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光機能性研究グル-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, ねじれた磁化構造を有する螺旋磁性体中を流れるスピン流について理論的

な解析を行う.特に, 通常の伝導測定では検出困難な螺旋のキラリティを測定する新たな

方法を提案する.また, 螺旋磁性体の接続系を考え, 磁気トポロジカル相のミスマッチに

起因した新しい量子磁気伝導効果を明らかにする. 

2. 2016 年度の研究計画 

ねじれた螺旋構造を有する一次元カイラル磁性体中の電気伝導を, 理論的な解析によっ

て明らかにする .現実的な磁化構造を得るため , 磁化の運動方程式である

Landau-Lifshitz-Gilbert(LLG) 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

化構造は, 伝導電子のハミルトニアン中の s-d 相互作用を介して取り込まれる.磁化構造に

よるスピン流生成やスピン整流効果を調べるために, 磁性体中の伝導電子スピン依存透過

率をグリーン関数を用いて調べる. 

3. 2016 年度の研究成果 

一次元螺旋磁性体中のスピン流とトポロジカル磁気抵抗効果 

実験系における一次元螺旋磁性体の磁化構造を再現するため, LLG 方程式の時間発展を

計算した.磁性体中の相互作用として, 最近接磁化の強磁性相互作用, DM 相互作用, 外部

磁場を考慮した.1 軸性の DM 相互作用によって, 一次元螺旋磁性体が再現でき, 螺旋周期

は強磁性相互作用の強さ A と DM 相互作用の強さ D の比によって決定される.この螺旋磁

化構造は DM 相互作用の符号によって, 右手系・左手系のようなカイラリティを有する.こ

のカイラリティは通常, ローレンツ顕微鏡のような工学手法を用いて測ることができる.

今回の研究で, このカイラリティを伝導現象から測定できることを明らかにした.まず螺

旋磁性体中を透過する電子のスピン分極率を, グリーン関数を用いて計算した.計算によ

って, 螺旋磁性体のキラリティに依存した付加的なスピン分極が現れることが明らかにな

った.このスピン分極は磁化の向きとは垂直向きに現れる.今回は, X-Y 平面状に形成され

た螺旋磁性体から, X 方向のスピン分極が得られた.また, 異なるカイラリティを有する螺

旋磁性体の接合系を考えた.電気伝導度の計算によって, 同じカイラリティを持つ接合系

に比べて, 電気伝導度が著しく低下することが明らかになった.これは一様な磁化の接合

系における磁気抵抗効果(GMR)の螺旋磁性体版となっており, 新しいトポロジカル磁気抵
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抗効果ということができる.これらの研究論文を, 本学の修士課程の学生と共著で, 

Phys.Rev.B 誌に投稿, 掲載された.また, 複数の会議において招待講演などを行った. 

4. 成果公表リスト 

原著論文 

1) H.Watanabe, K.Hoshi, and J.Ohe 

Chirality-induced spin current through spiral magnets. 

Phys.Rev.B 94, 125143 (2016) 

2) K.Tanabe, R.Matsumoto, J.Ohe, S.Murakami, T.Moriyama, D.Chiba, K.Kobayashi, and T.Ono  

Observation of magnon Hall-like effect for sample-edge scattering in unsaturated YIG.. 

Physica Status Solidi (b), 253, 783 (2016) 

学会発表 シンポジウム講演 

1) 大江 純一郎 

カイラル磁性体とスピン軌道相互作用を利用した電子スピン流. 

スピンオービトロニクス研究会 小樽 北海道（招待講演）(2017.02)  

2) 大江 純一郎 

カイラル磁性体とスピン軌道相互作用を利用したスピン流の生成と制御. 

東北大学電気通信研究所 共同プロジェクト研究会「固体中のスピン・ダイナミクスの

物理と応用」東北大学電気通信研究所 仙台 宮城（招待講演）(2017.01) 

3) 大江 純一郎 

高効率熱電変換理論の構築とデバイス設計. 

TIA かけはし「未利用熱エネルギーを変換する熱発電素子」研究会 高エネルギー加速

器研究機構 つくば 茨城（招待講演）(2017.01) 

4) J. Ohe 

Topological chiral spin-wave edge modes in magnonic crystals. 

Physics of bulk-edge correspondence and universality: From solid state physics to cold atoms: 

International workshop 2016 (BEC2016) 京都大学（招待講演）(2016.09) 

5) 大江 純一郎, 水口 将輝 

熱勾配下で励起されるスピン波と異常ネルンスト効果に対する数値的研究. 

日本物理学会 大阪大学 大阪 (2017.03) 

6) 杉浦 拓海, 大江 純一郎 

ナノポーラス磁性体におけるマグノンの拡散. 

日本物理学会 大阪大学 大阪 (2017.03) 
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7) 星 幸治郎, 大江 純一郎 

熱勾配励起のマグノン散乱による電気伝導の変化. 

日本物理学会 大阪大学 大阪 (2017.03) 

8) 嶋田 裕樹, 大江 純一郎 

磁気スカーミオン上のマグノンホール効果によるスピン起電力. 

日本物理学会 大阪大学 大阪 (2017.03) 

9) 水口 将輝, 長谷川 浩太, 高梨 弘毅, 大江 純一郎 

FePt 規則合金薄膜中のスピン波励起異常ネルンスト効果. 

日本物理学会 大阪大学 大阪 (2017.03) 

10) J. Ohe 

Topologically protected spin-wave propagation in magnonic crystals. 

キラルグループ研究進捗報告会 武雄市 佐賀 (2017.02) 

11) J. Ohe 

Topologically protected spin-wave propagation in magnonic crystals. 

International Symposium on Supramolecular Science-Based Organic Materials and Devices 

Toho University (Dec., 2016, Chiba, Japan) 

12) K. Hoshi, and J. Ohe 

The effect of spin-orbit interaction on the spin current in helimagnets. 

International Symposium on Supramolecular Science-Based Organic Materials and Devices. 

Toho University (Dec., 2016, Chiba, Japan) 

13) T. Sugiura, and J. Ohe 

Acceleration of micromagnetics simulation using GPU. 

International Symposium on Supramolecular Science-Based Organic Materials and Devices 

Toho University (Dec., 2016, Chiba, Japan) 

14) Y. Shimada, and J. Ohe 

Internal deformation of magnetic skyrmion due to excitation of exchange spin-wave mode. 

International Symposium on Supramolecular Science-Based Organic Materials and Devices 

Toho University (Dec., 2016, Chiba, Japan) 

15) 大江 純一郎, 渡辺 広紀, 星 幸治郎 

螺旋磁性体を用いた磁気抵抗効果に対する理論的研究.  

日本物理学会 金沢大学 石川 (2016.09) 

16) 星 幸治郎, 大江 純一郎 

螺旋磁性体中を流れるスピン流に対するスピン軌道相互作用の影響. 

日本物理学会 金沢大学 石川 (2016.09) 
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17) 嶋田 裕樹, 大江 純一郎 

磁気スカーミオン上に誘起される交換スピン波と集団励起の関係. 

日本物理学会 金沢大学 石川 (2016.09) 

18) Y. Shimada, and J. Ohe 

Numerical study on the collective motion of the antiferromagnetic skyrmion. 

Joint European Magnetic Symposia (JEMS) (Aug., 2016, Glasgow, UK) 

19) J. Ohe, and Y. Shimada 

Spin motive force driven by spin wave in chiral magnets. 

Joint European Magnetic Symposia (JEMS) (Aug., 2016, Glasgow, UK) 


