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研究成果の概要（和文）：強磁性体で隔てられた超伝導体の接合を考え、その強磁性体中で磁壁が振動運動している場
合の電流電圧曲線を導いた。特徴的なのは、磁壁の振動数の整数倍に比例定数をかけた電圧のところで、電流電圧曲線
が階段状に変化しうることである。その比例係数は、高精度で決められた基礎物理定数のみで与えられ、電圧も９桁と
いう極めて高い精度で決まるので、磁壁の振動数自体も高精度で観測が可能になると分かった。磁壁の幅が変化する場
合や、接合の形状効果などについても電流電圧曲線に同様の変化が現れることも分かった。

研究成果の概要（英文）：We have studied the current-voltage (I-V) curve of a superconducting junction 
separated by a ferromagnet, in which a magnetic domain-wall oscillates. It is surprising that the I-V 
curve shows step-wise structures at voltages proportional to an oscillation frequency of the domain wall. 
Its coefficient is determined by fundamental constants, which are precisely determined. The voltage is 
also accurately measurable up to the 9th digit. Therefore, our equation shows that the oscillation 
frequency of the domain-wall is also precisely observable. Also in other cases as an oscillation of the 
width of domain-wall and the effect of device geometry, the I-V curve shows the similar changes.

研究分野： 物性理論
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１．研究開始当初の背景 
電子は様々な秩序状態を示す。超伝導状態

や強磁性状態はその代表例である。これらの
秩序状態は様々な形で応用されエレクトロ
ニクスの根幹を担っている。その典型がジョ
セフソン接合である。超伝導体を絶縁体や金
属で隔てたジョセフソン接合は、1990 年 1
月 1 日以降、世界の電圧標準として我々の生
活を根本から支えている。量子ホール効果を
用いた抵抗標準と共に直流低周波の電気標
準を与え、科学技術の基盤を支えている。あ
らゆる科学と技術において精度の高い計測
技術が不可欠であることは言うまでもない。 
一方、電子のスピンをエレクトロニクスに

応用するスピントロニクスが近年注目を集
めている。磁性体における伝導現象は、スピ
ンの流れであるスピン流に関する基礎理論
の構築と微細加工技術を両輪として、急速に
発展している研究分野である。そして、強磁
性体内の磁壁を電流で直接制御することが
現実のものとなっている。このような磁化制
御は、磁気ランダムアクセスメモリや、高周
波発振などへの応用が可能であり、スピント
ロニクス分野における重要な研究課題とな
っている。  
上記のように磁壁を電流で駆動すること

は現実に可能となっているが、その運動学に
ついては未解明の部分が多くある。その理由
のひとつは、磁壁そのものが内部構造を持つ
からである。実際の磁壁は多くのスピンによ
って構成されているため、あたかも膜のよう
に変形することが出来る。それらの運動を理
論的に解析することは、磁壁をデバイスへ応
用する際に重要な問題であり、理論的解析が
精力的に進められている。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、異なる秩序状態を融合させる
ことで、超高感度な電流やスピン流などの伝
導制御もしくは観測方法の提案を目的とす
る。特に、強磁性体を介したジョセフソン接
合を用いて、磁性体に含まれる磁壁の運動状
態を観測する手段を与える。 
 
３．研究の方法 
 まずジョセフソン接合の輸送特性に関し
て概略を述べた後、研究の方法について説
明する。ジョセフソン接合にマイクロ波を照
射すると、電流電圧特性に図 1 のようなステ
ップが現われる。これはシャピロステップと
呼ばれている。ステップが現われる電圧

Vn(n=1,2,3,..)は、外部から与えたマイクロ波

の周波数ωと式(1)の関係で結ばれている。こ
こで、 はプランク定数、 e は電荷素量を
表し、各々普遍定数であるため、電圧がマイ
クロ波の周波数のみで決まることになる。こ
の関係を利用して世界の電圧標準が決めら
れている。マイクロ波の周波数は 12 桁とい
う高精度で制御が可能であり、そのとき電圧
は 9桁という驚異的な精度で規定することが
出来る。超伝導接合は、抵抗とコンデンサー
とコイルで構成された並列回路と考えるこ
とができ、式(1)の結果はこの等価回路模型を
用いて導くことが出来る。ただし、コイルの
部分は超伝導接合と磁場との結合を表すも
のに置き換える。 
 この等価回路模型を、図 2 に示すような超
伝導体が強磁性体で隔てたジョセフソン接
合に応用して、強磁性体中の磁壁の運動状態
を高精度に観測する方法を提案する。図 2 の
赤矢印は磁化を表す。 

 
 
４．研究成果 
 まず、図 2に示したような単一の磁壁の運
動を、超伝導体を用いて高精度で観測する原
理に取り組んだ[発表論文⑩]。強磁性体で隔
てられた超伝導体の接合(強磁性ジョセフソ
ン接合)を考え、その強磁性体中で磁壁が振
動運動している場合の電流電圧特性を、等価
回路模型を用いて導いた。磁壁の振動運動は、
強磁性体に電流を流すことで誘起すること
が可能で、確立した実験技術である。我々の
用いた等価回路模型は、抵抗とコイルに相当
する素子の並列回路で、コイルに相当する素
子は、超伝導体間を流れる超伝導電流成分に
対応する。超伝導電流成分は磁気との結合が
あるため、超伝導電流成分を通して磁壁の振
動運動の寄与が理論式に取り込まれる。その

結果、式(2)のように、磁壁の振動数Ωの整
数倍に式(1)と同じ比例定数をかけた電圧の
ところで、電流電圧特性が階段状に変化しう
ることを見出した。ただし、式(1)のシャピ
ロステップの場合と異なるのは、外部磁場の
周波数ωが、磁壁の振動数Ωに置き換わって
いる点である。従って、磁壁の振動数自体が
高精度で観測が可能になる。 電圧
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 次に、磁壁の幅が振動する状態(ブリージ
ングモード)を、高精度に検出する方法と取
り組んだ[発表論文⑥]。磁壁は多くの電子ス
ピンの集合であり、粗視化された微小磁化の
集まりである。磁壁の運動が集団座標で記述
されることは良く知られている。一次元系の
場合、磁壁の位置と磁壁面の傾きが集団座標
に相当する。これらの変数は、困難軸異方性
やピン止めポテンシャルに対して、磁壁の厚
みが一定と見なせる場合に成り立つ。しかし、
磁壁の運動には、常にエネルギーの散逸が伴
う。この散逸まで含めて磁壁の運動を考察す
ると、磁壁の幅も時間と共に変化して良いこ
とが分かる。特に、磁壁がポテンシャルに束
縛されている場合、ブリージングモードが数
値計算を用いて示されており、それをマイク
ロ波発信に応用しようとする提案もある。磁
壁の位置の振動と、ブリージングモードの両
者が存在する場合について、再び等価回路模
型を用いて電流電圧特性を計算した。その結

果、式(3)のように磁壁の振動数Ωの整数倍
に加え、ブリージングモードの振動数νの整
数倍にも同じ比例定数をかけた電圧のとこ
ろで、電流電圧特性が階段状に変化しうるこ
とが分かった。特徴的な点は、磁壁の位置が
振動している場合に比べ、ブリージングモー
ドの方が、変化が遥に大きいことである。図
3 にその一例を示す[発表論文⑥]。階段状の
変化が多くみられるが、矢印で示した大きな
ステップの部分がブリージングモードに対
応する。 

ブリージングモードは、理論的に存在が指摘
されているが、実験で確認されていない。一
方、磁壁駆動の臨界電流の大きさを決めてい
ると主張する研究もあり、ブリージングモー
ドの存在を確認することは重要である。この
成果は、磁壁のブリージングモードを観測す
る有力な手段になり得るものである。 
 ここまで、強磁性体中の磁壁の振動や、磁
壁の幅が振動する状態(ブリージングモー
ド)が、階段状の電流電圧特性となって現れ
ることを示した。このような特性が得られる
背景には、超伝導秩序変数が振幅と位相によ
って定まり、この位相が電磁場と結合する事
実がある。一方、接合の大きさが超伝導体の
磁場侵入長より大きくなると、接合内に電磁

場の共振モードが生まれ、フィスケ共鳴と呼
ばれる共鳴構造が電流電圧特性中に現れる。
このフィスケ共鳴では、接合に与える静磁場
の大きさによって、共鳴構造が現れる電圧の
値が変わる。このような接合内における電磁
場の共振モードは、形状によって敏感に変化
する可能性がある。強磁性体で隔てられた超
伝導体の接合を考え、強磁性体の厚みが不均
一な場合の電流電圧特性を計算した[発表論
文⑤]。等価回路模型を用い、与えられた接
合形状における接合内の超伝導秩序変数の
位相に対する運動方程式と、強磁性体の線形
化した運動方程式を連立させて解くことで、
電流電圧特性を求めた。その結果、通常知ら
れているフィスケ共鳴以外に、複数のフィス
ケ共鳴構造が表れることが分かった。これら
複数のフィスケ共鳴は、強磁性共鳴に対応す
るものであり、磁化の運動に起因するもので
ある。そして、強磁性共鳴と接合内の電磁場
モードは、互いに結合した複合モードになっ
ていることが、電圧依存性から分かった。ま
た、接合面に垂直な面に対して完全反対称な
形状の場合、フィスケ共鳴構造が一部制限さ
れることも分かった。 
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