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1. 背景と目的
2009 年に空間反転対称性をもたない B20 系合金において、トポロジカルに非自明な磁気構造をもつスキルミオン結晶
系合金において、トポロジカルに非自明な磁気構造をもつスキルミオン結晶
が観測された。こうしたスキルミオン結晶はトポロジカルホール効果等の多くの興味深い物性現象を示すことから、実
が観測された。スキルミオン結晶はトポロジカルホール効果等の多くの興味深い物性現象を示すことから、実験・理論
験・理論を問わず盛んに研究が行われている
[1]。これらの物質におけるスキルミオン結晶の発現には、空間反転対称性
を問わず盛んに研究が行われている [1]。スキルミオン結晶の発現には、空間反転対称性が破れた結晶のもとで現れる
が破れた結晶のもとで現れるジャロシンスキー・守谷(DM)相互作用が重要な要素であるとされているが、一方で近年に
ジャロシンスキー・守谷 (DM) 相互作用が重要な要素であるとされているが、一方で近年では、空間反転対称性を有す
おいては、空間反転対称性を有する立方晶の
SrFeO3 [2]や六方晶の Gd2PdSi3 [3]においても、スキルミオン結晶の存在を
る立方晶の SrFeO3 [2] や六方晶の Gd2PdSi3 [3] においても、スキルミオン結晶の存在を示唆するトポロジカルに非自明な
示唆するトポロジカルに非自明な磁気構造が観測されている。このような背景からスキルミオン結晶は、他の幅広い結
磁気構造が観測されている。このような背景からスキルミオン結晶は、他の幅広い結晶点群の下でも発現すると期待さ
晶点群の下でも発現すると期待されるが、上記の空間反転対称性を有する結晶系における非自明なスキルミオン結晶の
れるが、上記の空間反転対称性を有する結晶系における非自明なスキルミオン結晶の起源は未だに理解されていないの
起源は未だに理解されていないのが現状である。
が現状である。
こうした中、我々は基本的な模型に対する解析を通じて、フラストレートした相互作用と容易軸型の磁気異方性の競
こうした中、我々は基本的な模型に対する解析を通じて、フラストレートした相互作用と容易軸型の磁気異方性の競
[4,5]。これは従来の DM 相互作用による機構とは異なる新しい
合により、スキルミオン結晶が発現することを見出した
相互作用とは異なる新しい安定化機構
合により、スキルミオン結晶が発現することを見出した[4,5]。これは従来の
のものであり、また磁気的な異方性の重要性を示したものである。本研究の目的は、これまでの成果を発展させ、現実
安定化機構であり、また磁気異方性の重要性を示したものである。本研究の目的は、これまでの成果を発展させ、現実
物質を念頭においた、結晶点群に基づいた異方的な磁気的相互作用を考慮した模型に対して解析をおこなうことにより、
物質を念頭においた、結晶点群に基づいた異方的な磁気的相互作用を考慮した模型に対して解析をおこなうことにより、
現実物質で観測されたスキルミオン結晶の起源を明らかにすることである。さらに、スキルミオン結晶が安定になる条
現実物質で観測されたスキルミオン結晶の起源を明らかにすることである。さらに、スキルミオン結晶が安定になる条
件をミクロな模型計算から明らかにすることにより、新たな候補物質を探索するための指針を確立することを目指す。
件をミクロな模型計算から明らかにすることにより、新たな候補物質を探索するための指針を確立することを目指す。

2. 研究成果
以下の２つの研究成果を得た。
[6]
① 三角格子上の遍歴磁性体において単一シングルイオン異方性が誘起する磁気スキルミオン結晶
三角格子上の遍歴磁性体において単一シングルイオン異方性が誘起する磁気スキルミオン結晶[6]
本研究において我々は、この新しいスキルミオン結晶相に対する磁気異方性の効果を数値シミュレーションにより調
べた．具体的には以下の三角格子上の近藤格子模型を解析した。

ここでciσはサイトiにおけるスピンσをもつ電子の消滅演算子であり、σはパウリ行列、Sは古典ハイゼンベルグスピン、
Jは伝導電子スピンと局在スピン間に働くスピン電荷結合を表している。上式の第三項が磁気異方性であり、A>0 (A<0)
が容易軸(面)異方性を表している。
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の自由度を同時に取り扱うことができる多項
の自由度を同時に取り扱うことができる多項
式展開ランジュバンダイナミクス法を用いた
式展開ランジュバンダイナミクス法を用いた
大規模数値シミュレーションを行うことによ
大規模数値シミュレーションを行うことによ
り、スキルミオン結晶相の磁気構造が異方性
り、スキルミオン結晶相の磁気構造が異方性
に対してどのような変調を受けるかを調べた。
に対してどのような変調を受けるかを調べた。
その結果、スキルミオン結晶相における渦構
その結果、スキルミオン結晶相における渦構
造が、図 1(a) のように磁気異方性の影響に
造が、図1(a)のように磁気異方性の影響によ
より一次元的に整列することを見出した。ま
図１
図
1. (a)
(a) 磁気異方性の影響を受け再配列するスキルミオン結晶相のスピン構造と
磁気異方性の影響を受け再配列するスキルミオン結晶相のスピン構造と
図１
り一次元的に整列することを見出した。また容
た容易面異方性を大きくすると、図 1(b) の

Q 磁気秩序相のスピン構造。矢印はスピンの面内成分を表し、
(b) 非共面的な多重
Q 磁気秩序相のスピン構造。矢印はスピンの面内成分を
(b) 非共面的な多重

易面異方性を大きくすると、図1(b)のような非
ような非共面的な多重 Q 磁気秩序相が得られ
色はスピンの面直成分を表す。
表し、色はスピンの面直成分を表す。
Q磁気秩序相が得られることを明らかにした。
共面的な多重
ることを明らかにした。

② 正方格子上の多軌道自由度をもつ磁性体において
d-p 軌道混成が誘起する磁気渦結晶
[7]
②
正方格子上の多軌道自由度をもつ磁性体において
d-p軌道混成が誘起する磁気渦結晶[7]
ここでは遷移金属酸化物における多軌道効果が磁気スキ
ここでは遷移金属酸化物における多軌道効果が磁気ス
キルミオン相や磁気渦相の安定性に与える影響を調べた。
ルミオン相や磁気渦相の安定性に与える影響を調べた。具
具体的には、ペロブスカイト構造を示す遷移金属酸化物
体的には、ペロブスカイト構造を示す遷移金属酸化物
SrFeO3 を念頭に置いた上で、d-p 混成軌道を有し、かつ d
SrFeO3を念頭に置いた上で、d-p混成軌道を有し、かつd電
電子軌道間に強いフント結合がはたらく多軌道電子模型
子軌道間に強いフント結合がはたらく多軌道電子模型を考
を考え、そのもとで多重 Q 磁気秩序が生じる可能性を理論
え、そのもとで多重Q磁気秩序が生じる可能性を理論的に
的に調べた。上記の模型に対して変分計算を行うことによ
調べた。上記の模型に対して変分計算を行うことにより，
り，d-p
混成軌道を有する磁性体の基底状態相図を明らか

d-p混成軌道を有する磁性体における基底状態相図を明ら
にし、その結果、図
2 のように直交する２つのらせん構造

図２ d-p 混成軌道を有する磁性体において発現する磁気渦相 ( 二重 Q

p 混成軌道を有する磁性体において発現する磁気渦相(二重
で特徴づけられる磁気渦相
( 二重 Q 磁気秩序相 ) が広いパ 図 2. d-磁気秩序相
かにし、その結果、図2のように直交する２つのらせん構
)。矢印はスピンを表し、色は複数スピンのスカ
Q 磁気秩序相)。矢印はスピンを表し、色は複数スピンのスカラー
ラー三重積で特徴づけられるスカラースピンカイラリティの大
ラメタ範囲において安定化することを見出した。さらに、
三重積で特徴づけられるスカラースピンカイラリティの大きさを表
造で特徴づけられる磁気渦相(二重Q磁気秩序相)が広いパ
きさを表す ( 青色は最大値、赤色は最小値を示す )。
その安定化領域は d 軌道と p 軌道のエネルギー差を表す電 す(青色は最大値、赤色は最小値を示す)。
ラメタ範囲において安定化することを見出した。さらに、
荷移動エネルギーに強く依存していることを明らかにした。本研究成果は、近年 SrFeO3 で観測された二重 Q 磁気秩序の
その安定化領域はd軌道とp軌道のエネルギー差を表す電荷移動エネルギーに強く依存していることを明らかにした。本
微視的起源を理解する上で重要な役割を果たすと考えられる。
研究成果は、近年SrFeO3で観測された二重Q秩序の微視的起源を理解する上で重要な役割を果たすと考えられる。

3. まとめ
空間反転対称性をもつ結晶におけるスキルミオン相の理論研究の多くは、ハイゼンベルグ模型などの単純な磁性絶縁
体模型を対象としたものであり、現実物質の結晶対称性に基づいた模型に対する解析はほとんど行われていなかったが、
本研究成果により、現実物質においては無視できない磁気異方性や電子波動関数の混成効果が新しいスキルミオン結晶
や磁気渦結晶の安定性に重要な役割を果たすことが明らかになった。こうした理論の進展から、様々な格子系に潜むス
キルミオン結晶の積極的な制御およびさらなる物質設計へとつながることが期待される。

本研究は、求幸年、山家椋太、各氏との共同研究です。また、本研究は公益財団法人豊田理化学研究所の助成により
ご支援いただきました。この場を借りて感謝いたします。
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