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研究成果の概要（和文）：本研究では，スピン・バレー結合した遷移金属ダイカルコゲナイドにおいて走査型ト
ンネル分光を行い，不純物周辺の電子状態イメージングからバレー内及びバレー間散乱のスピン・及び軌道自由
度の役割を詳細に調べた．その結果バレー間散乱がバレー内散乱に比べ極端に抑制されていることを明らかにし
た．また，電子散乱におけるスピン選択則と軌道選択則を考慮したシミュレーションも行い，軌道選択則もバレ
ー間散乱抑制に重要な役割を演じるとともに，軌道自由度とバレー自由度の結合性も実験的に始めて実証した．
これらの結果は今後，遷移金属ダイカルコゲナイドをバレートロ二クス材料として応用する際に重要な知見であ
ると考えられる．

研究成果の概要（英文）：We have performed Scanning tunneling microscopy and spectroscopy experiments
 on spin-valley coupled transition metal dichalcogenides, to investigate the role of not only spin 
but also orbital degrees of freedom (DOF) on the intra- and inter-valley scattering process. Our 
experimental results reveal that the signals of the inter-valley scattering are noticeably weaker 
than those of the intra-valley scattering. To understand the role of spin and orbital DOF on QPI, we
 performed theoretical simulations with only the spin selection rules and with the selection rules 
of both DOF. A comparison with the theoretical simulations indicate the necessity of the orbital 
selection rules to reproduce the observed suppression of inter-valley signals. These findings will 
provide important information in future application for valleytronics.

研究分野： semiconductor
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図 1．遷移金属ダイカルコゲナイドの結
晶構造(a),(b)とスピン・バレー結合した
バンド構造(c). 

１．研究開始当初の背景 
二次元蜂の巣格子系における電子はバレ
ー自由度と呼ばれる新たな内部自由度を有
する．二次元蜂の巣格子系では波数空間に
おけるブリュアンゾーン端の+K 及び-K 点に
二種類の非等価なバンド端（バレー）が存在し，
この二種類のバレーはスピン自由度における
up状態と down状態に対応し，スピン自由度
と類似した性質を持つ．1970 年代からこのバ
レー自由度を情報記録や伝達媒体として利
用したバレートロニクスが提案されてきたが，こ
れ実現させるには，二種類のバレーを偏極さ
せる方法の確立が必要不可欠であり，当該
分野の課題となっている． 
空間反転対称性が破れ，強いスピン軌道
相互作用を有する単層もしくは 3R-積層の遷
移金属ダイカルコゲナイドは，近年バレー自
由度制御という観点から非常に注目を集めて
いる．その理由は，当該物質が有する特異な
バンド構造にある．この物質はグラフェンに類
似した二次元ハチの巣格子を有し，その電子
状態は波数空間において+K点と-K点にバレ
ーを有する．さらに空間反転対称性の破れと
強いスピン軌道相互作用に起因し，スピン状
態が+K と-K バレーで互いに逆向きな，スピ
ン・バレー結合性で特徴づけられる（図１）．こ
のスピン・バレー結合性によりスピンもしくはス
ピン磁気モーメントを介してバレー自由度の
制御，検出の可能性が提案されてきた．実際，
幾つかの物質において，スピン・バレーホー
ル効果，円偏光バレー選択励起，スピン・バレ

ーゼーマン効果等が実験的に観察されてい
る． 
他方，最近の理論によると，スピンだけでな
く，軌道自由度もバレーと結合している可能性
が示唆されている．バレー・スピン・軌道の状
態が波数空間上でどのような状態にあるかは
学術的に非常に興味深いだけでなく，軌道・
バレー結合性はバレー自由度制御の幅を広
げるという，応用上の重要性も秘めている．し
かしながら現在までに当該物質における軌道
状態およびそれがバレー内及びバレー間散
乱過程にどのような影響を及ぼすか明らかに
なっておらず，当該分野の問題の一つでもあ
る．  

 
２．研究の目的 
本研究では，空間反転対称性が破れた遷移金
属ダイカルコゲナイドの不純物周辺の電子
状態を実空間で捉え，電子散乱過程を明らか
にすることで，軌道状態と軌道自由度による
バレー間，バレー内散乱過程へ影響を明らか
にすることを目的としている． 
 
３．研究の方法 
本研究では，走査型トンネル顕微鏡を用いて
不純物周辺における電子散乱過程を実空間
で可視化する．また研究対象試料として，バ
ルクで空間反転対称性が破れている 3R-NbS2

を使用している．得られた結果と軌道・スピ
ン自由度を考慮した準粒子干渉パターンシ
ミュレーション結果を比較し，スピンだけで
なく軌道自由度の電子散乱への影響を明ら
かにする． 
 
４．研究成果 
本研究では，STM を用いた電子状態分光イメ
ージングにより，スピン・バレー結合したバ
レー電子の電子定在波の観察に成功した(図
2)．実空間像では複数の散乱チャンネルによ
るシグナルが存在するため非常に複雑な空
間構造をしている．他方，このフーリエ変換
像にはバレー内散乱のシグナル(図 2（b）の
水色の半円弧)とバレー間散乱シグナル(図 2
（b）の赤点線)がはっきりと分離できている．
またこれらのエネルギー分散をみると，バレ
ー間散乱強度がバレー内散乱強度に比べ極
端に抑制されていることも明らかとなった
(図 2（c）(d))．この抑制原因を詳細に調べ
るために，スピン選択則と軌道選択則を考慮
した電子定在波のシミュレーションを行っ
た．実験結果とシミュレーションの比較から
スピン選択則のみでは実験で得られたバレ
ー間散乱の抑制は説明できず，スピンと軌道
の両選択則を考慮することで実験結果をよ
り忠実に再現できることを明らかとした．こ
の実験結果は，理論で予想されている軌道状
態を始めて可視化したものであり，バレー自
由度はスピンだけでなく軌道自由度とも強



図 2．(a)3R-NbS2 の E=+400meV にお
ける電子状態像．(b)(a)のフーリエ変換
像.(c)バレー内散乱と(d)バレー間散乱の
エネルギー分散．(e)(f) スピンと軌道の
選択則を入れたシミュレーション．それ
ぞれ(c),(d)に対応．(g),(h)スピン選択則
のみのシミュレーション． 

く結びついていることを示している．さらに，
他の実験で報告されているバレー間散乱の
抑制原因や長いバレー緩和時間の要因の一
つとして，バレー電子の散乱過程における軌
道選択則が重要な役割を演じていることを
示唆している．これは，今後遷移金属ダイカ
ルコゲナイドをバレートロ二クスの応用す
る上で重要な知見となる． 
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