するものとして高く評価できる。特に、「スピン RAM 基盤技術」については、

3x105A/cm2という低電流密度での磁化反転の達成をはじめ、世界トップレベルのめ

ざましい成果を挙げており、高く評価できる。また、プロジェクトリーダーの強力

なリーダシップのもと、多数回の定期的技術討議会等により産学官の緊密な連携協

力が図られ、産学官が各々の特長に応じた適切な分担体制をとることにより研究開

発が極めて効率的に推進され、高い水準の中間目標がほぼ達成されたことは極めて

高く評価される。 
一方、「スピン新機能素子設計技術」については、いくつかの新しい技術的進展が

見られ、所期の成果を達成したと評価できる。しかし、光機能素子・能動素子等の

一部のテーマには実用化への方向性が不明確なものもある。また、競合技術に対す

る利点が不明確な部分が見受けられた。 
今後、半導体集積回路技術の進展によりデバイスサイズの縮小が予想され、新た

なフェーズの問題点が出る可能性があるので、早めの検討が望まれる。 

世界のライバル（米国、韓国）が追随して来ているので、テクノロジー及び開発

スピード面で、世界 No.1 の地位を維持できるように今後の開発を期待する。 

 
２）今後に対する提言 
「スピン RAM 基盤技術」については、めざましい成果を挙げているが、米国や

韓国など外国勢の激しい追い上げが始まっているので、資金を追加するなど十分な

手当を行い、本技術が産業的にデファクトスタンダードをとるところまで、思い切

った研究開発の加速を図るべきである。その際、技術的優位性の確保に努め、要素

技術について隙無く特許権利化を図ることが戦略的に重要である。ただし、コスト

比較はビット歩留でなくチップ歩留のクリアを目指し、そのための問題点抽出を早

めに行って頂きたい。また、 小加工寸法は 70nm 世代への適用が開発ターゲット

になっているが、45nm 世代、32nm 世代への微細化を視野に入れた戦略が必要で

ある。 
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「スピン新機能素子設計技術」については、本事業成果を萌芽としたスピントロ

ニクスの新たなパラダイム創出にも期待が持たれ、「スピン RAM 基盤技術」開発研究

に寄与する部分も多々あると考えられる。また、学術的にも新規性の高い未踏技術

分野であることから、高度の研究設備が必要となるうえに開発リスクも高く、公的

資金投入による研究推進が必要と考えられるため、引き続き研究の発展・拡大を期

待する。ただし、磁壁応用デバイスに関しては、不揮発デバイスとしての基本特性

（データ保持特性、書き換え回数等）の評価を充実させ、評価結果にしたがって研

究開発方針を柔軟に見直すべきである。 

 後に、日本製品が海外製品と戦って行く上で、インスタント・オン・コンピュ

ータは重要武器・キーワードになる。世界初のインスタント・オン・コンピュータ

製品が実現されるように、スピン RAM の実用化を加速する取組みが必要と考える。 

 
２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
本事業は、原子オーダで制御された異種物質の複合化とナノメートルオーダの構

造付与により、スピン情報の不揮発性を種々の情報機器の極限的な低電力化と高機

能化に供するものであり、ナノテク・部材イノベーションプログラム及び IT イノベ

ーションプログラムの目標達成に多大な寄与をなすものと評価される。しかしなが

ら、本事業のテーマは民間企業単独で取り組むにはあまりにリスキーであるので、

関連する基盤技術の研究開発実績を有する産官学が一体となって、日本オリジンで、

かつ、世界トップのテクノロジーを開発・確立することの意義は大きい。さらに、

本研究は一般エンドユーザの利便性を高めると共に顕著な省エネルギー効果も見込

まれる等、社会に与えるインパクトは極めて大きく公共性・公益性も高いと判断さ

れる。従って、NEDO 事業として妥当である。 
なお、次世代の新しいスピン機能デバイス開発は息の長い研究開発であることを

認識して、長期的視野に立った研究開発の推進が望まれる。 

 
２）研究開発マネジメントについて 
開発目標は、数値データ指標で世界トップの目標設定がなされているテーマが多

く、社会情勢や科学的な進展の現状を十分に反映したものとなっており優れている。

事業体制に関しては、各分野におけるトップ機関が集められており、委託先の産学

官諸機関が個別に有する特長が NEDO のマネジメントのもと有機的に結集された

ことにより、極めて高い研究成果に繋がったものと評価される。スケジュール的に

も、極めてアグレッシブなものとなっており、計画通り進めば社会へのインパクト

は極めて大きい。 
 一方、「スピン新機能素子設計技術」に関しては、既存の競合技術の動向を踏まえ

た上で、 終製品としてのイメージを明確にした目標策定が必要である。また、一
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部のテーマ（特に光素子）は基礎研究段階にとどまっており、研究費配分も少ない

ことから、このままでは十分な成果が期待できないので、今後の進め方についての

検討が必要である。 
今後は、競合している新技術の研究・開発の動向をウォッチし、状況に応じた技

術予想との比較が必要である。 
 
３）研究開発成果について 
成果は目標値を概ね高い水準でクリアしており、特に「スピン RAM 基盤技術」

については、世界トップレベルの成果を挙げている。 終目標の達成可能性も十分

ある。磁壁ストレージと光機能素子・能動素子等の一部のテーマにおいて、若干目

標値を下回っている部分もあるが、達成の目途が立っており、問題はない。なお、

TMR 比、スピン注入反転電流密度値もに目標達成できる材料系の探索がひきつづき

必要である。 
また、「スピン新機能素子設計技術」特に、光機能素子については、世界の技術動

向に比べて、成果がどの程度の水準にあるのかを明確にして、研究開発をすすめる

ことが望ましい。 
なお、中間目標には設定されていないが、磁壁応用デバイスに関しては、不揮発

素子としての基本的特性を十分に確認することが望ましい。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
本事業自身の実用化に関して課題は明確になっており、実用化の見通しが立って

いると考える。特に、「スピン RAM 基盤技術」に関しては、詳細な市場動向分析に

基づき適正な課題設定がなされており、実用化の可能性が高く、その見通しも立て

られている。また、本事業はイノベーションにつながる成果が得られており、波及

効果も大きい。 
一方、事業化に関しては、実用化の可能性が高い「スピン RAM 基盤技術」にお

いてさえ、DRAM を代替できるかについて不透明性があるなど、実際の事業化まで

のシナリオは不確定要素があるため、アプリケーション周辺技術の成熟を伴う現実

的な事業化シナリオが必要である。 
なお、事業化に向けては、海外メーカーに量産面で優位に立てるように、生産設

備面の基本特許取得・ブラックボックス化が必要と考える。 
 
 
 

 

 



 

 

個別テーマに関する評価 

 
 成果に関する評価 実用化、事業化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

スピン

ＲＡＭ

基盤技

術 

鉄系新垂直磁化記憶層材料の開発によって、ス

ピン注入反転電流値 3×105A/cm2 を達成したこと

は中間目標はほぼ達成している。特に、磁壁移動

デバイスを目指す研究では、目標であるナノ秒ダ

イナミクスを一応明らかにしており、スピン能動

素子設計技術の開発では、スピントルクダイオー

ドを実現し、負性抵抗効果を利用した増幅素子に

おいて、増幅作用を確認している。 

一方、磁壁ストレージ、スピン光素子とスピン

能動素子については、やや成果が不明確な部分が

ある。さらに、光素子については、どのように光

書き込み動作を実現するのか、能動素子について

は能動性の意味づけとどのように回路応用につな

げて行くのか、もう少し明確にしてほしい。 

今後は、継続的な研究の進展が望まれるが、ス

ピントランジスタは基礎研究として推進し、その

可能性を早期に判断すべきである。また、磁壁ス

トレージについては、同分野での世界の研究をリ

ードする IBM 社との競争を繰り広げており、長期

委託先の各企業は、半導体及び磁性体メモリ分野における世

界有数の企業であり、実用化研究や事業化経験に基づく適切な

課題設定、経済効果見通しがなされている。また、本技術はス

ピン RAM 応用にとどまらない多様な潜在能力が見込まれ、波及

効果は大きいと考えられる。 

今後、ギガビット級におけるスピン RAM を目指すには、低

い注入反転電流密度と十分高いTMR比を同時に達成すること

が望ましい。垂直材料でのTMR改善を図るとともにとともに、

現在世界トップの高TMR比が得られている面内磁化方式にも

引き続き注力して、総合的に研究開発を進めて頂きたい。ただ

し、今後の進展において産業技術としての見極めができた段階

で、垂直磁化方式で進めることが望ましいのであれば、明確に

この方式に絞って適用可能性を追求することも視野に入れる

べきである。 

事業化に向けては、代替用途としてターゲットにしているDRAM

やフラッシュメモリは現在主流で進化し続けており、製品とし

ても非常に強いため、本技術がキラーアプリケーションになる

ための探索が必要である。すなわち、不揮発性や低消費電力、

コスト・容量面等、市場で他の技術を席巻するほどの優位性を

アピールできるようになるための検討が必要である。 
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的視野での研究の加速が望まれる。 

なお、革新的デバイスの開発には基礎研究が重

要であるので、別途、長期的視野に立った研究プ

ロジェクトを立ち上げる方向でも検討すべきであ

る。高く評価できる。一方、従来型の CoFeB 系に

ついて、410%もの大きな TMR 比を達成している。

また、スピン注入反転機構の解明も大幅な進展を

見せるなど、大きな進展があった。 

特許取得、論文発表などに関しても、外国特許

17 件を含む 40 件以上の特許が出願されており、

知的財産権取得についての充分な取り組みがなさ

れており、著名な国際会議や学術雑誌に数多く成

果発表する等、充分な情報発信・成果普及が行な

われている。 
ただし、バラツキを含めた LSI としての完成度

には若干の不安が残る。実用化へ向けては、バラ

ツキを含めた信頼性評価が重要となる。 
今後は、国際的に激しい競争を繰り広げている

分野なので、本成果の優位性を保ち続けるのため

の支援を加速して頂きたい。 
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スピン

新機能

素子設

計技術 

中間目標はほぼ達成している。特に、磁壁移動

デバイスを目指す研究では、目標であるナノ秒ダ

イナミクスを一応明らかにしており、スピン能動

素子設計技術の開発では、スピントルクダイオー

ドを実現し、負性抵抗効果を利用した増幅素子に

おいて、増幅作用を確認している。 

一方、磁壁ストレージ、スピン光素子とスピン

能動素子については、やや成果が不明確な部分が

ある。さらに、光素子については、どのように光

書き込み動作を実現するのか、能動素子について

は能動性の意味づけとどのように回路応用につな

げて行くのか、もう少し明確にしてほしい。 

今後は、継続的な研究の進展が望まれるが、ス

ピントランジスタは基礎研究として推進し、その

可能性を早期に判断すべきである。また、磁壁ス

トレージについては、同分野での世界の研究をリ

ードする IBM 社との競争を繰り広げており、長期

的視野での研究の加速が望まれる。 

なお、革新的デバイスの開発には基礎研究が重

要であるので、別途、長期的視野に立った研究プ

ロジェクトを立ち上げる方向でも検討すべきであ

る。 
 
 

成果の実用化可能性については、今後の研究の進展次第であ

り、早急には判断できないが、継続する価値のある研究である。 

一方、スピン光機能素子・スピン能動素子については、出口

イメージがやや漠然としている。また、磁壁移動ストレージは

出口イメージが明確であるものの、 終製品のイメージが不明

確なので、早急に実用化イメージを確立すべきである。 
なお、不揮発性ロジックは波及効果が大きいので、こうした

基礎研究も地道に継続すべきである。また、磁壁デバイスに関

しては、本格的なデバイス検討の前に、物理に立脚した磁壁制

御基盤技術の構築を推進すべきと考える。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

2.3

2.9

2.6

2.7

0.0 1.0 2.0 3.0

(4)実用化、事業化の見通し

(3)研究開発成果　　　　　

(2)研究開発マネジメント　

(1)事業の位置付け・必要性

 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.7 A B A B A A A 

２．研究開発マネジメントについて 2.6 A B A B B A A 

３．研究開発成果について 2.9 A A A B A A A 

４．実用化、事業化の見通しについて 2.3 B B A B B B A 

（注１）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出 

 

 ＜判定基準＞ 

(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 

・非常に重要         →A
・重要            →B
・概ね妥当          →C
・妥当性がない、又は失われた →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて 

・非常によい         →A 

・よい            →B 

・概ね適切          →C 

・適切とはいえない      →D 

・非常に明確        →A 
・明確           →B 
・概ね明確         →C 
・見通しが不明       →D 
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評点結果〔個別テーマ〕 

スピン RAM 基盤技術 

2.7

2.9

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化、事業化の見通し

１．研究開発成果

スピン新機能素子設計技術 

1.7

2.3

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し

１．研究開発成果

 
個別テーマ名と評価項目 平均値 素点（注） 

３．２．１ スピン RAM 基盤技術 

 １．研究開発成果 2.9 A A A A B A A 
 ２．実用化、事業化の見通し 2.7  B A A A B A A 
３．２．２ スピン新機能素子設計技術 

 １．研究開発成果 2.3 A A B B B B B 
 ２．実用化の見通し 1.7  B B B C B B C 

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
〈判定基準〉 

 

 (１)研究開発成果について (２)実用化、事業化の見通しについて

・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D




