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はじめに
固体中の電子の密度は 1023 個/cm3 に及ぶ．その量子多体効果（強相関効果）が顕在化する強相関電子系物質は，高温

超伝導や強誘電，強磁性，マルチフェロイクスなど，通常のバンド絶縁体や半導体とは全く異なった振る舞いを見せる．
その中でも近年，ディラック電子（バンド形状由来の有効質量がゼロの電子）やスピンの量子効果（量子スピン液体，マ
ヨラナ粒子）など，トポロジーに駆動される量子現象が注目を集めている．本研究では，超短パルスレーザーを用いた時
間分解分光実験から，このような“トポロジカル強相関電子”のフェムト秒（fs = 10-15 秒）～アト秒（as = 10-18 秒）での
超高速光操作を目指した検証を行った．

2. トポロジカル半金属 SrIrO3 の超高速電子ダイナミクス
ペロブスカイト型の 5d 電子系化合物 SrIrO3 はスピン軌道相互作用と電子相関の協奏／競合に加え，ディラック分散を
示す点に特徴がある．大きなスピン軌道相互作用にディラック電子の“動きやすさ”と電子相関の協力性が加わることで，
多体電子（電荷・スピン）の超高速かつ効率的な光操作が期待できる．本研究では 100 fs パルスを用いたポンプ‐プロー
ブ実験によって SrIrO3 薄膜（厚さ 50 nm，LSAT(001)基板）の超高速光操作を検証した．
光励起（Jeff = 3/2 → 1/2）に伴う反射率変化（R/R）の時間発展を図 1.(c)に示す．反射率は瞬時に減少した後，1 ps
以内に高速に回復する．電子と熱浴との相互作用を考慮した三温度モデルを用いた解析から，ディラック電子系の代表物
質（グラフェン，Cd3As2）と比べて，電子‐格子結合定数が 100 倍以上も大きいことが明らかとなった．その理由として，
スピン‐軌道相互作用が結晶場を介して電子-格子相互作用を増強するなどが考えられるが，詳細な機構を明らかにする
ためには，電子‐格子相互作用が始まる瞬間をフェムト秒～アト秒の精度で捉えるなど，さらに進んだ実験が必要である．

図 1.図１
(a) SrIrO
光励起の模式図，(c)
反射率変化の時間発展
3 薄膜の結晶構造，(b)
（ａ）SrIrO
薄膜の結晶構造，（ｂ）光励起の模式図，
（ｃ）反射率変化の時間発展．
3

2021 年 3 月 5 日 受理

* 豊田理研スカラー
東北大学大学院理学研究科物理学専攻

トポロジカル強相関電子の超高速光磁気ダイナミクス

167

3. キタエフ候補物質-RuCl3 の超高速光磁気ダイナミクス
ハニカム型の結晶構造を有する-RuCl3 はキタエフ模型に従う量子スピン液体が実現する候補物質として注目を集めて
いる．本研究では, 磁気光学ポンプ‐プローブ実験（円偏光励起下での偏光回転測定）により, この物質の超高速磁気応
答を発見した．量子スピン液体相（16 K > TN = 7 K，無磁場）において円偏光を照射すると，図 3.(c)に示すように，励起
円偏光のヘリシティに応じてプローブ光の偏光が逆方向に瞬時に回転する様子が観測された[1]．おもに逆ファラデー効
果によると考えられるこの信号は，典型的な反強磁性体の例[2]を凌ぐ大きな偏光回転（）を示す．現時点でその詳細
な機構は明らかではないが, 量子スピン液体との関連が予想される.

図：(a)
実験配置の模式図，(c)
偏光回転角の時間発展
図２-RuCl
（ａ）a -RuCl
（ｂ）実験配置の模式図，
（ｃ）偏光回転角の時間発展．
3 の結晶構造，(b)
3 の結晶構造，

4. 超高速ダイナミクスの微視的機構の解明に向けて
SrIrO3 の超高速な電子ダイナミクスや-RuCl3 の大きな光磁気効果の微視的な起源を明らかにするため，多体電子の運
動をフェムト秒～アト秒の精度で観測するための実験系を構築した．複屈折性の-BBO 結晶を用いた超高精度干渉計
（TWINS 干渉計[3]）の模式図を図 3.(a)に示す．干渉系に入射した光パルスはパルス対（遅延時間t）となって出射され
る．素子を載せた光学ステージを動かす（移動量l）ことで，t/l = 45 as/m の精度で遅延時間を制御できる．マイケル
ソン干渉計に代表される自由空間干渉計の制御精度がt/l = 6.6 fs/m = 6600 as/m であることを考慮すると，実に 150
倍もの精密制御が可能となったことがわかる．この干渉計は振動や気温の変化に対しても極めて堅牢であり，物性実験に
も十分に応用できる（図 3.(b)）
．我々は，有機超伝導体のペタヘルツ非線形電流の研究[4]において，この技術を応用した
高調波検出の方法を提案した[5]．この最先端の光学測定技術を用いてトポロジカル強相関電子の超高速光操作の検証を
さらに進めていきたい．

（ａ）TWINS
干渉計の模式図，パルス対のスペクトル干渉の推移：（ｂ）TWINS，（ｃ）自由空間．
図 3.図３
(a) TWINS
干渉計の模式図，パルス対のスペクトル干渉の推移：(b)TWINS，(c)自由空間
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