
 

ライス大学の理論物理学者らは、2 次

元材料のダイカルコゲナイドの結晶

粒界に磁界(図中青色部分)ができた

ことを発見した。原子が通常の六角形

パターンから外れたこれらの結晶粒

界に沿った転位は、磁性を生むように

電子のスピンを強制的に配列する。 

画像提供: Zhuhua Zhang 
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2 次元材料の結晶粒界でナノ磁性が現れる(米国) 
ライス大学の理論がスピントロニクスに影響を与える可能性 
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 原子を絞ると、できるのは原子ジュースではなく、

磁石である。  
 
 米国・ライス大学の科学者らが確立した新しい理

論によると、特定の 2 次元材料中の欠陥が、ナノ

スケールの磁界を発現する条件を生み出すという。 
 
 ライス大学研究室の理論物理学者である Boris 
Yakobson 博士による計算の結果、ダイカルコゲナ

イド(dichalcogenides) として知られる 2 次元半導

体材料中の、結晶粒界と呼ばれる欠陥が磁性を持つ

ことが示された。この発見は電子デバイスやコンピ

ューターデバイスに電子の固有スピンとそれに関

連する磁界を利用するスピントロニクス(spintronics) の成長分野における新たな開発

戦略に繋がるかもしれない。 
 
Yakobson 博士、研究論文の著者である Zhuhua Zhang 博士と同僚研究者らによるこの

発見は、今週の American Chemical Society のジャーナル ACS Nano にオンライン掲

載されている。 
 
 ダイカルコゲナイドとは 遷移金属(transition metal)とカルコゲン(chalcogen)原子を

結合させたハイブリッド材料であり、カルコゲン原子は硫黄、セレンおよびテルルを含

んでいる。Yakobson 博士の研究グループは、原子一個の薄さであるグラフェン

(graphene)のように特に化学蒸着法(chemical vapor deposition: CVD)で成長させるこ

とができる、半導体の二硫化モリブデン(molybdenum disulfide) (MDS)に着目した。
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Boris Yakobson 博士 

原子は通常 CVD 炉の中で触媒シード周辺でなじみの六角形のパターンへと自己配列す

るが、MDS の場合では、格子中の硫黄原子がモリブデンの層をはさんで上下に浮かん

で配列する。 
 

成長中の 2 つの華、すなわちモリブデンと硫黄の結晶が出会うと、一列に並ぶことな

く、原子は境界、つまり結晶粒界に沿って結合しようとする。いつもの六角形（六員環）

の代わりに、原子は転位(dislocations)として知られる隣り合った環を形成し、五員環-
七員環、または四員環-八員環の組合せで安定することを余儀なくされる。 
 

地球上で最も強靱な材料と考えられているグラフェンでは、

これらのような転位は弱点になるが、MDS や他のダイカルコゲ

ナイドではユニークな特性となる。 
 
 「成長させる方法は何でも良いのです。」と Yakobson 博士は

言う。「これらの誤配置された部分は結果的に衝突して、そこに

位相的な欠陥が現れるのです。どうやらそれらが – ちなみに私

はこの機械的な比喩が気に入っているのですが – 非磁性材料

から磁性を絞り出しているようなのです。」 
 
 Yakobson博士は以前の研究で、転位がMDSに原子幅の導電ラインとドレイデル 注型

の多面体を作ることを発見している。今回更に研究を進め、欠陥の無い格子におけるよ

うにスピンする電子同士が互いに打ち消し合うことがないように並んでいる結晶粒界

で、転位コアが磁性を発現することを発見した。磁性の強度は、結晶粒界の角度に応じ

て変化し、材料のエネルギー的な安定を維持するのに必要な転位の数によって増加する。 
 
 「電子はすべて電荷とスピンを持っており、どちらも情報を伝達できます。」と Zhang
博士は述べ、次のように続ける。「しかし、電界効果トランジスタ (field-effect 
transistors) のような従来のトランジスタで利用しているのは電荷のみです。新たに出

現しているスピントロニクスデバイスでは、効率向上と機能強化のために電荷とスピン

の両方を制御する必要があります。」 
 「わたしたちの研究は、MDS を利用する電子機器のための新しい自由度、つまり新

しいコントロールつまみを提案しているのです。」と Yakobson 博士言い、次のように

続ける。「磁気特性を制御する能力を持つことから、この 2D 材料はこうした特定の側

                                                           
注 ユダヤ教の祭事「ハヌカー」の際に子供たちが回して遊ぶ駒  

参照画像: 

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%87%E3%83%AB
&hl=ja&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=31uVUpv4EtGYlAX26YCgCQ&ved=0CAcQ_
AUoAQ&biw=1246&bih=742#hl=ja&q=dreidel&tbm=isch  
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二硫化モリブデンと他のダイカルコゲナイドの

2 次元材料のシートが角度を持って重なると原

子転位は磁性を帯びる。結晶粒界は六角形パタ

ーン(図左)から原子を追い出して電子スピンが

互いに打ち消し合わないようにし、その間にナ

ノスケールの磁界(図右の青色部分)を作る。 

画像提供: Zhuhua Zhang 
 

面ではグラフェンよりも優れた材料となります。」 
 

Yakobson 博士によれば、エネルギー的に

安定しないため、四員環と八員環の組合せ

の転位がグラフェンで起こる可能性は低い

という。しかし、2 種の元素を組み合わせた

材料では、特定の結晶粒界構造が、相似し

た元素が互いの接触を回避して、化学的に

相反する元素と結合しようとするような状

態を作る可能性が非常に高くなる。 
 
 「このシステムでは、単一元素同士の結

合を回避します。」と Yakobson 博士は述べ、

次のように続ける。「化学的にはそれは許さ

れないことで、よって四員環と八員環の組

合せが利益をもたらします。」これらの欠陥

においても、特定の結晶粒界の角度では最大の磁性を発現させ、角度によっては 強磁

性(ferromagnetic)になるという。  
 
 研究グループは、ナノリボンのエッジ効果と、結果を歪める可能性のある結晶粒界双

極子 (dipoles)の効果 を分離・制御できるコンピューターモデルでこの理論を証明した。

また、結晶粒界角度が 13 度と 32 度の間では、転位のスピン同士が強制的に重なり合

わせられていることも発見した。スピンは十分に重なり合うと磁気的に対となり、そし

て結晶粒界に沿ってスピン偏極した電荷の輸送を支える電子帯へと広がっていく。 
 
 Yakobson 博士は次のように述べる。「これらのことを実験的に検出する方法を見つけ

ることが、今後の課題となります。この空間分解能を分析することは大変難しいのです。

特に電子ビームなどのいくつかの実験的手法では材料を破壊してしまうからです。」 
 
 本研究の論文の共同著者は、ライス大学ポスドク研究者である Xiaolong Zou 氏およ

び ペンシルバニア州立大学の物理学、材料科学・工学と化学の Vincent Crespi 教授で

ある。Yakobson 博士はライス大学の Karl F. Hasselmann Professor of Mechanical 
Engineering and Materials Science で化学教授であり、Richard E. Smalley Institute 
for Nanoscale Science and Technology のメンバーである。 
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 本研究は U.S. Army Research Office の Multidisciplinary University Research 
Initiative grantおよび米国立科学財団(National Science Foundation)とRobert Welch 
Foundation により支援された。コンピューターによる計算は、ライス大学の Ken 
Kennedy Institute for Information Technology が管理する Data Analysis and 
Visualization Cyberinfrastructure のスーパーコンピューターで実施した。 
 
 

 

翻訳：NEDO（担当 広報部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は米国・ライス大学(Rice University)の以下の記事を翻訳したものである。 
“Nano magnets arise at 2-D boundaries” 
http://news.rice.edu/2013/11/14/nano-magnets-arise-at-2-d-boundaries-2/ 
Used with Permission of the Rice University  
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