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＜研究内容・成果等の要約＞
本研究では、電気化学的手法を用いてフェルミ準位を制御したトポロジカル材料を創製する。
トポロジカル絶縁体は、物質内部は絶縁体であり
ながら表面にはスピン偏極した金属状態が生じてお
り(図 1)、従来の絶縁体、半導体、金属といった分類
枠に当てはまらない新物質として注目を集めてい
る。例えば、Bi2Se3、Bi2Te3、Bi1−xSbx (x = 0.07～0.22)と
いった物質群がトポロジカル絶縁体として知られて
いる。電気が流れる方向とスピンの向きが対応した
図 1. (a) トポロジカル絶縁体の概念図。
スピンデバイスとしての応用が期待されているが、
(b) バンド構造。
物質内に含まれる不純物や欠陥のわずかな差異によ
ってフェルミ準位が大きく変化してし
まうため、
正確に動作補償することが困
難な材料として知られている。
一方で、電気化学の手法では(図 2a)、
溶液と電極の界面に形成する電気二重
層によって、
外部電圧を印加するだけで
自由にフェルミ準位を制御できる(図
2b)。本研究では、フェルミ準位を制御
図 2. (a) 水の電気分解の写真。(b) 電気二重層形成の模式
した状態を保持したまま材料を溶液か
図。電極とイオンの間にコンデンサーが形成することで
ら取り出し、
トポロジカル絶縁体の表面
電極のフェルミ準位を自由に制御することができる。
電子物性の制御を試みた。
具体的な評価
としては電気化学測定と光電子分光を用いて個別に基礎的データを取得した後に、実際に Bi2Se3 結晶
を試料として、引上げ法による電子状態変化を追跡した。その結果、引上げ電位によって電子状態を
変化させることに成功し、新たな材料創製の可能性が示された。
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＜研究の目的、経過、結果、考察（5000 字程度、中間報告は 2000 字程度）＞
【研究の目的】
本研究では、バンドギャップが 0.12～0.13 eV 程度の Bi2Se3 及び Bi2Te3 単結晶を用いてこれに電気
化学的処理を施し、コンデンサーの原理で対イオンを表面に担持することで 0.02 eV の精度でトポロ
ジカル絶縁体のフェルミ準位制御を行う。本研究のポイントは、物質固有の性質ではなく表面担持イ
オン層との複合材料として静電的にフェルミ準位の位置を変化させることである。
電気化学的にイオン薄膜を担持したトポロジカル絶縁体
のフェルミ準位制御を系統的に行うため、①トポロジカル絶
縁体の電気化学特性の評価、②イオン薄膜担持後のイオン保
持量及びフェルミ準位評価、③大気曝露後のフェルミ準位評
価、④フェルミ準位の経時変化に特に注目して実験を行う。
これにより、スピンデバイスとしての動作補償に必須となる
エネルギー準位制御の方法論が確立すると考えている。
非従来型のスピントロニクスデバイスを実現するために
は、特殊な機器を必要としない簡便なフェルミ準位制御が鍵
になると考えられる。本研究では、図 3 に模式的に示したよ
うに溶液中で電圧を印加したまま電極を引上げて 1 nm 以下
の厚さのイオン(+溶媒)層を残し、真空環境下(または大気中)
においてもフェルミ準位制御された状態を維持する方法を
見出す。提案者は比較的単純な試料の予備実験で、光電子分
光(PES)及び光電子収量分光(PYS)測定によりフェルミ準位
を 0.02 eV の精度で制御できることを確かめており、十分に
実現可能と考えられる。

図 3. 電気化学の原理を利用した
“引上げ法”によるトポロジカル絶
縁体のフェルミ準位制御の模式図。

【経過】
図 4 に、本研究で用いた装置の写真を
示す。本装置左側の超高真空チャンバー
に X 線源と紫外光源を有しており、
光電
子分光測定を行うことが可能である。ゲ
ートバルブによって隔てられた右側は
圧力可変の電気化学チャンバーで試料 図 4. 本研究の実験スキームと実験装置の写真。電気化
電極を液体に浸漬して通常の電気化学 学セルで電位印加したまま電極を引上げ、光電子分光
測定を行うことができる。溶液を除いた 測定(PES)で材料評価を行った。
後にポンプで排気することで、大気に曝
露せずに左側の測定チャンバーに移動させる (a) HQ Graphene 社 (b)
Bi2Se3 単結晶
ことができる。
Ag
HQ-Graphene 社の Bi2Se3 単結晶を購入し、
ペーストを用いて試料ホルダーに固定した(図
5)。これを試料とすることで、電気化学測定と
X 線光電子分光(XPS)測定を行った。

5 mm

図 5. (a) Bi2Se3 単結晶の写真。(b) Ag ペーストを
用いて試料ホルダーに固定した Bi2Se3 単結晶。
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【結果と考察】
はじめに、Bi2Se3 単結晶電極の電気化学測定を行
い、電気化学反応が起こらない電気二重層領域の
電位範囲を決定した。図 6 に 0.1 M NaClO4 水溶
液中で測定したサイクリックボルタモグラム(CV)
を示す。CV の形状は、典型的な電気二重層領域の
ものとなっており、電極と電解質溶液の間で理想
的なコンデンサーが形成していることが分かる。
また、この結果からおよそ 300 mV の範囲でフェ
ルミ準位の位置を制御可能であることが示唆され
た。CV の高電位側、低電位側にはそれぞれ正・負
の電流増加の兆しが見えており、これ以上電位範
囲を広げると表面組成の大きな変化を引き起こす
と考えられる。

図 6. (a) 0.1 M NaClO4 水溶液中で測定した
Bi2Se3 単結晶電極のサイクリックボルタモグ
ラム。参照電極は Au/AuOx、補助電極は Pt 線
を用いた。

Wide scan

図 7. (上段) Bi2Se3 単結晶電極の広範囲 XPS スペクトル。
(下段) 主要元素の高分解能 XPS スペクトル。
次に、Bi2Se3 単結晶電極の XPS 測定を行い、主要ピークの帰属と状態評価を行った。図 7 の上段は
高エネルギー範囲で測定した XPS スペクトルで、Bi2Se3 の組成から推測される XPS ピークとオージ
ェピークが観測された。下段は、主要元素の Bi と Se、及び O の高分解能 XPS スペクトルを示した。
主要元素のピーク強度は十分に高く、フェルミ準位制御を行った際の微細な変化を検知可能であるこ
とが示唆された。また、Bi2Se3 単結晶電極は測定直前に劈開作業を行って清浄化しているため、酸素
のピーク強度は検出限界程度であった。この結果、電気化学的手法によるフェルミ準位制御を行った
際に予想される、ClO4−イオンや水分子の定量評価が可能になると考えらえる。
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上記の結果を基に、電気化学的に電位制御を行った状態で Bi2Se3 単結晶電極を溶液から引き上げ、
光電子分光測定によってその電子状態変化を追跡した。図 8 上段に引上げ電位を示した。赤の矢印は
開回路電位より負側、緑の矢印は開回路電位より正側になっており、それぞれ負の電荷及び正の電荷
が Bi2Se3 単結晶電極表面に誘起されることになる。
負電位側
正電位側
図8 中段に負電位
引上げ
引上げ
及び正電位で引上
げた広範囲 XPS ス
ペクトルを示した。
いずれものスペク
トルにおいても、紫
色で示した 490~540
eV の領域に、
図7 上
段では見られなか
ったピークが検出
された。これらは、
Na KLL、O 1s に由来
し、電解質溶液の
負電位側引上げ
正電位側引上げ
NaClO4 及び H2O が
表面に吸着してい
ることを表してい
る。引上げ電位と元
素ごとにピーク強
度を考察した結果、
負電位側の引上げ
ではNa+イオンの量
が増えており、研究
構想通り電気化学
的手法で Bi2Se3 単結
晶電極界面の電荷
分布を制御できる
ことが明らかとな
った。一方で、図 8
下段に示した Bi 4f
の高分解能 XPS ピ
ークには、表面が酸
化した兆候が表れ
図 8. (上段) 0.1 M NaClO4 水溶液中で Bi2Se3 単結晶電極を引上げた電
た。この結果、酸素
位。(中段) 引上げ電極の広範囲 XPS スペクトル。(下段) Bi 4f の高分
源となりえる水で
解能 XPS スペクトル。
はなく有機系の電
解質溶液を用いた引上げ実験の有効性が示唆された。
本研究助成による Bi2Se3 単結晶電極の系統的な研究の結果、表面のわずかな酸化も抑制した条件で
引上げ実験を行うことで精密なフェルミ準位制御が可能になることが示唆された。スピントロニクス
デバイスの実現に向けて従来とは異なる材料改質の展望が開けたと考えられる。

