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空間反転対称性がある強磁性体でスキルミオン（磁気渦構造体）を観測 
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独立行政法人 物質・材料研究機構 
概要 

1. 独立行政法人 物質・材料研究機構（理事長：潮田 資勝）表界面構造・物性ユニットの長尾 全
寛博士研究員（および早稲田大学）、肖 英紀博士研究員（現東京大学）、原 徹主幹研究員、木

本 浩司ユニット長、超伝導物性ユニット磯部 雅朗グループリーダーらは、ローレンツ電子顕

微鏡法１）を用いて結晶に空間反転対称性 が存在する２）強磁性マンガン酸化物のナノ磁気クラ

スター３）が自発的にスキルミオン構造４）を形成していることを明らかにしました。 
 
2. 近年発見された磁気スキルミオンと呼ばれる磁気渦構造体は、巨大な異常ホール効果や超低密

度電流でのスキルミオン駆動など従来にない興味深い物性が明らかになり、新たな磁気素子と

して応用への期待が高まっています。スキルミオン形成には空間反転対称性がない磁性体に磁

場をかけることが必須だと考えられています。 
 
3. これに対し、今回のローレンツ電子顕微鏡法を用いた直接観察から、空間反転対称性が存在す

る強磁性マンガン酸化物においても、ナノ磁気クラスターが自発的にスキルミオン構造を形成

していることがはじめて明らかとなりました。この結果は、従来必須とされていた条件を満た

さない様々な強磁性体のナノ磁気クラスターやナノ粒子においても、スキルミオン構造が形成

される可能性を示唆しています。 
 
4. 今回観察されたスキルミオンは熱揺らぎの影響により、一定の温度で磁気渦が時計回り・反時

計回りと繰り返し反転する現象を示しました。また、2 つのスキルミオンが近接する場合には

同じ渦方向に同期して反転することが分かりました。この結果は、スキルミオン間の相互作用

を利用した磁気素子の開発に新たな知見を与えると思われます。 
 

5. さらに、ローレンツ電子顕微鏡観察から個々のナノ磁気クラスターの磁気渦反転に必要なエネ

ルギーを求める方法を示しました。この方法は、通常の測定では磁化反転に必要なエネルギー

を求めることが困難なナノ磁性体やナノ磁気デバイスに広く適用が可能です。 
 

6. 本研究成果は、英国科学雑誌「Nature Nanotechnology」オンライン速報版で日本時間平成 25
年 4 月 29 日 2:00（現地時間 28 日 18:00）に公開されます。 
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研究の背景 
磁性体中に存在するナノスケールの磁気的トポロジカル欠陥５）（例えば、強磁性ナノワイヤの磁

壁：スピンが揃っている領域が左右で反転している際に反対方向へスピンが変化していく境界領域）

は非一様な磁気構造を持つことから、電気‐磁気の相互作用により興味深い物理現象を示し、それ

を情報技術に応用して新しい磁気素子を作り出そうとする、所謂スピントロニクス６）の研究が盛ん

に行われています。そのような背景のもと、2009 年に磁性合金 MnSi で発見された磁気スキルミ

オン（図 1 参照）と呼ばれる新たなトポロジカル欠陥は、その特徴的な磁気渦構造に由来する巨大

な異常ホール効果発現の可能性が示唆されており、また超低密度電流でスキルミオンを動かすこと

ができるなど従来にない興味深い物性を示すことから、磁気素子への応用の観点から精力的に研究

が行われています。磁気スキルミオンの形成には磁性体に空間反転対称性がないことが必須だと考

えられています。実際にこれまで観測されたスキルミオンはすべて空間反転対称性がない螺旋磁性

体７）（MnSi, Fe0.5Co0.5Si, FeGe, Cu2OSeO3 : これらは立方晶 P213 に属する）であり、その螺旋磁

気秩序相に磁場をかけることでスキルミオンが形成されます。 
 

 
図 1．磁気スキルミオンの模式図。矢印は電子スピンの向きを表す。 

 
 

一方、MnSi で磁気スキルミオンが発見される 10 年も前から強磁性マンガン酸化物および関連

する強磁性酸化物の強磁性転移温度（TC）以上の常磁性相中に、上述の巨大な異常ホール効果と思

われる現象が観測されており、これらの物質にスキルミオン的な磁気状態が存在する可能性が指摘

されていました。しかし、MnSi などの螺旋磁性体とは違ってペロブスカイト型結晶構造をもつ強

磁性マンガン酸化物は空間反転対称性が存在します。実際、これらの強磁性酸化物でスキルミオン

が存在する証拠を示した報告はありませんでした。 
 
 
成果の内容 

強磁性マンガン酸化物は、磁気スキルミオンに関する研究とは別に 2007 年のノーベル物理学賞
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の対象となった巨大磁気抵抗効果（この発見がスピントロニクス分野の始まりとなった）を遥かに

凌ぐ超巨大磁気抵抗効果を示すため、その起源を明らかにしようと膨大な研究が行われてきました。

その結果、現在では常磁性相中にナノサイズの磁気クラスターが存在することが中性子散乱実験か

ら明らかになっています。そこで、研究グループはこの磁気クラスターがスキルミオンに類似する

磁気構造を形成している考え、試料中にランダムに分布するナノ磁気クラスターを 1 個でも実空間

で直接観察し、磁気構造解析が可能なローレンツ電子顕微鏡法を用いて、マンガン酸化物中のスキ

ルミオンの探索を行いました。 
しかし、ローレンツ電子顕微鏡によるマンガン酸化物の強磁性相の研究はこれまでも行われてき

ましたが、TC以上に存在するナノ磁気クラスターを捉えた例はありません。これは、通常のナノ磁

気クラスターがローレンツ電子顕微鏡の分解能以下（約 2 ナノメートル(nm)）であるためです。そ

こで研究グループはナノ磁気クラスターの大きさを与える理論を基に比較的大きなナノ磁気クラ

スターが現れる可能性が高い La0.5Ba0.5MnO3試料（TCは約 300 K （約 27 ℃））を合成しました。 
図 2 は、La0.5Ba0.5MnO3における TC直上の温度で撮影された低倍率のローレンツ電子顕微鏡像

です。予想通り、比較的大きな磁気クラスター（矢印で示したもの）が観察されました。さらに、

この磁気クラスターは試料の温度を上げていくとサイズが小さくなって行くことが分かりました。 
 

 
図 2．La0.5Ba0.5MnO3の低倍率のローレンツ電子顕微鏡像。約 300 K 付近で撮影。矢印で

示した場所で見られるコントラストが磁気クラスター。磁化状態のコントラストは正焦点

から少し外すことで得られるため、図はマイナス側に僅かに焦点を外した条件で撮影。 
 
 
次に、ナノ磁気クラスターの磁気構造の詳細な解析を行いました。図 3(a)と(b)はそれぞれ焦点

をマイナス側とプラス側に外して撮影されたナノ磁気クラスターの像です。(a)では中心の白いコン

トラストの周りを黒いコントラストが囲んでおり、(b)では白黒のコントラストが反転しているのが

分かります。この反転は磁化状態に由来するコントラストであることを示しています。(a),(b)像を

使ってこのナノ磁気クラスターの面内の磁化分布を求めたものが図 3(c)です。色の分布が磁化の向

きを表し、濃度が磁化の強さを表します（挿入図参照）。また、矢印も方向と大きさがそれぞれ磁

化の向きと強さを表します。 
図 3(c) の磁化分布マップはナノ磁気クラスターが渦状の磁気構造を持っていることを明確に示

しています。また、図では時計回り（Clockwise: CW）ですが、試料中には反時計回り（Anticlockwise: 
ACW）も同様に存在していました。もう少し詳細に見ていくと、ナノ磁気クラスターの中心では

面内磁化が存在せず（黒色領域）、中心から外側に向かって一度磁化強度が強くなってからまた弱

くなるという面内磁化分布を示しています。この面内磁化の分布は、磁気スキルミオンを上から見
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た時の面内磁化分布と同じです（図 1 参照）。 
次に、面直方向から弱い外部磁場（B）をかけてその応答を調べました。その結果が、図 3(d), (e)

です。(d)のナノ磁気クラスターでは無磁場（B = 0 テスラ(T)）から磁場をかけると（紙面手前か

ら裏面へ磁場を印加, B = 0.1 T）サイズはそれほど変わりませんでしたが、中心の黒色領域が広が

りました。反対に、別のナノ磁気クラスター(e)では外部磁場をかけると（B = 0.15 T）中心の黒色

領域にほとんど変化はありませんでしたが、サイズが小さくなりました。これは外部磁場と同じ方

向の面直磁化成分が大きくなった結果、黒い領域が広がったと考えられます。つまり、(d)では中心

付近が、(e)では外側付近が外部磁場と同じ方向の面直磁化成分を持っていることを示しています。

渦方向の CW・ACW と同様に、ナノ磁気クラスターの中心/外側では磁化の向きが上/下・下/上の 2
つの組み合わせがあると考えるのが自然です。図 3 の結果を総合的に考えると、ナノ磁気クラスタ

ーがスキルミオン構造を形成していることが分かります。この結果は、空間反転対称性を有する強

磁性体のナノ磁気クラスターやナノ粒子において、自発的にスキルミオン構造が形成される可能性

を示唆しています。 
 

 
図 3．ナノ磁気クラスターの高倍率の像。(a),(b)はそれぞれ正焦点からマイナス側とプラス

側に焦点を外した像。(c)は(a),(b)から求めた面内の磁化分布マップ。色の分布と濃度がそれ

ぞれ面内磁化の方向と強度を表す（右下の挿入図参照）。矢印の方向と大きさもそれぞれ面

内磁化の方向と強度を表す。(d),(e)は別々の磁気クラスターの外部磁場(B)に対する応答。外

部磁場の向きは紙面手前から裏側方向。(e)の右上の緑の直線は試料の端が作る偽の像。 
 
 

研究グループは、このスキルミオンの動的性質についても調べました。半径が 80nm 程度以下

になると、一定温度で磁気渦の方向が CW→ACW→CW→ACW→CW→・・・と繰り返し反転する
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現象が顕著になることが分かりました（図 4(a)参照）。これは熱揺らぎの影響によるものです。図

4(b)は 2 つのスキルミオンの中心距離が約 200 nm と近接している領域での動的な振る舞いを観察

したものです。その結果、2 つのスキルミオンが近接する場合には同じ渦方向に同期して反転する

ことが分かりました。スキルミオンを含む磁気渦間にどのような動的相互作用が働くか理解するこ

とは磁気情報技術への応用（例えば、磁気論理回路への応用）を考える上で重要であるため、この

結果はスキルミオン間の相互作用を利用した磁気素子の開発に新たな知見を与えると思われます。 
 

 
図 4．スキルミオンの動的振る舞い。(a)はある温度におけるスキルミオン 1 個の動的振る

舞い。磁気渦が時計回り（CW）・反時計回り（ACW）と交互に反転する様子が観察され

ている。(b)は 2 つのスキルミオンが近接する場合の動的振る舞い。黄色い点が各スキルミ

オンの中心部分を示す。磁気渦が同期して反転する様子が観察されている。(a),(b)は共に

正焦点からマイナス側に外した像。 
 
 

磁性体は小さくしていくと熱揺らぎの影響で磁化反転が起こりやすくなります。そのため記録さ

れた情報が消えてしまう危険があり、ナノ磁性体の熱による磁化反転に関しては盛んに研究されて

きました。その他に磁化反転は、外部から熱ではないエネルギーを与えて安定なナノ磁性体やナノ

デバイスの磁化を反転させて情報を書き込む・制御するという点でも重要です。そのためにも、磁

化反転に必要な 2 つの状態を隔てる障壁エネルギー（Es）がどの程度か実験的に決定する必要があ

ります。しかし、ナノサイズであるため通常の測定では磁化反転に必要なエネルギーを求めること

がこれまで困難でした。そこで、研究グループは観察されたスキルミオンを例に磁化反転現象を観

察することでナノ磁性体 1 個の磁化反転の障壁エネルギーを求める方法を示しました。図 5(a)はあ

る 1 個のスキルミオンの各温度（T）での磁気渦反転の時間変化を示したものです。僅かに温度が

変化しただけで急激に反転の時間間隔が変化することが分かります。ただし、この温度範囲内では

サイズは半径 80 nm からほとんど変化しませんでした。図 5(b)は各温度 T に対する反転間隔の平

均時間(tN)をプロットしたものです。指数関数的に変化していることが分かります。最後に、tN を
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ln(tN)にして 1000/T に対してプロットしたものが図 5(c)です。このプロットは、アレニウス式（tN 
= t0exp(Es/kBT), t0は頻度因子, kBはボルツマン定数）と呼ばれる式で得られる図中の直線と良い一

致を示し、その結果、ナノサイズのスキルミオン 1 個の障壁エネルギーが決定されました（このス

キルミオンでは Es = 1.4 × 10-17 ジュールと見積もられる）。この方法はナノ磁性体やナノ磁気デ

バイスに広く適用が可能です。 
 

 
図 5．スキルミオン 1 個の障壁エネルギーの解析。(a)は温度変化させたときのあるスキ

ルミオンの磁気渦反転（時計回り（CW）・反時計回り（ACW））の時間変化。 (b)は(a)
の反転間隔の平均時間 tNを温度 T に対してプロットしたもの。(c)は 1000/T に対する

ln(tN)をプロットしたもの。 
 

 
波及効果と今後の展開 

ローレンツ電子顕微鏡法による観察から、結晶に反転対称性が存在する強磁性体において自発的

にスキルミオン構造が形成されていることが分かり、近接するスキルミオン同士が同期して磁気渦

反転を起こす現象が観察されました。この結果はスキルミオンを含む磁気渦構造体の磁気情報技術

への応用において重要な知見を与えると考えられ、今後はその起因の解明が求められます。さらに、

スキルミオンの磁気渦反転を例にナノ磁性体の磁化反転の障壁エネルギーを決定する方法を示し

ました。この手法を用いることでこれまで実験的に困難であったナノ磁性体の障壁エネルギーを求

めることが出来るようになり、磁化反転現象に対する研究が促進するものと思われます。 
 
 

備考 
本研究の一部は、文部科学省「ナノテクノロジーネットワーク」及び「ナノテクノロジープラッ

トフォーム」事業の支援を受けて行われました。 
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掲載論文 
題目：Direct observation and dynamics of spontaneous skyrmion-like magnetic domains in a 

ferromagnet 
著者：Masahiro Nagao, Yeong-Gi So, Hiroyuki Yoshida, Masaaki Isobe, Toru Hara, Kazuo 

Ishizuka and Koji Kimoto 
雑誌：Nature Nanotechnology オンライン速報版（2013 年 4 月 28 日付け） 

 
 

用語解説 
（１）ローレンツ電子顕微鏡法 

透過型電子顕微鏡では、通常の顕微鏡が光を使うのに対して電子線を用いる。ローレンツ電子顕

微鏡法とは、電子線が磁性体試料中を通過する際にローレンツ力を受けて偏向することを利用して

磁化状態を直接観察する方法で、空間分解能が高いためナノスケールの磁化状態を観察でき、動的

な観察も可能である利点を持つ。得られる像は透過像。正焦点から焦点を外すと磁化状態のコント

ラストが得られ、プラスとマイナス側にそれぞれ焦点を外すとコントラストが反転する（図 3(a),(b)
参照）。通常、透過型電子顕微鏡は磁界レンズを使っているため試料は約 2 万ガウスもの磁場に曝

される。その結果、磁性体の磁化状態を変えてしまい、通常は磁化状態を観察することが出来ない。

しかし、ローレンツ電子顕微鏡法は試料にかかる磁場をほぼゼロにして観察するため磁化状態の観

察が可能となる。また、磁界レンズを利用、または磁場印加装置を用いることで試料に弱い磁場を

かけて変化した磁化状態を観察することも出来る。また、強度輸送方程式法と呼ばれる手法を用い

ることで、撮影したローレンツ電子顕微鏡像から磁化分布を求めることが出来る（図 3(c), (d), (e)
参照）。 

 
（２）結晶に空間反転対称性が存在 

三次元空間の直交座標系(x, y, z)を考えて、原子を周期的に配列させて結晶を作った時にすべて

の原子を(x, y, z) → (-x, -y, -z)と操作しても元の結晶と完全に一致することを表している。 
 

（３）ナノ磁気クラスター 
その周りとは異なる状態で、ナノサイズで局所的にスピンが秩序している集団。強磁性マンガン

酸化物では強磁性転移温度以上の常磁性相中に現れることが知られている。 
 

（４）磁気スキルミオン 
磁気スキルミオンとは、電子スピンが渦状に配列した磁気構造体。中心と外側のスピンの向きは

反平行になる（図１参照）。スピンは中心から放射状に外側に向かって徐々に回転して、最終的に

外側で中心と反対向きになるため、上から見ると面内成分のスピンが渦状になっている。スキルミ

オンは、宇宙や素粒子分野の Tony Skyrme が連続場中における粒子の出現を局在する特殊な状態

として記述するために考えたもので、現在では磁性体だけでなく様々な系（例えば液晶）の物理現

象を記述するのに使われている。 
 

（５）磁気的トポロジカル欠陥 
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単純には磁気相転移が起きた際に、異なった秩序領域の間で秩序が失われ、ゆるやかにスピンが

変化している欠陥領域を指す。代表的な例として、強磁性秩序中の磁壁が挙げられる。スピンが同

じ方向を向いた秩序領域を磁区と言い、磁区と磁区の境界を磁壁と言う。磁壁では、一方の磁区か

らもう一方の磁区へとゆるやかにスピンが回転している。 
 

（６）スピントロニクス 
現代の電子素子は電子の持つ電荷のみを利用した電子工学に基づいているが、電子にはスピンもあ

り、電荷とスピンの両方の性質を利用する電子工学のこと。次世代の省エネルギー・不揮発性の電

子素子を生み出す分野として期待されている。 
 

（７）螺旋磁性体 
螺旋磁性体とは、ある原子面で揃ったスピンが隣の原子面で僅かに向きを変えている結果としてそ

れらの原子面に垂直な方向にスピンが螺旋状配列している物質のことを指す。MnSi などのスキル

ミオンが現れる螺旋磁性体では、隣の原子面同士が同じ方向に揃おうとする強磁性相互作用と、結

晶に空間反転対称性がないことに起因した隣の原子面同士が傾こうとする弱い相互作用が競合し

ているため、比較的長い螺旋周期（数ナノメールから数百ナノメートル程度）が現れる。 
 
 

【本研究に関するお問い合わせ先】 
独立行政法人 物質・材料研究機構 表界面構造・物性ユニット 電子顕微鏡グループ 外来研究員 
現在の所属：早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 環境資源工学科 
助手 長尾 全寛（ながお まさひろ） 
E-mail: m.nagao@aoni.waseda.jp 
TEL: 029-851-3354（内線 8883) 
 
独立行政法人 物質・材料研究機構 表界面構造・物性ユニット 
ユニット長 木本 浩司（きもと こうじ） 
E-mail: KIMOTO.Koji@nims.go.jp 
TEL: 029-860-4402 
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独立行政法人物質・材料研究機構 
企画部門 広報室 
〒305-0047 茨城県つくば市千現 1-2-1 
TEL: 029-859-2026、FAX: 029-859-2017 
E-mail：pr@nims.go.jp 

 


