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Magnetic skyrmions are particle-like nanometric topologi-
cal spin textures that emerge in chiral-lattice magnets with
broken spatial inversion symmetry as a consequence of keen
competition between ferromagnetic exchange interactions and
Dzyaloshinskii–Moriya interactions. Skyrmions began attract-
ing intensive research interest because they turned out to have
numerous advantageous properties for technical applications as
information carriers in high-performance magnetic storage de-
vices. To realize skyrmion-based spintronic devices, it is neces-
sary to establish methods for creating, erasing and driving mag-
netic skyrmions with a low energy cost. In this article, we dis-
cuss recent theoretical proposals for electrically creating mag-
netic skyrmions on a thin-film specimen of chiral-lattice mag-
netic insulator with a multiferroic nature by locally applying
electric fields, instead of electric currents, via a needle-shaped
electrode. This method can be traced back to the magnetoelec-
tric coupling between noncollinear skyrmion magnetization and
electric polarization, which represents a unique method for po-
tential skyrmion-based memory devices without Joule-heating
losses.
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1. は じ め に

磁性体中の磁化配列をデジタル情報として利用する磁気
メモリや磁気ストレージは，不揮発性や放射線耐性などの
特徴を備えるエレクトロニクス素子として注目され，その
研究・開発が精力的に進められている．そのような磁気素
子の代表格はハードディスクであり，微細化や多層化，書
き込みや読み出し技術の進展には目を見張るものがある．
少し昔に目を転じれば，1980年代に実用化された強磁性
体中の円筒磁区（磁気バブル）を利用した「バブルメモリ」
がある．バブルメモリは，その制御に三相電流や回転磁界
が必要であり，また磁気バブルそのものがマイクロメート
ルスケールの比較的大きな磁気構造であるため，デバイス
の微細化と高密度化が困難という欠点があった．
ハードディスクやバブルメモリでは，コイルに電流を流
すことで生じる「磁場」を使って磁気情報を制御してい
る．それに対し近年，磁気情報の書き込みや読み出しにお
いて，磁場に比べて局所的に印加しやすい「電場」や「電
流」を使うことが，微細化や集積化，省電力化に有効であ

Fig. 1 (a) Magnetic skyrmion. (b)–(d) Possible forms of mag-
netic memory devices with skyrmions as information carriers.
(b) Skyrmion race-track memory, (c) Skyrmion magnetoresistive
random access memory (Sk.-MRAM), and (d) Skyrmion mag-
netic recording patterned media.

ると考えられ始めた．そのため，磁気構造の電気的操作が
近年のスピントロニクス分野で盛んに研究されている．例
えば，電流による強磁性体磁壁の駆動や 1)，それを応用し
た「磁壁電流駆動型メモリ（レーストラックメモリ）」は典
型的な研究テーマである 2)．しかし，磁壁の駆動にはおよ
そ 1011～1012 A/m2 程度の大きな電流密度が必要であり，
このことが省電力化の妨げになっている．
近年，キラルな結晶構造を持つある種の磁性体におい

て，特定の条件のもとでFig. 1(a)のような「スキルミオン」
と呼ばれる粒子的な性質を持った磁気渦構造が発現するこ
とが発見された 3),4)（書籍・レビューとして 5)～7)）．スキルミ

38 Copyright © 2020 by The Magnetics Society of Japan



オンのサイズは，強磁性交換相互作用とDzyaloshinskii・
守谷 (DM)相互作用の強度比で決まるため物質によって異
なるが，およそ 3から 100 nmと極めて小さい．さらに，
MnSiや FeGe, Fe1−xCoxSiなどの B20 合金に代表される
キラル金属磁性体中では，105～106 A/m2 程度の電流密度
で駆動できることが実証された 8)～10)．これは磁壁駆動に必
要な電流密度の 10万の１から 100万分の１という非常に
小さな値である．これらの性質は，高密度かつ省電力な磁
気メモリへの応用上，有利な性質である．例えば，レース
トラックメモリの「磁壁」を「スキルミオン」に置き換え
た Fig. 1(b)のような「スキルミオンレーストラックメモ
リ」は，極小の電流密度で駆動できるというスキルミオン
の特徴を生かした有望な素子形態の一つである（スキルミ
オンの電流駆動に関する解説は文献 11, 12）
上述の「ナノスケールの極小サイズ」と「極小外場で駆
動可能」という性質に加え，スキルミオンは「トポロジカ
ルに保護された安定性」という特徴も備えている．量子化
されたトポロジカル不変量である「スキルミオン数」は，
連続的な変形に対して不変である．これは，磁化が一律方
向を向いた強磁性状態の磁化配列を連続的に変形してもス
キルミオンを生成することはできないし，逆にスキルミオ
ンの磁化配列を連続的に変形してもスキルミオンを消すこ
とはできないことを意味している．スキルミオンを生成し
たり消去したりするには，必ず局所的に磁化を反転させる
ような大きなエネルギーコストを伴う不連続な変化を与え
なければならない．そのため，スキルミオンは一度生成さ
れると壊れにくいし，熱揺らぎなどで勝手に生成されてし
まうこともほとんどない．このような性質を生かして，例
えば Fig. 1(c)や (d)のような「磁気抵抗メモリ (MRAM)」
や「磁気パターンメディア」の情報担体としてスキルミオ
ンを使うことで，微細化しても擾乱に強く安定な磁気メモ
リ素子の実現が期待できる 13)．
スキルミオンを実際にメモリ素子の情報担体として使う
には，スキルミオンを「小さな消費電力で」，「意図した場
所に」，「意図したタイミングで」，「意図した数だけ」生成
する技術を確立する必要がある．しかし，スキルミオンの
持つ「トポロジカルな安定性」は，磁気情報の安定性をも
たらす長所であると同時に，生成（書き込み）を困難にす
るという短所にもなっている．スキルミオンの生成方法に
関しては，これまでに数多くの理論提案や実験実証が報
告されている 13)．例えば，光（レーザー）を照射する方法
や，磁場を印加する方法，走査型トンネル電子顕微鏡の探
針 (STMチップ)を用いる方法，局所圧力を印加する方法，
電流やスピン流を使う方法が提唱されている．このうち，
光や磁場を使う方法は，光照射や磁場印加のスポットサイ
ズをナノスケールに絞ることが技術的に困難であるため，
実現のハードルは高い（ただし，磁場を試料全体に印加し
ても，狙った領域にナノサイズのスキルミオンを書き込む

方法が理論的に提案されている 14)）．また，STMや局所圧
力を使う方法は大がかりな装置や，探針の精密な制御を必
要とするため，簡便な方法とは言い難い．電流やスピン流
を使う方法は，これらの提案の中では比較的簡便にできる
現実的な方法である．しかし，電流によるスキルミオン生
成には，磁壁駆動に要する程度の大きな電流を金属磁性体
の試料に流す必要があり，結果としてジュール発熱による
エネルギー損失と，熱擾乱による磁気情報の不安定化が問
題となりうる．
以上のような状況を踏まえ，本稿では，スキルミオンを

メモリ素子やロジック素子の情報担体として利用するため
の基盤技術である「スキルミオンの生成方法」として，絶
縁性キラル磁性体の薄膜・薄片試料に針状電極で局所的に
電場を印加する方法を議論する 15),16)．スキルミオンの非共
線的な磁化配列が絶縁性磁性体中にあると，スピン軌道相
互作用の効果を通じて電気分極を誘起し，系は磁性強誘電
体（マルチフェロイックス）として振る舞う．このような
系では，「電気磁気結合」と呼ばれる電気分極と磁化のカッ
プリングを通じて，「電場」を印加することで電気分極の
配向を変化させ，それに伴う磁化の配向変化を引き起こす
ことができる．この現象を利用すると，「磁場」ではなく
「電場」で局所磁化反転を引き起こし，スキルミオンを生
成できる．この方法は，省電力性と安定性の点で電流を使
う方法より勝っている．なぜなら，絶縁体中の電場は，金
属中の電流と異なり，ジュール発熱がほとんどなく，それ
によるエネルギー損失と熱擾乱の発生がないためである．
本稿では，スキルミオンを発現する絶縁性キラル磁性体と
して，2012年に報告された Cu2OSeO3 を念頭に議論を進
める 17)～19)．しかし，ここでの議論は Cu2OSeO3 と同じキ
ラルな立方晶構造を持つ絶縁性磁性体にそのまま適用でき
る．さらに言えば，他の結晶対称性を持つ絶縁性のスキル
ミオン物質においても，同様の現象が期待できる．

2. キラル立方晶構造を持つ絶縁性磁性体とスキルミオン

Cu2OSeO3 の結晶構造は，B20化合物と同じ P213とい
う空間群に属するキラルな立方晶である．しかし，その原
子配置は B20 化合物のそれとはだいぶ異なり，Fig. 2(a)
のように四つの Cu2+ イオンを頂点とする正四面体のネッ
トワークから構成される．正四面体上の四つの Cu2+ イオ
ンのスピン (S/ħ = 1/2)は，Tc = 58 K以下で 3up-1downの
共線的なフェリ磁性秩序を示すが，この四つのスピンの集
合体を大きさ S/ħ = 1の一つのスピン（磁気ユニット）と
みなすことができる [Fig. 2(b)参照]．この物質では，適度
な磁場を印加すると直径が約 50 nmの渦状のスキルミオ
ンが発現する．バルク試料の場合，Fig. 2(c)の実験相図か
らわかるように，スキルミオンは常磁性相とコニカル磁性
相の相境界付近の限られた温度–磁場領域にのみ発現する．
しかし，試料の厚さをスキルミオンのサイズと同程度かそ
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Fig. 2 (a) Crystal structure and (b) magnetic structure of
chiral-lattice magnetic insulator Cu2OSeO3. (c), (d) Experimen-
tal phase diagrams in plane of temperature and magnetic field
for (c) bulk and (d) thin-plate specimens of Cu2OSeO3. (e) The-
oretical phase diagram of spin model (1) as function of magnetic
field at T = 0 when J = 3 meV and D/J = 0.09. (f)–(h) Magnetic
configurations of (f) helimagnetic state, (g) skyrmion crystal, and
(h) ferromagnetic state with a skyrmion defect.

れ以下まで薄くすると，Fig. 2(d)の実験相図のように広い
領域でスキルミオンが安定に存在できるようになる 17)．

Cu2OSeO3 の薄膜や薄片試料の磁性は，次の正方格子上
の古典ハイゼンベルグ模型でよく記述される．

H0 =−J
∑

<i, j>
mi ·m j −D

∑

i,γ̂=x̂, ŷ
(mi ×mi+γ̂) · γ̂

−�μBHz

∑

i
miz (1)

ここでは，上述の磁気ユニットを磁化ベクトルmi (=−S i /ħ)

で表している．第一項は強磁性交換相互作用（J はその結
合定数），第二項がDM相互作用（Dはその結合定数）で，
第三項がゼーマン相互作用（�，μB，Hz はそれぞれ �因子，
ボーア磁子，面直外部磁場の大きさ）を表す．スキルミオ
ンやヘリカル磁性は，長周期の空間変調構造であるため，
結晶構造とのカップリングが非常に弱い．そのため，実際
の複雑な結晶構造を無視した単純な立方格子や正方格子上
のスピン模型による記述が正当化される．各パラメータの
値は，転移温度の値 (Tc = 58 K)から J = 3 meV，スキルミ
オンの直径 (50 nm)から D/J = 0.09と評価できる．このモ

Fig. 3 (a) Spatial distribution of skyrmion magnetizations mi .
(b), (c) Spatial distributions of local electric polarizations pi in-
duced by the skyrmion magnetizations on (b) [111] plane and (c)
[001] plane.

デルの基底状態の相図は，磁場の関数としてFig. 2(e)のよ
うになり，ヘリカル磁性相と強磁性相に挟まれて，中間磁
場領域にスキルミオン結晶相が現れる [Fig. 2(f)–(h)参照]．
この理論相図は，実験相図の最低温での振る舞いを転移磁
場の定量性も含めてよく再現する．
絶縁性磁性体における非共線的な磁化配置は，スピン軌

道相互作用を通じてしばしば電気分極を誘起することが知
られている．Cu2OSeO3 のスキルミオンも，その発見当初
から強誘電分極を伴っていることが実験的に明らかにされ
た 17)～19)．その微視的な発現メカニズムは「スピン依存軌
道混成モデル」でよく説明できる．しかし，微視的なモデ
ルを考えなくても，対称性の議論からこの物質の局所的な
スピン依存誘電分極の表式を次のように書き下せる．

pi = (pia, pib , pic)=λ(mib mic, mic mia, miamib) (2)

ここで，a, b, cは立方晶の座標軸であり，λは電気磁気結
合定数である．立方晶物質における局所分極 pi は一般的
にこのように書ける．誘電測定のデータから Cu2OSeO3

の結合定数 λは λ= 5.64×10−33 Cmと評価できる．
式 (2) が立方晶の座標軸の成分で書かれていることか

らわかるように，スキルミオンが発現する試料の面方位
によって，スキルミオン磁化が誘起する電気分極 pi の分
布が異なる．Fig. 3(a)にスキルミオンの磁化分布を示し，
Fig. 3(b)と (c)にそれぞれ [111]面と [001]面上において
スキルミオン磁化が誘起する電気分極の分布を示す．それ
ぞれ面内（面直）成分を矢印（カラー）で表示している．
このような絶縁性のキラル磁性体では，分極と磁化の電

気磁気結合を利用して，電場を使ってスキルミオンを書き
込むことができる．以下ではCu2OSeO3を例に，その方法
を見ていこう．ただし，ここでの議論は立方晶の絶縁性キ
ラル磁性体において一般的に成り立つ．また，この物質で
は，局所電場印加により (111)面や (001)面にはスキルミ
オンを書き込めるが，(110)面には書き込めないなど，面
方位によってスキルミオンを書き込める・書き込めないの
違いが出てくる．このような面方位依存性や書き込み可能
条件などの詳細は多少違ってくるものの，キラル立方晶に
限らず他の結晶対称性を持つ絶縁性のスキルミオン物質に
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Fig. 4 Setup for writing a skyrmion by locally applying elec-
tric field via needle-shaped electrode on thin-film specimen of
chiral-lattice magnetic insulator.

おいても，同様の現象が期待できる．
スキルミオンの生成は，磁化の時間発展方程式である

Landau–Lifshitz–Gilbert (LLG) 方程式を用いた数値シ
ミュレーションで議論できる．LLG方程式は次式で与え
られる．

dmi

dt
=−γmi ×Heff

i + αG

m
mi × dmi

dt
(3)

第一項は有効磁場周りの磁化の回転を記述する歳差運動項
で，γ= �μB/ħは磁気回転比と呼ばれる定数である．第二項
はエネルギー散逸の効果を記述するために現象論的に導入
したギルバート緩和項で，本稿のシミュレーションではギ
ルバート緩和定数αG を 0.04に取っている．第一項に現れ
る，磁化 mi に作用する磁場 Heff

i には，外部磁場の寄与に
加えて，周囲の磁化から相互作用を通じてmi に働く有効
的な磁場の寄与も含まれている．Heff

i の表式は，微視的な
ハミルトニアンを磁化で微分することで得られる．

Heff
i =− 1

γħ
∂H

∂mi
(4)

ここで，ハミルトニアンH =H0+H ′(t)は二つの寄与から
なる．H0 は式 (1)で与えられる Cu2OSeO3 の擬二次元試
料の磁性を記述する古典ハイゼンベルグ模型のハミルトニ
アンである．それに対し，H ′(t)は所定の時間継続して系
の局所的な円形領域C に印加される電場E(t) = (0,0,Ez(t))

と，その領域内にある電気分極 pi との相互作用を記述す
る項で，次式で与えられる．

H ′(t)=−E(t) · ∑
i∈C

pi (5)

pi は式 (2)で与えられる磁性誘起電気分極で，この項を通
じて電場と磁化が相互作用することになる．

3. 局所電場によるスキルミオン書き込み

最初に，Cu2OSeO3の薄膜・薄片試料の面方位が [111]の
場合を議論する．Fig. 4のような針状電極を用いた局所的
な電場印加を想定して，シミュレーションでは直径 40サイ
ト (およそ 20 nm)の円形領域に電場を一定時間 (0.66 ns)

Fig. 5 Snapshots of simulated spatiotemporal dynamics of (a)–
(d) polarizations pi and (e)–(h) magnetizations mi for skyrmion
creation process with local application of electric field on [111]
plane of Cu2OSeO3. (i) Relationship between orientation of lo-
cal magnetization mi and sign of local polarization pi. (j)–(n)
Schematics of skyrmion creation process focusing on alignments
of mi and pi along diameter of field-applied area. Here, CW and
CCW denote clockwise and counterclockwise rotations of mag-
netizations.

一様に印加した後に，電場印加を止める．Fig. 5(a)～(d)に
はシミュレーションで得られた電気分極分布の時間変化が
示されており，電場印加により徐々にその形状が変化して
いることがわかる．それに伴い，Fig. 5(e)～(h)に示すよ
うに磁化分布も時間的に変化していき，最終的にスキルミ
オンが生成される．ここでの印加電場の向きは下向きで，
その大きさは |Ez | = 1.2×1010 V/mに設定している．
磁化と電気分極の空間配列の時間変化を追うことで，ス
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Fig. 6 Simulated skyrmion creation processes via local appli-
cation of electric field on [001] plane of Cu2OSeO3.

キルミオンの生成メカニズムがわかる．まず，磁化 mi の
向きと電気分極 pi の符号との関係を見ておく．面直方向
である [111]方向を z軸とし，z軸正（負）の向きを上向
き（下向き）とする．Fig. 5(i)に示すように，面直の磁化
mi ∥ zは面直上向きの分極 (piz > 0)を，面内の磁化 mi ⊥ z

は面直下向きの分極 (piz < 0)を誘起する．これは立方晶の
絶縁性磁性体では一般的に成り立つ事実であり，式 (2)か
ら理解できる．
まず，Fig. 5(j)のように磁化が外部磁場により面直上向
き (miz > 0) にそろった強磁性状態を考える．このとき，
分極 pi もまた面直上向き (piz > 0) に一様にそろってい
る．この状態に，面直下向きの電場 Ez < 0を印加すると，
Fig. 5(k)のように電場印加領域で中心以外の分極が面直
下向き (piz < 0)に反転する．それに伴って磁化も面内方向
(mi ⊥ z)へ 90 度フリップするが，このときに面内のどの
方向を向くかはDM 相互作用の符号によって決まる．こ
の物質のように DM 相互作用が時計回りのらせん磁化配
列を好む場合には，電場印加領域の磁化配列は，その外側
に広がる強磁性磁化に時計回りにつながっていくように決
まる．その結果として実現する Fig. 5(l)の磁化配列では，
中心の磁化が上を向いているので，そこだけ局所的に反時
計回りの磁化配列が出現し，DM相互作用のエネルギーを
損することになる．このエネルギー損を解消するために，
中心の磁化は上向きから下向きに180度反転を起こす（結
果として，全電場印加領域にわたって時計回りの磁化配列
が実現する）．この時点で電場印加を止めると，磁化配列
の緩和が起こり，スキルミオンが生成される．
次に，薄膜・薄片試料の面方位が [001]の場合を議論す
る [Fig. 6参照]．試料面は ab面であり，外部磁場 H は c

軸正の向きに印加されている．磁化 mi の向きと電気分極
pi の符号の関係は，Fig. 3(a)と (c)の比較から，mi が ab

Fig. 7 Snapshots of simulated spatiotemporal dynamics of (a)–
(d) magnetizations mi and (e)–(h) polarizations pi for electri-
cal skyrmion creation on [001] plane of helimagnetically ordered
thin-film specimen of Cu2OSeO3. Electric field is applied locally
to sites within circular area indicated by dashed circles in (a)
and (e) for a duration of 0.22 ns.

面内 45◦ あるいは 225◦ 付近を向いている場合には上向き
の分極 piz > 0が，135◦ あるいは 315◦ 付近を向いている
場合には下向きの分極 piz < 0が誘起されることがわかる．
この関係性は [111]面の場合とは異なっている．その違い
により，[111]面の場合には点で起こっていた局所磁化の
反転が，[001]面の場合には Fig. 6(b)のように線状に起こ
る．電場印加を止めると，この線状の磁化反転領域を種と
してスキルミオンが生成される．
興味深いことに，[001]面の場合は [111]面の場合と異

なり，電場の印加時間によって生成されるスキルミオンの
数を制御できる．電場印加による線状の磁化反転領域が現
れてすぐに電場を切ると，Fig. 6(c), (d)ように一つのスキ
ルミオンができる．それに対し，電場をすぐに切らずに印
加し続けると，線状の磁化反転領域は交換相互作用のエネ
ルギー損を解消するために，電場印加領域の外に移動し始
め，領域外に達したとたん，Fig. 6(e), (f)ように磁化が十
分に反転した領域（skyrmion seed）と，磁化の反転が不
十分な領域（magnetic droplet）に分裂する．この分裂直
後に電場を切ると，Fig. 6(g)～(j)ように skyrmion seedの
部分だけがスキルミオンになり，magnetic dropletの部分
は緩和して元の強磁性配列に戻ってしまう．その結果，ま
たしてもスキルミオンは一つしか生成されない．しかし，
分裂直後にすぐに電場を切らず，さらに印加を続けると，
反転が不十分だったmagnetic droplet の磁化が完全に反
転し skyrmion seedに成長する．その結果，Fig. 6(k), (l)
ように 2個のスキルミオンが生成される．
最後に，いくつか特記すべきことに触れておく．まず，

局所的な電場印加の方法を使えば，強磁性状態だけでなく，
低磁場側のヘリカル磁性状態にもスキルミオンを書き込む
ことができる [Fig. 7参照]．ヘリカル磁性相中の孤立スキ
ルミオンの振る舞いは，まだ明らかになっていないことが
多く，興味深い現象と機能の発現が期待できる．また，電
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Fig. 8 Dependence of skyrmion creation on electric-field
strength for different locations of field-applied area. (b)–(e) Sim-
ulated skyrmion creation process when electric field with |Ez | =
2.264×108 V/m is applied in dashed-circle area near sample edge
(Case 2).

場を印加する場所を工夫すると，スキルミオン生成に必要
な電場強度を大幅に抑制することができる．Fig. 8(a)には
[111]面の場合に，電場印加スポットを試料中央に設定し
た場合と，試料端に設定した場合のスキルミオン数の電場
強度依存性がプロットしてある（スキルミオンの生成に伴
い「0」から「1」に変化している）．試料中央に電場を印
加してスキルミオンを生成するには，トポロジカルな制約
により磁化を上向きから下向きに一気に反転する必要があ
り，強い電場を要する．それに対し，試料端に電場を印加
すれば，試料端での磁化分布の不連続性からトポロジカル
な制約が解消され，Fig. 8(b)～(e)に見るように連続的な磁
化反転が起こる．これにより，スキルミオン生成に要する
電場強度は３分の１程度に抑えられている．

4. ま と め

以上，絶縁性キラル磁性体に針状電極で電場を印加する
ことでスキルミオンを書き込む方法について議論してき
た．本稿では典型物質であるCu2OSeO3 を扱ってきたが，
ここで議論した機構や現象は絶縁性のスキルミオン物質で
一般的に期待できる．より小さな電場で効率的にスキルミ
オンを書き込むために，強い電気磁気結合を持つスキルミ
オン物質の探索が求められる．また，近年，極性非キラル
な結晶構造を持つ絶縁性バナジウム化合物において，ネー
ル型と呼ばれる新しいタイプのスキルミオンと磁性誘起分
極の存在が発見された 20)．様々な結晶構造やスキルミオン
構造，電気磁気結合のタイプを対象に，スキルミオンの電
場制御の研究は今後大きく発展していくであろう．また，
本稿で議論した現象以外にも，絶縁体中のスキルミオンは
興味深いマイクロ波応答現象やマイクロ波素子機能を示す

（解説として文献 21～23）．多彩な物性現象と物質機能の
宝庫である絶縁性磁気スキルミオンの研究がさらに発展し
ていくことを願う．
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