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伝導性研究グル-プ 

スピン流を用いた新規ナノデバイス開発に関する理論的研究 

大江 純一郎 

 

 

1. 研究目的 

本研究では,強磁性絶縁体中のスピン波,特に熱勾配下や局所スピン波励起のような非平

衡系で発生する非定常スピン波について理論的に解析することを目的とする.特に,角運動

を運ぶキャリアー（スピン波スピン流）としての観点から研究を行ない,スピン波スピン流

の効率的な発生・伝達・検出方法,磁化構造に与える影響を明らかにする.数値計算によって

物質定数・サンプル形状まで考慮した強磁性体中の磁化ダイナミクスの定量的な解析を行

う.本研究によって,ジュール熱を発生しない強磁性絶縁体を用いた新しいナノデバイス実

現への指針を与える. 

 

2. 2014年度の研究計画 

 磁気スカーミオン格子と呼ばれる特殊な磁化構造を持つ系に注目し,その磁化ダイナミク

スから得られるスピン起電力について研究を行う.磁化の運動を表す Landau-Lifshitz-Gilbert

方程式に,スピン軌道相互作用を起源とする Dzyaloshinsky-Moriya(DM)相互作用を組み込み,

数値シミュレーションを行う.得られた磁気スカーミオン構造に周期変動磁場を印加するこ

とで,磁化構造の集団励起について知見を得る.また,得られた磁化ダイナミクスからスピン

に依存した起電力である「スピン起電力」の計算を行い,大きな電気・磁気変換相互作用が

得られるための条件を求める.また,空間的に非一様な起電力から得られる電位分布をポア

ッソン方程式から求め,実際の系で得られる電圧の評価を行う. 

3. 2014年度の研究成果 

 

1) 磁気スカーミオン格子のダイナミクスから得られるスピン起電力 

DM 相互作用を取り入れた磁化ダイナミクスを計算するための数値プログラムを作成し,

磁気スカーミオン構造が得られる２次元磁性体の条件を明らかにした.また,磁気スカーミ

オン構造の集団励起について調べ,スカーミオンが面内を円運動するモードと,磁気スカー

ミオンの渦構造が伸縮するブリージングモードを再現した.これらの集団励起から得られる

スピン起電力について計算を行い,スカーミオンの運動と垂直方向に電場が発生することを

明らかにした.また,スカーミオン格子構造では各スカーミオンから得られるスピン電場が

直列につながることにより,大きな起電力が得られることが明らかになった. 
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4. 成果公表リスト 

 

原著論文 

1) 進藤 龍一,大江 純一郎 

静磁波でつくるトポロジカルなメタマテリアル. 

固体物理 50, 75 (2015) 

2) D. Hirobe,  Y. Shiomi,  Y. Shimada,  J. Ohe,  E. Saitoh 

Generation of spin currents in the skyrmion phase of a helimagnetic insulator Cu2OSeO3. 

J. Appl. Phys. 117, 053904 (2015) 

3) K. Tanabe,  R. Matsumoto,  J. Ohe,  S. Murakami,  T. Moriyama, D. Chiba,  K. 

Kobayashi ,T. Ono 

Real-time observation of Snell’s law for spin waves in thin ferromagnetic films. 

Appl. Phys. Express 7, 053001 (2014) 

4) R. Shindou ,  J. Ohe 

Magnetostatic wave analog of integer quantum Hall state in patterned magnetic films. 

Phys. Rev. B 89, 054412 (2014) 

5) Y. Shimada,  J. Ohe 

Numerical analysis on the spin-motive force induced by the resonant motion of a magnetic 

domain wall. 

APPC Proceedings JPSJ Suppl. 1, 012018 (2014) 

 

学会発表,シンポジウム講演 

1) 大江 純一郎 

磁気超格子中のカイラルエッジスピン波とスピン波干渉デバイス. 

第 50回日本磁気学会 スピンエレクトロニクス専門委員会 名古屋(2014.07) 

招待講演 

1) E. Hirayama,  S. Kanai,  J. Ohe,  H. Sato,  F. Matsukura,  H. Ohno 

rf power dependence of homodyne-detected ferromagnetic resonance spectra of a CoFeB/MgO 

magnetic tunnel junction . 

応用物理学会  東海大学  神奈川 (2015.03) 
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2) 大江 純一郎，進藤 龍一，松本 遼，村上 修一 

磁気超格子中のカイラルエッジスピン波から誘起される逆スピンホール効果. 

日本物理学会 早稲田大学 東京（2015.03） 

3) 田辺 賢士，松本 遼，大江 純一郎，村上 修一，森山 貴広，千葉 大地，小林 研介，

小野輝男 

マグノンホール効果による温度勾配の観測. 

日本物理学会 早稲田大学 東京（2015.03） 

4) 渡辺 広紀，嶋田 裕樹，大江 純一郎 

カイラル磁性体を用いたスピンフィルター効果に対する数値解析. 

日本物理学会 早稲田大学 東京（2015.03） 

5) 畑 拓志，森山 貴広，田辺 賢士，小林 研介，松本 遼，村上 修一，大江 純一郎，千

葉 大地，小野 輝男 

膜厚の異なる界面におけるスピン波の屈折. 

日本物理学会 早稲田大学 東京（2015.03） 

6) 嶋田 裕樹，大江 純一郎 

カイラル磁性ナノディスクにおけるスピン起電力の縦続接続効果. 

日本物理学会 早稲田大学 東京（2015.03） 

7) 廣部 大地，塩見 雄毅，嶋田 裕樹，大江 純一郎，齊藤 英治 

ヘリ磁性絶縁体 Cu2OSeO3 中のスカーミオン集団励起によるスピン流生成. 

日本物理学会 早稲田大学 東京（2015.03） 

8) J. Ohe,  Y, Shimada 

Spin motive force driven by the resonant motion of the Skyrmion lattice . 

The 59th Annual Magnetism and Magnetic Materials Conference (MMM) (Nov., 2014, 

Honolulu, USA) 

9) 大江 純一郎, 進藤 龍一，松本 遼，村上 修一 

カイラルエッジスピン波とスピン波干渉". 

新学術領域研究「超低速ミュオン顕微鏡」計画研究 A03 班第 3 回班会議―「表面－バ

ルク境界領域のヘテロ電子相関」成果と展望― 

2014.12 KEK 東海キャンパス 神奈川（2014.12） 

10) 永田 真己，森山 貴広，田辺 賢士，大江 純一郎，久松 裕季，新関 智彦，柳原 英人，

喜多 英治，小野 輝男 

フェリ磁性体におけるスピン起電力の研究 IV. 

日本物理学会 中部大学 愛知 (2019.09) 

11) 大江 純一郎, 進藤 龍一，松本 遼，村上 修一 

磁性超格子におけるカイラルエッジスピン波. 
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文部科学省 新学術領域研究「超低速ミュオン顕微鏡が拓く物質・生命・素粒子科学

のフロンティア」第 3回領域会議公開シンポジウム 東北大学 宮城 (2014.09) 

12) M. Nagata, T. Moriyama, K. Tanabe, D. Chiba, J. Ohe, Y. Hisamatsu, T. Niizeki, H. Yanagihara, 

E. Kita, T. Ono 

Negative spin motive force induced in magnetite thin films . 

The 59th Annual Magnetism and Magnetic Materials Conference (MMM) (Nov., 2014, 

Honolulu, USA) 

13) J. Ohe, R. Shindou, R. Matsumoto, S. Murakami 

Topologically protected chiral edge spin-wave in a magnonic crystal . 

12th RIEC International Workshop on Spintronics (June,2014,endai, Japan) 

14) 嶋田 裕樹，大江 純一郎 

熱勾配から誘起されるカイラル磁性体中の磁化構造変化. 

日本物理学会 東海大学 神奈川 (2014.03) 

15) 田辺 賢士，松本 遼，大江 純一郎，村上 修一，森山 貴広，千葉 大地，小林 研介，

小野 輝男 

マグノンホール効果の検出の試み IV. 

本物理学会 東海大学 神奈川 (2014.03) 

16) 永田 真己，森山 貴広，田辺 賢士，千葉 大地，大江 純一郎，久松 裕季，新関 智彦，

柳原 英人，喜多 英治，小野 輝男 

フェリ磁性体におけるスピン起電力の研究 III. 

本物理学会 東海大学 神奈川 (2014.03) 


