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非磁性金属中の渦度を用いた 
スピン輸送

1

非磁性金属中の渦度 
（流体運動・弾性運動）

スピンの向きバラバラの 
伝導電子たち

スピンの向きの揃った 
伝導電子たち（スピン流）

スピン渦度結合 
(スピンに働く慣性力)
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渦度勾配による 
ACスピン流生成

スピン渦度結合による磁気回転シュテルン・ゲルラッハ効果 
Gyromagnetic Stern-Gerlach effect driven by spin-vorticity coupling
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磁気回転効果: 回転させると磁化する(Barnett 1915)
ジャイロ効果 
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磁気回転効果（バーネット効果） 
磁性体を回転させると磁化する
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Source 高速回転装置による剛体回転 管流による渦度 (流れる水銀) 表面弾性波による渦度 (震える銅)

Rotation 
frequency 10 kHz 1 kHz 1 GHz

Magnetic 
field 1 μT (DC) 0.1 μT (DC) 0.1 T (AC)

有効磁場としての回転・渦度
HSR = ! S " # = ! S " !B#

角速度を磁気回転比で割ると 
有効磁場になる

!e = e
me

= 1.76 $ 1011 rad " s!1 " T!1

8

B# = #
!

= e#
m

※ バーネットの実験：10nT ～ 地磁気程度 (木造建屋で実験＆太陽の黒点活動が穏やかな磁気に測定)
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磁気回転効果：磁化させると回転する (Einstein & de Haas 1915)10
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磁性の起源は円電流の角運動量

磁性が角運動量由来であるなら， 
力学的角運動量と相互変換できるはず

「アインシュタイン生涯唯一の実験」
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アインシュタインに見せてあげたかった実験（もちろんド・ハースにも）12

By Drs. Ono & Chudo (JAEA)
磁気軸受（100万円）



磁気回転効果から磁気回転シュテルン・ゲルラッハ効果へ13

磁気回転効果 
回転→磁化

磁気回転シュテルン・ゲルラッハ効果 
渦度勾配→スピン流

HSR = ! S " # HSV = ! S " "
2

FS = ! %HSV = S " %"
2

" = % $ v



電流とスピン流14
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（保存流）
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電流とスピン流14

電流：スピン角運動量が打ち消し合っている Jc = J& + J'
（保存流）

JS = J& ! J'
(Quantum kinetic theoryで解析する:今回は割愛)

どうやって，up/downを逆向きに流すのか？

スピン流：電荷が打ち消し合っている
（非保存流:数10ナノメートル程度の拡散）



非磁性金属におけるスピン流のレシピ：スピンホール効果 vs. 磁気回転シュテルン・ゲルラッハ効果15

HSO = ! e#so
( S " (p $ E)

vS = [r, HSO
i( ] = e#so

( S $ E

HSV = ! S " "
2

FS = ! %HSV = S " %"
2

スピンホール効果 磁気回転シュテルン・ゲルラッハ効果
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HSO = ! e#so
( S " (p $ E)

vS = [r, HSO
i( ] = e#so

( S $ E

HSV = ! S " "
2

FS = ! %HSV = S " %"
2

スピンホール 磁気回転 
シュテルン・ゲルラッハ

スピン軌道相互作用 スピン渦度結合

Ptなど 
貴金属限定

CuやAlなど 
ありふれた金属でもよい

スピンホール効果 磁気回転シュテルン・ゲルラッハ効果



スピン回転結合 vs. スピン渦度結合 (1/2 の因子について)16

" = % $ v

v(r)

v(r + $r)

HSR = ! S " # HSV = ! S " "
2

#：剛体回転の角速度 ：渦度 (速度場のrot )

"z = )xvy ! )yvx#z

x

y
x, y( ) x + Δx, y( )

x, y + Δy( )
∂y vx ⇒ vx x, y + Δy( )− vx x, y( )

∂x vy ⇒ vy x + Δx, y( )− vy x, y( )

剛体回転の場合 
ダブルカウントしている

" = % $ v



渦度勾配のレシピ: 流れる水銀 と 震える銅17

" = % $ v

v(r)

v(r + $r)

 x

 y

 z

水銀やガリウム合金を石英管に流す 銅を振動させる（レイリー型の表面弾性波）

渦度
勾配

渦
度
勾
配
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振動していない結晶格子 振動している結晶格子

電子の状態？

✓変位は格子定数の数％ 
✓電子スピンの時間スケールに比べて 
格子の時間スケールは遅い

電子はブロッホ状態のまま， 
格子変形に断熱的に追従 (拘束系)

ブロッホ状態の電子 H0

v(r, t)

格子の静止系 スピンに働くゲージ場（有効磁場）が発生  
(スピン接続 ⇒ スピン渦度結合)

!S " % $ v(r, t)
2

H0

dr* = dr ! v(r, t)dt
dt* = dt一般座標変換



慣性力の取り扱い： 特殊相対論的ディラック方程式 vs. 一般相対論的ディラック方程式 (一般ゲージ理論)20

A%

j%
c = q&̄!%&

+U(1)
int = j%

c A%

電流と電磁場の結合

電流：

電磁場 (U(1)接続)：

要請：局所 U(1) ゲージ対称性を満たす
▷ 電荷保存則

+ = ! &̄[!%(p% ! qA%) + m]
Special relativistic Dirac Lagrangian
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A%

j%
c = q&̄!%&

+U(1)
int = j%

c A%

電流と電磁場の結合

電流：

電磁場 (U(1)接続)：

要請：局所 U(1) ゲージ対称性を満たす
▷ 電荷保存則

+ = ! &̄[!%(p% ! qA%) + m]
Special relativistic Dirac Lagrangian

スピン流と重力場・慣性力場の結合

j%
S = &̄e%

,c ! ,c- ,a ,b&スピン流：

+SO(3,1)
int = j%

S " ,a ,b
%

要請：局所SO(3,1) ゲージ対称性を満たす  R.Utiyama1956 

▷局所的に角運動量保存する 
(スピノル場と重力場で角運動量が交換される)

重力場・慣性力場 (スピン接続)：

Hsv = ! S " "
2

" ,a ,b = ' ,a " d' ,b

「四脚場の捩れ」

- ,a ,b = i
4 [! ,a, ! ,b]ローレンツ変換の生成子：

General relativistic Dirac Lagrangian

+ = ! &̄[! ,ce%
,c (p% ! i

2 " ,a ,b
% - ,a ,b) + m]

Ref. F.W.Hehl et al. Rev.Mod.Phys.1976 “General relativity with spin and torsion”  
       松尾『ねこ本』, 中嶋・松尾『一般ゲージ理論と共変解析力学』(現代数学社)



回転系のディラック方程式とパウリ方程式21

H0 = (mc2 + c) " (p + eA) + e*

H0 = (p + eA)2

2m
+ e* ! S " !B

[( = (I2 O
O !I2), )i = (O +i

+i O)]

! e#
( S " (p + eA) $ E + e#

2 % " E

慣性系のパウリハミルトニアン

慣性系のディラックハミルトニアン

スピン軌道相互作用 
▷ スピンホール効果

ゼーマン相互作用 
▷ シュテルン・ゲルラッハ効果

[S = (
2 +]
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H0 = (mc2 + c) " (p + eA) + e*

H0 = (p + eA)2

2m
+ e* ! S " !B

[( = (I2 O
O !I2), )i = (O +i

+i O)]

! e#
( S " (p + eA) $ E + e#

2 % " E
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慣性系のディラックハミルトニアン

スピン軌道相互作用 
▷ スピンホール効果

ゼーマン相互作用 
▷ シュテルン・ゲルラッハ効果

[S = (
2 +]

回転系のディラックハミルトニアン (←四脚場とスピン接続から得られる)

軌道角運動量 スピン回転結合

Hehl&Ni PRD(1990)H# = ! r $ (p + eA) " # ! (
2 - " # [-i = (+i O

O +i)]



回転系のディラック方程式とパウリ方程式21

H0 = (mc2 + c) " (p + eA) + e*

H0 = (p + eA)2

2m
+ e* ! S " !B

[( = (I2 O
O !I2), )i = (O +i

+i O)]

! e#
( S " (p + eA) $ E + e#

2 % " E

慣性系のパウリハミルトニアン

慣性系のディラックハミルトニアン

スピン軌道相互作用 
▷ スピンホール効果

ゼーマン相互作用 
▷ シュテルン・ゲルラッハ効果

[S = (
2 +]

回転系のディラックハミルトニアン (←四脚場とスピン接続から得られる)

軌道角運動量 スピン回転結合

Hehl&Ni PRD(1990)H# = ! r $ (p + eA) " # ! (
2 - " # [-i = (+i O

O +i)]

! e#
( S " (p + eA) $ ((# $ r) $ B) + e#

2 % " ((# $ r) $ B)

H# = ! r $ (p + eA) " # ! S " #

回転系のパウリハミルトニアン

MM et al., PRB(R)(2013);  
                PRB(R)(2017)

▷ 磁気回転スピンホール効果 

実証実験: A.Hirohata et al., Sci.Rep. 8, 1974 (2018)

MM et al., PRL(2011)磁気回転スピン軌道相互作用

スピン回転結合（スピン渦度結合） 
▷ 磁気回転シュテルン・ゲルラッハ効果

MM et al., PRL(2011)



1体系から多体系へ：スピン渦度結合によってスピン拡散方程式と流体・弾性体方程式が変わる

スピン拡散方程式

流体・弾性体方程式

()t ! Ds%2 + 1/,s).S/neq =

-
Dv
Dt

= % " TS +% $ TA

)t" + ."
,s

Hsv = ! S " "
2Spin-vorticity coupling

＋ 渦度からの角運動量移行

+ 反対称応力テンソル
▷ rotational viscosity 

I
D ·'
Dt

= TA

22

MM et al., PRB (R) 2013, 2017

For relativistic spin hydrodynamics: K.Hattori, M.Hongo, X.-G.  Huang, MM, H.Taya, Phys.Lett.B2019

+Free
electron[&]

+Free
Fluid/Elastic[e%

a]

+int
spin conn

Quantum kinetic equation 
(Non-equilibrium QFT)

反対称応力テンソル

R.Takahashi, MM et al., Nat. Phys.2016
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スピン流体発電：細管中の流体運動によるスピン流生成
液体金属のパイプ流 (GaInSn, Hg)  管径: 数百μm
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スピン流体発電：細管中の流体運動によるスピン流生成

R.Takahashi et al., Nat.Phys. 2016; Nat.Comm. 2020
T.Kazerooni et al., Phys.Rev.Appl.14,014002 (2020)

渦度
勾配 逆スピンホール効果 

による起電力発生

渦
度
勾
配
に
沿
って

 

ス
ピ
ン
流
生
成

25

液体金属のパイプ流 (GaInSn, Hg)  管径: 数百μm



スピン流体発電の流速依存性: 乱流 vs. 層流

層流

乱流

R.Takahashi et al., Nat.Comm. 2020

V 0 v*
2

V 0 v

起電力の流速依存性の理論予言  MM et al., PRB(R)2017 

26

R.Takahashi et al., Nat.Phys. 2016
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FIG. 1: The geometry for the SHD generation in a turbulent flow and in a laminar flow is schemat-

ically illustrated in b and c by cutting out the part of a cylindrical channel , respectively.

Spin hydrodynamic (SHD) generation, which have been discovered in our recent study, is

generation of electromotive force induced via a spin current in a flowing liquid metal. When

the liquid metal flows in a fluid channel, the vorticity !, local mechanical rotation described

as ! = ! " v, occurs with its spatial distribution as shown in Fig. 1a, where v is fluid

velocity. In the presence of the coupling between the vorticity and an electron spin in the

liquid metal, the vorticity acts as a spin-current source:

jS = #!0!
4e2

!"µ $ ##2$!!, (1)

where jS is a spin current, "µ is driving force for the spin current (the vector direction means

the polarized direction "), # is the spin-di!usion length, !0 is the electric conductivity, and

$ is the additional viscosity caused by the SHD generation. The equation indicates that the

spin current induced by the vorticity flows along the spatial gradient of ! with its polarized

vector lying along the !-vector direction. The spin current in the flowing liquid metal is

then converted into the electric field ESHD via the inverse spin Hall e!ect in the liquid metal.

The electric field is induced perpendicular to both the flowing direction of the spin current

and its polarized direction. Therefore, ESHD is predicted to be generated along the fluid flow

direction, as shown in Fig. 1a.

In accordance with eq. (1), the spatial gradient of the vorticity is necessary to generate

the spin current in the liquid metal flow. In a turbulent flow state shown in Fig. 1b, where
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Spin hydrodynamic (SHD) generation, which have been discovered in our recent study, is

generation of electromotive force induced via a spin current in a flowing liquid metal. When

the liquid metal flows in a fluid channel, the vorticity !, local mechanical rotation described

as ! = ! " v, occurs with its spatial distribution as shown in Fig. 1a, where v is fluid

velocity. In the presence of the coupling between the vorticity and an electron spin in the

liquid metal, the vorticity acts as a spin-current source:

jS = #!0!
4e2

!"µ $ ##2$!!, (1)

where jS is a spin current, "µ is driving force for the spin current (the vector direction means

the polarized direction "), # is the spin-di!usion length, !0 is the electric conductivity, and

$ is the additional viscosity caused by the SHD generation. The equation indicates that the

spin current induced by the vorticity flows along the spatial gradient of ! with its polarized

vector lying along the !-vector direction. The spin current in the flowing liquid metal is

then converted into the electric field ESHD via the inverse spin Hall e!ect in the liquid metal.

The electric field is induced perpendicular to both the flowing direction of the spin current

and its polarized direction. Therefore, ESHD is predicted to be generated along the fluid flow

direction, as shown in Fig. 1a.

In accordance with eq. (1), the spatial gradient of the vorticity is necessary to generate

the spin current in the liquid metal flow. In a turbulent flow state shown in Fig. 1b, where
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vorticity ~ 1021Hz  (~ 1017 T)!!
Au

AuAu+Au, non-central collision in  
Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC)

スピン渦度結合による 
クォーク・グルーオンのスピン流生成

Theory of relativistic spin hydrodynamics: K.Hattori, M.Hongo, X.-G. Huang, MM & H.Taya, Phys.Lett.B795, 100 (2019)

Nature (2017)
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レイリー型表面弾性波の作る渦度勾配を用いたスピン流生成

 x

 y

 z

レイリー波と渦度ダイナミクス

スナップショット:  渦度勾配に沿ってACスピン流生成 
スピン軌道相互作用が小さいために，スピン流生成源に 
適さないと思われていた銅でスピン流生成に成功！  

D.Kobayashi et al., PRL 2017 
S.Tateno et al., PRB 2020 
Y.Kurimune et al., PRB 2020

MM et al., PRB (R) 2013; PRB (R) 2017
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Observation of gyromagnetic spin-torque ferromagnetic resonance

1.55       1.62 1.55       1.62 1.55       1.62

Cu(200)

NiFe(20)

(a) (b) (c)

SiO2(20)
Cu(200)

NiFe(20)
NiFe(20)
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Kobayashi PRL 2017



今日お伝えしたこと： 現象2つ・ポイント4つ・機構1つ31
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渦度勾配による 
ACスピン流生成

スピン渦度結合による磁気回転シュテルン・ゲルラッハ効果 
Gyromagnetic Stern-Gerlach effect driven by spin-vorticity coupling
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Observation of gyromagnetic spin-wave resonance in a ferromagnetic thin film

Spin-wave excited via spin-vorticity coupling  
In a NiFe thin film

Y.Kurimune, MM, and Y.Nozaki, PRL 124, 217205 (2020)

33

(gif animation  
by S.Tateno)



Gyromagnetic spin Hall effect
MM et al., PRL(2011)

HSO = ! e#so
( S " (p + eA) $ E HMSO = ! e#so

( S " (p + eA) $ [(# $ r) $ B]

vS = [r, HSO
i( ] = e#so

( S $ E

Conventional SHE

N�

# 1 B

Charge current → Spin current

Magneto-optical detection (Pt and W) 
A. Hirohata et al., Sci.Rep. 8, 1974 (2018)
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Coupled equation of spin diffusion and fluid/elastic motion

Spin diffusion equation

Fluid/elastic equation

()t ! Ds%2 + 1/,s).S/neq =

-
Dv
Dt

= % " TS I
D ·'
Dt

= TA+% $ TA

)t" + ."
,s

Hsv = ! S " "
2Spin-vorticity coupling

+ angular momentum from vorticity

+ anti-symmetric stress

▷ spin transport by fluid/elastic motion

▷ rotational viscosity 

TS
ij = ! p$ij + %()ivj + )jvi)

TA
ij = %rot()ivj ! )jvi ! 2/ijk

·'k)
-v(r, t)

I ·'(r, t)

momentum

Total angular momentum

fluid element 

<Lattice angular momentum 
+ spin angular momentum>

Eringen 1964
For spintronics:  
Takahashi et al., Nat.Phys. 2016

vorticity

For a steady state: 

TA
ij = 0 2 I ·' = I

"
2

-
Dv
Dt

= ! %p + (% + %rot)%2v ! 2%rot% $ ·'%rot !2%rot% $ ·'

Navier-Stokes equation is modified as:

Back action from spin  
to fluid/elastic motion

35

Harii et al., Nat.Comm. 2019



Coupled equation of spin diffusion and fluid/elastic motion

Spin diffusion equation

Fluid/elastic equation

()t ! Ds%2 + 1/,s).S/neq =

-
Dv
Dt

= % " TS +% $ TA

)t" + ."
,s

Hsv = ! S " "
2Spin-vorticity coupling

+ angular momentum from vorticity

+ anti-symmetric stress

▷ spin transport by fluid/elastic motion

▷ rotational viscosity 

MM et al., PRB(R) 2017

- Spin diffusion equation is derived using the NEGF method 
- Relaxation time approximation of Kadanoff-Baym equation

. : conversion efficiency from vorticity to spins 
  > difference of the two time scales

,s 3 10!12 sec

"!1
elastic 3 10!9 sec "!1

fluid 3 10!3 sec

.spin
elastic 4 .spin

fluid

For electron viscous fluid in graphene:  
MM et al., arXiv:2005.01493 

Spin relaxation time

Typical time scales of vorticity

I
D ·'
Dt

= TA
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Tetrad (vierbein) formalism and local Lorentz invariance37

Spin connection assures local angular momentum conservation law.

Hehl et al.,(1976)

(-ab = i
2 [!a, !b])& 2 &* = exp[i'ab(x)-ab]&

Cartan (1922)

Gravity  w/ spin & torsion

+tot = ! &̄[ie%
a!a(p% ! i

2 "%
ab-ab) + m]&

++gravity[e%
a]

{!̃%(x), !̃0(x)} = {!a, !b}ea
%eb

0
= 21abea

%(x)eb
0(x) = 2g%0(x)

!̃%(x) := !aea
%(x) {!̃%(x), !̃0(x)} = 2g%0(x)

Dirac algebra in curved spacetime

Local Lorentz inv. Lagrangian

Spin connection

Spin connection absorbs )%'ab(x)-ab

e0
%

e1
%

e2
%

e3
%

e0
%

e1
%

e2
%

e3
%g%0

g%0(x) = 1abea
%(x)eb

0(x)



Spin connection38

+electron = ! &̄[ie%
a!a(p% ! i

2 "%
ab-ab) + m]&

+Elastic/Fluid = +[e%
a]

MM et al., “Spin-mechatronics”  
Chap. 25 in Spin current 2nd ed.(Oxford)

"ab
% dx% := ea " deb

Spin connection = “Twist of tetrads”  
→ spin-vorticity coupling



Efficiency of spin current generation: laminar       turbulent

!
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Turbulent flow Laminar flow(b)(a) (c)

FIG. 1: The geometry for the SHD generation in a turbulent flow and in a laminar flow is schemat-

ically illustrated in b and c by cutting out the part of a cylindrical channel , respectively.

Spin hydrodynamic (SHD) generation, which have been discovered in our recent study, is

generation of electromotive force induced via a spin current in a flowing liquid metal. When

the liquid metal flows in a fluid channel, the vorticity !, local mechanical rotation described

as ! = ! " v, occurs with its spatial distribution as shown in Fig. 1a, where v is fluid

velocity. In the presence of the coupling between the vorticity and an electron spin in the

liquid metal, the vorticity acts as a spin-current source:

jS = #!0!
4e2

!"µ $ ##2$!!, (1)

where jS is a spin current, "µ is driving force for the spin current (the vector direction means

the polarized direction "), # is the spin-di!usion length, !0 is the electric conductivity, and

$ is the additional viscosity caused by the SHD generation. The equation indicates that the

spin current induced by the vorticity flows along the spatial gradient of ! with its polarized

vector lying along the !-vector direction. The spin current in the flowing liquid metal is

then converted into the electric field ESHD via the inverse spin Hall e!ect in the liquid metal.

The electric field is induced perpendicular to both the flowing direction of the spin current

and its polarized direction. Therefore, ESHD is predicted to be generated along the fluid flow

direction, as shown in Fig. 1a.

In accordance with eq. (1), the spatial gradient of the vorticity is necessary to generate

the spin current in the liquid metal flow. In a turbulent flow state shown in Fig. 1b, where
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Spin hydrodynamic (SHD) generation, which have been discovered in our recent study, is

generation of electromotive force induced via a spin current in a flowing liquid metal. When

the liquid metal flows in a fluid channel, the vorticity !, local mechanical rotation described

as ! = ! " v, occurs with its spatial distribution as shown in Fig. 1a, where v is fluid

velocity. In the presence of the coupling between the vorticity and an electron spin in the

liquid metal, the vorticity acts as a spin-current source:

jS = #!0!
4e2

!"µ $ ##2$!!, (1)

where jS is a spin current, "µ is driving force for the spin current (the vector direction means

the polarized direction "), # is the spin-di!usion length, !0 is the electric conductivity, and

$ is the additional viscosity caused by the SHD generation. The equation indicates that the

spin current induced by the vorticity flows along the spatial gradient of ! with its polarized

vector lying along the !-vector direction. The spin current in the flowing liquid metal is

then converted into the electric field ESHD via the inverse spin Hall e!ect in the liquid metal.

The electric field is induced perpendicular to both the flowing direction of the spin current

and its polarized direction. Therefore, ESHD is predicted to be generated along the fluid flow

direction, as shown in Fig. 1a.

In accordance with eq. (1), the spatial gradient of the vorticity is necessary to generate

the spin current in the liquid metal flow. In a turbulent flow state shown in Fig. 1b, where
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Laminar flow Turbulent flow

Reynolds number
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n 
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cie
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y

R.Takahashi et al., Nat.Comm. 2020

Vorticity gradient is created 
all over the cross section of a channel. 

Vorticity gradient is localized  
near the wall.
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Conversion e5ciency = Electric power
Kinetic Energy of Fluid



磁気回転効果から磁気回転シュテルン・ゲルラッハ効果へ

N�

アインシュタイン・ドハース

40

磁気回転効果

磁気回転シュテルン・ゲルラッハ効果
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Summary: spin current generation in normal metals by emergent fields42

Rigid rotation Fluid SAW Nonuniform  
electron flow SPP

Time scale (Hz) 103 103 109 1012 1015

Origin of emergent 
field

SOC ×  
Spin-rotation 
coupling

Spin-vorticity 
coupling

Spin-vorticity 
coupling

Spin-vorticity 
coupling

Transverse spin 
in SPP

SOC Strong SOC w/o SOC w/o SOC w/o SOC w/o SOC

Mechanism Mechanical SHE Stern-Gerlach 
Effect

Stern-Gerlach 
Effect

Stern-Gerlach 
Effect

Stern-Gerlach 
Effect


