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In the magnetically ordered phase in kagome antiferromagnets without a local inversion symmetry, 

magnon diode properties are expected from the cluster multipole theory. In this study, we attempted to grow 
single crystals of Cr compounds in order to verify the diode properties by inelastic neutron scattering 
experiments. Various methods were applied to prepare single crystals and we succeeded in obtaining micro 
crystals for the first time. 

  

 

１．背景と目的 

磁性材料に代表される現代の先端機能性材料は, 電子の内部自由度(電荷・スピン・軌道)を工学的に制御したもので

ある. 特に, 電荷自由度に着目した半導体エレクトロニクスは人類大きな発展をもたらした. 一方, 半導体エレクトロ

ニクスでは電子の流れを制御するため回路にジュール熱が発生する. このことは, エネルギー効率の観点からみた半導

体エレクトロニクスの欠点であり, 持続可能な社会の実現のために改善が必要であった. 近年, 電子のスピン自由度を

利用したエレクトロニクス, 「スピントロニクス」が提唱され, このような状況に革新がもたらされつつある. スピント

ロニクスの基本的なアイデアの一つは, 磁性絶縁体における準粒子マグノンを制御することで, 回路に電流を流さずに

情報を伝達することである. ジュール熱によるエネルギー損失の抑制は半導体エレクトロニクスに対するスピントロニ

クスの最も端的な優位性および革新性である. 

本研究では, クラスター多極子理論に基づきマグノンの整流作用

を有するマグノンダイオード材料の開発を目指す. クラスター多極

子とは, 複数磁性イオンからなるスピンクラスターに定義された高

次スピン自由度である. クラスター多極子理論は近年構築され始め

た新しい研究であり, その帰結としてクラスター上のスピン配列と

物性応答が明確に対応づけられている[１-６]. このことはブラック

ボックスに陥りがちな機能性物質開発に対して明確な設計図を提案

する. この指針に従うと, 局所反転対称性の破れたカゴメ反強磁性

体における磁気秩序状態で, マグノン非相反性（ダイオード特性）が

現れることが期待される[７]. 

 我々は先行研究において図 1 に示す局所反転対称性の破れたカ

ゴメ反強磁性体の数少ないモデル物質 Li2Cr3SbO8の粉末試料開発に成

功し, 磁気秩序を示すことを見出した. マグノン流の非相反性（ダイ

オード特性）を評価するためには, 単結晶を用いた中性子非弾性散乱

を行う必要がある. 本研究ではフラックス法, 高温高圧合成法, 水

熱法を複合的に駆使することで Li2Cr3SbO8の単結晶育成を目指す. さ

らに, 多角的なダイオード特性を明らかにするために, 化学修飾

による局所反転対称性の破れた新しいカゴメ反強磁性体を開拓す

る. 
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図 ２．得られた Li2Cr3SbO8の微小単結晶 

２．研究成果 

本研究ではLi2Cr3SbO8の単結晶を育成するために, 様々な手法を

検討し, 結晶育成を試みた. はじめに物質・材料研究機構のキュー

ビックアンビル型高圧合成装置を用いて 6 GPa, 1500 ℃までの条件

下で単結晶育成を試みたが, そのような条件下でLi2Cr3SbO8の単結

晶を得ることはできなかった. 試料の分解を抑制しつつ反応性を

向上させるため, 100 MPa, 450 ℃までの超臨界水を用いた水熱環

境下で育成を試みたが, やはり試料の結晶化には至らなかった. 

次に, フラックス法による単結晶育成に取り組んだ. 様々なフラ

ックスを検討した結果, 図2に示すような単結晶を得ることに初め

て成功した.  得られた単結晶試料の典型的な大きさは最大で 0.1 

mm 程度であり, 現状では中性子散乱実験を行うには適さないサイ

ズであるものの, 本物質において結晶化が観察されたことは本研

究の完成に向けた大きな一歩である. 

今後の課題は, より大きな単結晶を育成することである. 本研

究では, 非常に小さく, また数多く単結晶試料が得られた. これ

は反応過程で多くの核形成が生じていることを示唆している. 結晶

成長理論における核形成頻度と成長速度の関係から, 多数の核生成

が生じる場合は原料消費量の増加と反応面積の拡大に起因して反応が早く平衡に達してしまい, 結果として大きい結晶

の成長を妨げていると考えられる. 今後の研究では, 如何に核形成を抑制するかという点に焦点をあて, 引き続きフラ

ックスの選定や, 温度, 圧力, 雰囲気, 時間といった広大なパラメータ空間における最適条件の検討を進め, 大型の単

結晶育成に取り組みたい. 

一方, 多様なマグノンダイオード候補物質に対して物性評価を行うために, 様々な化学修飾を試みた. 非磁性の Liサ

イトや Sbサイトの化学置換を検討したが, 現在のところ置換試料を得ることは出来ていない. 一方で, 高圧合成により

Crサイトを修飾できる可能性を見出しており, 今後より詳細な合成を進め, 多角的に物性を明らかにしたい. 

 

３．まとめ 

局所反転対称性の破れたカゴメ反強磁性体 Li2Cr3SbO8における磁気秩序相では, クラスター多極子理論からマグノン

ダイオード特性が期待される. 本研究では中性子非弾性散乱によりダイオード特性を検証するため, 単結晶育成を試み

た. 様々な手法によって結晶育成を試み, 初めて微小単結晶を得ることに成功した. 今後, さらに詳細な育成条件を検

討し, より大きな結晶の育成とマグノンダイオード特性の評価を進めたい. 
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