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トポロジカルな非散逸伝導特性を示す	 

ワイル半金属材料の探索	 

打	 田	 正	 輝＊	 

Exploration of Weyl Semimetal Materials with Topological Dissipationless Transport 

Masaki Uchida＊

A new class of materials termed topological insulator has been intensively investigated due to its intrinsic 
surface state carrying dissipationless edge spin current. In recent years, it has been theoretically proposed that 
three dimensional analogue of this type of band structure, Weyl semimetal phase, is materialized in 
pyrochlore oxides with all-in-all-out spin ordering. Here we report on systematic fabrication of various 
pyrochlore iridates films, magnetic-field control of the all-in-all-out spin ordering, and observation of 
topological charge transport at their interfaces. Our findings pave the way for designing future quantum 
devices utilizing dissipationless edge current in the Weyl semimetal materials. 

１．はじめに	 

次世代の省エネルギーデバイス開発のためには、エネルギーロスのない非散逸性電流の活用が重要である。固体材料内

の主な非散逸性電流としては、超伝導電流・量子ホール状態の端電流・トポロジカル量子相の表面電流の三種類が挙げら

れるが、その産業応用には動作温度・磁場の制約がつきまとう。近年、ワイル半金属と呼ばれる新しいトポロジカル量子

相に対して、無磁場において非散逸性電流を伴う表面・界面状態が予測され、その材料探索が盛んに行われ始めている。

有力な候補材料としては、強いスピン軌道相互作用と電子相関を併せ持つパイロクロア型イリジウム酸化物が挙げられ、

理論・実験の両面から研究が進められている。特に、その時間反転対称性の破れた磁気秩序構造の界面において、トポロ

ジカルな表面伝導状態の検出・応用が期待されている。	 

我々の研究室は、世界で初めてパイロクロア型イリジウム酸化物単結晶薄膜の作製に成功し、ワイル半金属相の発現

に重要と考えられている二種類の磁気秩序構造（all-in-all-out・all-out-all-in)におけ
る磁気伝導現象を解明してきた。以下では、その後の進展として、様々な種類のパ

イロクロア型イリジウム酸化物薄膜の高品質作製、外部磁場による磁気秩序構造の

系統的制御、all-in-all-out / all-out-all-in単一磁気ドメイン壁における界面伝導の観測、
の三点について述べる。	 

２．パイロクロア型イリジウム酸化物薄膜の作製	 

パイロクロア型イリジウム酸化物(R2Ir2O7)の多くは all-in-all-out 磁気秩序ととも
に絶縁体金属転移を示すが、その転移温度や磁場に対する応答は希土類元素 Rの種
類によって大きく異なる。本物質の単結晶・薄膜の作製は一般に大変難しいとされ

るが、我々の研究室は、パルスレーザー堆積法・固相エピタキシー法を併用した作

製手法を開発し、R＝Euの場合について特に結晶性の優れた薄膜試料を得てきた。
そこで本研究では、他の希土類元素の場合についても条件の最適化を進めた。図

1に示すように、作製した薄膜(R＝Pr, Nd, Gd, Tb, Dy)の抵抗率は系統的な絶縁体金
属転移を示しており、一連のパイロクロア型イリジウム酸化物について同等の高品

質単結晶薄膜を得ることに成功した。	 
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図 １．パイロクロア型イリジウム
酸化物(R2Ir2O7)薄膜の抵抗率 
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３．外部磁場による磁気秩序構造の制御	 

	 前段階で作製した一連のパイロクロア型イリジウム酸化物について、

縮退した二種類の磁気秩序状態（all-in-all-out・all-out-all-in)の外場制御
を試みた。図 2 上に示すように、Eu2Ir2O7等の R が磁気モーメントを持
たない場合には、絶縁体金属転移温度を超えて低温に向かう際の冷却磁

場Bcoolによって、磁気秩序構造が切り替えられることが明らかになった。

また、この秩序構造は低温における挿引磁場 Bsweepでは変化しないこと

が分かった。一方、図 2 下に示すように、Tb2Ir2O7等の R が磁気モーメ
ントを持つ場合には、Bsweepによって磁気秩序構造が切り替えられること

が分かった。	 

	 以上により、磁気モーメントの違いを踏まえた磁気秩序構造の制御手

法の体系化に成功し、パイロクロア型イリジウム酸化物界面における

all-in-all-out / all-out-all-in 単一磁気ドメイン壁を用いた実験の見通しが
立った。 
 
４．単一磁気ドメイン壁における界面伝導の観測	 

挿引磁場 Bsweepに対する応答の異なる二種のパイロクロア型イリジウ

ム酸化物からなるヘテロ接合(Tb2Ir2O7 / Eu2Ir2O7)を作製し、all-in-all-out / 
all-out-all-in磁気ドメイン壁の形成に伴う界面伝導の観測を試みた。	 
図 3には、冷却磁場 Bcool=9Tによって Eu2Ir2O7層を all-in-all-out構造に

固定しながら、挿引磁場 Bsweep によって Tb2Ir2O7 層の磁気秩序構造を

all-in-all-out と all-out-all-in とで切り替えた際に観測された界面伝導を示
している。ヘテロ界面が all-in-all-out / all-out-all-inの単一磁気ドメイン壁
となった際には、約 0.4µS の伝導の増加が見られた。これは、ワイル半
金属物質の界面において予測されているトポロジカルな伝導現象である

と考えられる。 
	 

５．まとめと今後の展望	 

パイロクロア型イリジウム酸化物におけるワイル半金属相の探索と伝導特性の解明について、これまでの研究進展につ

いて述べた。今後の展望として、量子輸送状態の観測とワイル半金属相の同定、トポロジカルな非散逸伝導を利用したデ

バイスへの応用等が期待される。	 
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図 ２．磁気モーメントの違いを利用した 
磁気秩序構造制御 

図 ３．単一磁気ドメイン壁における界面伝導 
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