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解 説解 説 特集：反強磁性スピントロニクスの新展開
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Among magnets, only ferromagnets have been applied such 
as for the main active materials of memory devices. Despite 
the volume of basic research done to date, antiferromagnets 
have been considered much less useful for applications because 
their spin states are much harder to control as they possess no 
overall magnetization.

Meanwhile, recent rapid growth in information technology 
has demanded that spintronic devices acquire a higher inte-
gration density and higher speed data processing, for instance, 
in non-volatile magnetic memory devices. For this, actual anti-
ferromagnets, which generate no perturbing stray field and 
have much faster spin dynamics than ferromagnets, have at-
tracted much attention recently as an active material for next 
generation memory devices. Still, to employ antiferromag-
netism, a number of obstacles exist.

Here, we report our recent discovery of new types of func-
tional antiferromagnets the first example of topological “Weyl” 
magnets, that exhibit a variety of new functions that have nev-
er been seen in antiferromagnets. These include (1) the anoma-
lous Hall effect, (2) anomalous Nernst effect, and (3) magnetic 
optical Kerr effect. Moreover, they are controllable by a weak 
field at room temperature and thus significantly useful for de-
signing antiferromagnetic spintronics and energy harvesting 
technology. We also show that an antiferromagnet exhibiting 
these effects hosts a new state of matter called “magnetic Weyl 
metal,” characterized by magnetic Weyl fermions. Our discov-
ery of the novel effects in an antiferromagnet represents the 
opening of a new chapter of applied research using these new 
types of functional magnets, Weyl magnets.

Key words: Antiferromagntic spintronics, Energy harvesting, 
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は じ め に：反強磁性スピントロニクスの幕開け

強磁性体は機能性磁性体として古くから人類にとって欠
かせない役割を担ってきた．紀元前に発見されて以来，方
位磁石として，また，19世紀に電磁気学が完成してから
は，モーターや発電に，さらに20世紀後半以降において
は，磁気メモリーやセンサーの主たる構成要素として利用
されてきた．一方で，今回本題の反強磁性体は元来，強磁

性体に比べてその数は圧倒的に多いにもかかわらず，一部
において交換バイアスという比較的静的な部分の利用が見
られるだけで，応用の展開がほとんどなかったと言っても
過言ではない．その理由は，やはり，磁化をもたないため
にその磁気状態を確認することも，また，操作することも
難しいということにある．
しかし，来たるべき超スマート社会へ向けて，現在，情
報通信技術，また，人工知能技術の高度化への要求が急速
に高まっている．IoTの展開やビックデータの処理のために，
スピントロニクス分野において，さらなる磁気メモリーの微
細化と高速データ処理が求められるのは間違いない．そう
した中で，実はこれまで全く利用すら考えられてこなかった
反強磁性体に熱い視線が集まりつつある．反強磁性体が扱
いにくい原因である磁化をもたないという性質こそ，それを
元に構成するメモリーが互いに漏れ磁場を出さないという
特長となり，微細化に最適である．さらに，反強磁性体は
その一様運動の際に，強磁性体と異なりどうしてもスピン
がキャントする．それゆえに，歳差運動の周波数が強磁性
体のそれと異なり交換相互作用のスケールで決まるために1 
THz程度となる．これはまさに強磁性体に比べて3桁も高
く，高速データ処理を可能にする大きなポテンシャルをもっ
ていることになる 1）～5）．加えて，2016年には電流による反
強磁性体の副格子の方向制御に初めて成功したことが報告
され，スピントロニクス分野において，反強磁性体への関
心が一気に高まってきている6）．しかし，現状は応用の観点
からするとまだまだ道のりは険しいと言わざるをえない．た
とえば，反強磁性体の磁気状態の確認方法ですら効率的な
ものはなく，副格子の方向の変化に伴う，抵抗の0.1％程度
の変化という微弱な異方的磁気抵抗効果に頼っているのが
現状である 6, 7）．本稿では，実は電子状態のトポロジーをう
まく利用すれば，反強磁性体においても，強磁性体をしの
ぐような外場応答が実現可能であることを紹介する．この
方法を利用すれば，反強磁性状態の確認が非常に高精度に
行えるようになるのみならず，これまでの強磁性体をこの機
能性反強磁性体で置き換えることで，より高密度で高速駆
動のデバイスの作製への途が開けることになる．
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反強磁性体で実現した異常ホール効果

今回紹介するわれわれの研究の端緒は，反強磁性体にお
いて実験的に初めて異常ホール効果の観測に成功したこと
にある 8）～10）．具体的には，反強磁性体Mn3SnとMn3Geに
おいて，室温で巨大な異常ホール効果が発見された 8）～10）．
これらの物質は，Fig. 1aに示すようにカゴメ格子上に存
在するMnの磁気モーメントがその幾何学的なフラスト
レーション 11）を反映して，室温を超える転移温度 (Mn3Sn 
430 K, Mn3Ge 380 K)以下で120度構造をもつ反強磁性状
態を形成する．モーメントがキャントすることで弱い磁化
をもつが，そのサイズは基本的に反強磁性であることを反
映して，数ミリμBのモーメントという強磁性体の1,000分
の1程度でしかない 12）,13）．異常ホール効果は19世紀の後
半にEdwin Hallが発見して以来 14），強磁性体でのみ見ら

れる現象で，多くの研究からその磁化に比例するというこ
とが経験的に知られていた 15）～17）．驚くべきことに，
Mn3SnとMn3Geにおいて室温でホール効果を測定する
と，磁化をほとんどもたない反強磁体状態において，強磁

Figure 1　a, Unit cell crystal structure of Mn3Sn. To distinguish Mn and Sn on different xy-planes with z＝0, 1/2, those atoms 
in different planes are shown by different colors. Mn atoms form a breathing-type Kagome lattice, and their spins have a 
120-degree magnetic structure as shown by blue arrows. b, Field dependence of the Hall resistivity obtained at 300 K. Inset: a 
schematic view of a cluster multipole. The direction of all Mn moments, and thus the octupolarization axis, changes upon mag-
netization reversal. c, Full logarithmic plot of anomalous Hall conductivity σyx vs. the magnetization M for a variety of ferro-
magnetic metals, Mn3Sn and Mn3Ge measured at various temperatures and fields. It shows the general trend for ferromagnets 
that σyx increases with M. The red line is a guide for the eye, indicating the linear relation between σyx and M. The anomalous 
Hall conductivity σyx for Mn3Sn and Mn3Ge obtained at various temperatures does not follow the relation and reaches almost 
the same value as the largest among ferromagnetic metals with three orders of magnitude smaller M.

Figure 2　a, Anomalous Hall effect in ferromagnets (left), and b, 
anomalous Hall effect in antiferromagnets (right) induced by bending 
the trajectory of conducting carriers (in this case, holes) re-
spectively by magnetization M and fictitious field b.
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性体の最高値に近い異常ホール効果が現れることを見いだ
した 8）～10）(Fig. 1b)．また，興味深いことに，異常ホール
効果は100ガウス程度でその符号を変えるのみならず，非
常にシャープな変化を示す．さらに，異常ホール伝導度を
これまでに知られている強磁性体と比較するべく，横軸を
磁化，縦軸を異常ホール伝導度の両対数グラフにプロット
したものがFig. 1cである．この図から，得られた異常ホー
ル伝導度は強磁性体で知られている最高値に肩を並べる程
度に大きいことがわかる 17）．反強磁性体でありながら，強
磁性体で見られる最大値程度の異常ホール効果をしかも数
百ガウスという低磁場で制御できることを示しており，こ
れはまさに反強磁性体を用いたメモリーやセンサーの開発
に非常に大きな可能性を示すものである．以下では，われ
われの研究からわかってきた異常ホール効果の発現機構に
ついて解説する．

運動量空間における仮想磁場

強磁性体での異常ホール効果は磁化に比例するという経
験則について述べたが，近年の物性物理の研究からわかっ
てきたのは，異常ホール効果は運動量空間のベリー曲率と
呼ばれる物理量により発現するということである 18）(Fig. 
2)．この量は直感的にわかりやすいように，実空間の磁場
に対応して，多くの場合，運動量空間の「仮想磁場」と呼
ばれる．この理論に基づけば仮想磁場は磁化に比例して増
大することになり，それゆえに異常ホール効果を発現する
程度に大きな仮想磁場を得るためには，磁化の大きな強磁
性体が有利だということになる 16）．一方で，磁化が直接
異常ホール効果を制御していないということもこの理論的
な発展からわかってきたことであり，場合によっては，磁
化をもたない磁性体，たとえば，反強磁性体やスピン液体
においても，実は運動量空間において大きな仮想磁場を増
強すれば，異常ホール効果が発現してよいことになる．そ
のような特殊な状況について，いくつかの理論的な研究が
なされ，ガンマ型のMn合金やNiS2などのもつ非共線型
のスピン構造が重要であることが指摘された 19）～22）．われ
われはこのような非共線的なスピン相関をもつスピン液体
において，磁化をもたない状況で実験的に異常ホール効果
を見いだすことに成功しており 23），実際にこのような磁
化によらない異常ホール効果が存在することを示してい
た．しかし，一般に大きな磁化を持つ強磁性体に期待され
る仮想磁場が磁化のない状態でも現れるためには，何らか
の特殊な電子状態が形成されている必要がある．そのよう
な電子状態の一つが最近特に注目を集めているワイル半金
属状態である．

トポロジーを利用した磁性体：ワイル磁性体

ワイル半金属とは，二つのディラックコーンをフェルミ
エネルギー近傍にもつ，まさにグラフェンの3次元版のよ

うなバンド構造をもつ電子状態を指す 24）,25）(Fig. 3a)．こ
のディラックコーンはグラフェンの場合と異なり，時間反
転対称性，あるいは，空間反転対称性の破れのために縮退
はない．ここで考える磁性体の場合は，時間反転対称性が
破れた場合に対応する．重要な点は，このワイル点と呼ば
れる線形分散の交差点が，上記の仮想磁場の源，あるいは，
吸い込み口，言い換えれば磁荷として振る舞い，また，そ
れゆえに（トポロジカルに）安定であるということである．
電磁気学のガウスの法則においては，電荷とそれが創る電
場との間には1対1対応が存在する．面白いことに，同じ
対応関係がワイル点のもつ磁荷と仮想磁場との間にあり，
ワイル点は磁気的な電荷，磁荷によって特徴づけることが
できる．逆に言えば，このワイル点のもつ磁荷を運動量空
間においてどのように配置できるかが，仮想磁場の大きさ
を決めることなる．実空間で磁場がx方向に向いている際
にはMn3SnはFig. 1aのような磁気構造をとるが，Fig. 3b
に示すのはそれに対応する第一原理計算から得られたフェ
ルミ面近傍のワイル点の分布である 26）．Fig. 3bにおいて，
赤丸が正の磁荷，青丸が負の磁荷に対応しK点を挟んで磁
荷が双極子を作っているのが見て取れる．Fig. 3cに示す
のはワイル点近傍のバンド分散であるが，これらのワイル
点は電子バンドとホールバンドの交差の結果として現れる
ことがわかる．また，六方晶のブリルアンゾーン境界に対
応するK-M-K沿いにこのワイル点の磁荷が作る双極子が
強磁性的に並んでいることがわかる．その帰結として，
フェルミ面近傍に非常に大きな仮想磁場が存在することに
なる．

反強磁性体で現れた巨大異常ネルンスト効果

物性物理の分野において，このように大きな仮想磁場を
有するワイル磁性体の存在は，2011年に理論的に予言さ
れて以来 24），新しいトポロジカルな電子状態として広く
注目されてきた．そうした中で，空間反転対称性を破った
場合の非磁性のワイル半金属状態が2015年に見つかった
ことで 27）,28），さらにその研究の勢いに拍車がかかりワイ
ル磁性体への世界的な関心はますます高まるばかりとなっ
ている．われわれは幸い世界に先駆けて，Mn3Snが理論
予測に対応して 29），実際にワイル半金属状態を実現して
いることを一連の実験から突き止めた 26）,30）．それらは大
別して，光電子分光によるバンド構造の確認，ワイル粒子
の有する新しい磁気抵抗効果 26），そして，異常ネルンス
ト効果の研究からなる 30）．最初の二つについての解説は
誌面の都合上，別の機会に譲ることにして，ここでは磁性
体の熱電効果として重要な異常ネルンスト効果について述
べることにする．
異常ネルンスト効果は，一般に強磁性体に熱流を加えた
際に，その熱流方向と自発磁化に垂直な方向に自発的に電
圧が現れる現象のことを指す（Fig. 4bインセット）．その
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Figure 4　a, Anisotropic field dependence of the Nernst signal Sji (left axis) obtained at 300 K in the magnetic field. For com-
parison, the field dependence of the magnetization M (right axis) is shown. b, Full logarithmic plot of the anomalous Nernst 
signal Sji vs. the magnetization M for a variety of ferromagnetic metals and Mn3Sn measured at various temperatures and 
fields. It shows the general trend for ferromagnets that Sji increases with M. The shaded region indicates the linear relation be-
tween Sji and M. The Nernst signal data points for Mn3Sn obtained at various temperatures do not follow the relation and reach 
almost the same value as the largest among ferromagnetic metals with three orders of magnitude smaller M. For reference, see 
Ref. 30. Inset: the anomalous Nernst electric field E appears in the direction of the outer product of the magnetization M and 
heat current Q. c, Fermi energy dependence of the Nernst coefficient obtained by first-principles calculation. The signal chang-
es its sign at E ～60 meV corresponding to the Weyl point. Solid black points denote experimental results obtained for three 
samples with different Fermi energy (Mn concentration). Good agreement is found between theory and experiment. d, Sche-
matic figure of a thermopile. The in-plane magnetization directions of neighboring thermoelectric modules are flipped so that 
Nernst signals with the same sign can be added up in series. The heat flows along the direction perpendicular to the basal 
plane of the heat source.

Figure 3　a, Schematic view of the electronic structure in a Weyl semimetal. Weyl points form a pair of positive and negative 
magnetic charges, playing the role of the source and sink of the fictitious field. A plane perpendicular to the nodal direction con-
necting the pair of Weyl points represents a two-dimensional semiconductor, receiving the quantized flux of 2π on the basis of 
Gauss’s law. This means that the two-dimensional electronic state is precisely an integer quantum Hall system. Thus, the Weyl 
semimetal can be viewed as a stacked quantum Hall system. b, Distribution of Weyl points on the kz＝0 plane. Weyl points are 
located along the K-M-K line on the Brillouin boundary. Red and blue denote the positive and negative signs of magnetic 
charges. c, Band dispersion near the Fermi energy along the K-M-K line on the Brillouin boundary. The Weyl points are 
formed due to the crossing between the electronic and hole bands.
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大きさSjiは，自発電圧Vjと温度勾配∇i Tの比で与えられ
る．異常ネルンスト効果も，異常ホール効果と同様にこれ
まで強磁性体でのみ知られていた現象で，熱流の作る温度
勾配と強磁性体のもつ磁化に比例するということが経験的
に知られていた 30）．われわれはこの常識を破り，強磁性
体の最高値に迫るような大きな異常ネルンスト効果を反強
磁性体Mn3Snにおいて発見した 30）．Fig. 4aに示すのは，
異常ネルンスト効果の室温での磁場依存性である．異常
ホール効果と同様に数百ガウス程度の弱い磁場でその符号
が変化することがわかる．また，Fig. 4bに示すのは，こ
れまで知られている強磁性体の異常ネルンスト効果を磁化
に対して両対数グラフの形で整理したものである．実際，
この図から強磁性体は経験則どおりおおむね磁化に比例し
ているが，Mn3Snはその磁化から期待される値の約1,000
倍近く大きな値をもつことがわかる．実はこの大きな異常
ネルンスト効果の発見こそが，この反強磁性体がワイル磁
性体であるということの大きな証拠の一つである．
先に述べた波動関数のもつベリー位相に基づく理論によ

ると，異常ネルンスト効果はフェルミ準位近傍の仮想磁場
（ベリー曲率）の大きさに比例する 18）．われわれの大きな異
常ネルンスト効果の発見はまさにこの大きな仮想磁場（ベ
リー曲率）がフェルミ面近傍に存在していることを意味し
ている．実はこの大きなベリー曲率の源がさきほど示した
ワイル点にほかならない．逆にこの期待が正しければ，フェ
ルミ準位をワイル点の位置から遠ざければ，異常ネルンス
ト効果は大きく減少するはずである．光電子分光の測定か
らこの系はMnの組成比によりフェルミ準位をが変化する
ことがわかっており 26），それを利用して複数の異なるMn
濃度の単結晶を作製し，フェルミ準位と異常ネルンスト効
果の関係を調べた．その結果をFig. 4cに示すが，この図か
らわかるように理論的に期待される変化と非常に近い振る
舞いが得られ，フェルミ準位を少し変化させるだけで値が
大きく変化することを確認した．特に，Fig. 4a,bに示した
大きな異常ネルンスト効果はまさにフェルミ準位がワイル
点近傍に存在することによる効果であることを強く示唆す
る 26）．

ワイル磁性体を用いたエネルギーハーベスティング

現在，IoTの時代を迎えるにあたり，近い将来，1兆個
以上のセンサーが地球上のあらゆる場所に設置されること
になる．その際，一つひとつのセンサーの電池を交換する
ことはできないため，独立電源が必要になる．センサーと
無線端末をまとめた各ノードに必要な電力は実はそれほど
大きなものでなく，mW程度で良いことが知られている．
その際大きく注目されるのは，どこにでもある排熱を活用
した発電機能，すなわち，熱電効果である．
熱電効果には通常，大きなゼーベック効果を示す半導体
が用いられる．電圧の現れる方向は温度勾配と同じ方向で

あるために，排熱利用を考える際にはどうしても熱流に対
して電圧の現れる方向の異なるp型，n型の柱状の素子を
交互に配置する立体構造を構成する必要がある．そのため
に，製造コストが高くなるばかりか，半導体を連結するた
めの接触部分が半導体の数と同じだけ必要になるために，
接触抵抗が大きくなり，発電効率の大きなロスにつなが
る．また，通常使われる材料はBi, Te, Pbなど毒性を有し
ているか，希少価値が高いものが多いのも問題である．一
方，異常ネルンスト効果は，ゼーベック効果と同様にゼロ
磁場で現れるが，熱流に対して垂直方向に電圧が現れるた
めに，熱源に沿うように素子の展開が容易になる 30）,31）

(Fig. 4d)．また，フレキシブルな素子を作ることができれ
ば，テープを巻き付けるように展開が可能となり，究極的
には接触部分は素子の端の2カ所に抑えることも可能とな
る．従って，異常ネルンスト効果の利用は熱電モジュール
の作成プロセスを大幅に減少させることができる．それゆ
えに，大きな異常ネルンスト係数を持つ磁性体の作製は効
率的な熱電素子の作製に非常に重要なステップとなる．
反強磁性体Mn3Snにおける，強磁性体の最高値に迫る
ような大きな異常ネルンスト効果の発見は，ワイル磁性体
こそが今後より高効率の磁性熱電材料の探索においてキー
となることを示している．すなわち，ワイル点をフェルミ
面近傍にチューニングすることで，異常ネルンスト効果を
増強できることを示しており，これまでの常識を破る磁化
によらない手法が重要であることがわかる．実際，この方
針に従って新たなワイル磁性体の探索を行ったところ，ご
く最近，Co2MnGaという強磁性体において非常に大きな
異常ネルンスト効果の発見に成功した 32）．この研究では，
ワイル点を作るバンドの状態密度を増強することで，ネル
ンスト効果をこれまで知られている値より1桁高い値に増
強できることを発見した．

磁気八極子と磁気光学カー効果

Mn3Snにおいて，運動量空間における正負のワイル点
の分布がちょうど，磁気ダイポールが強的に並ぶように配
列しているということを示した (Fig. 3b)．これは（まさに
実空間でいうと強磁性体においてスピンが強的に並んでい
る場合と同様に）反強磁性体の磁気秩序が時間反転対称性
を巨視的に破っていることに対応する．この時間反転対称
性の巨視的な破れはまさに強磁性体と同じ特性であり，こ
れこそが異常ホール効果や異常ネルンスト効果の発現のた
めの必要条件である．実はこれを決めている一種の秩序パ
ラメータが，Fig. 1bのインセットに示す反強磁性体のク
ラスターであることが最近理論的に指摘された 33）．これ
は磁気八極子と呼ばれる状態であり，面白いことに強磁性
体の状態と全く同じ磁気対称群に属する．磁気多極子は一
般にスピンの空間分布を球面調和関数で展開したものであ
り，rank1が磁気ダイポール，rank2は磁気四極子，さら
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に，rank3が磁気八極子に対応する．Mn3Snの場合のよ
うな空間反転対称性を有する磁気構造においては，rank3
の磁気八極子が磁気ダイポールを有せず時間反転対称性を
破る最低 rankになる．このような磁気八極子を有するワ
イル反強磁性体こそが，大きな異常ホール効果や異常ネル
ンスト効果を示す材料であり，まさにMn3Snで実現して
いる状態である．さらに，この対称性はまさに磁気光学
カー効果の発現の必要条件でもある．実際，われわれはご
く最近，Mn3Snにおいて，660 nmの赤色レーザを用いた
測定で15ミリ角のカー回転角をもつ磁気光学カー効果が
室温で現れることを発見した (Fig. 5)．これは反強磁性金
属では初めての例である．Mn3Snは強磁性体の1/1,000程
度の微小なキャント磁化をもっているが，第一原理計算に
より求めたカー回転角のスペクトルとの比較により，観測
された巨大な磁気光学カー効果は微小な磁化の有無によら
ず，時間反転対称性を巨視的に破るクラスター磁気八極子
がその微視的な起源であることを解明した．さらに，この
磁気光学カー効果を用いて，磁気ドメインの観察に成功し
ている 34）(Fig. 5)．これはまさに磁気八極子のドメインと
そのドメイン壁の運動を可視化していることになる．

最 後 に

磁性体における機能性材料はほぼすべてが強磁性体であ
る．磁気メモリー，磁気センサー，磁気光学素子などを用

いたほぼすべての磁気デバイスにおいて強磁性体が主たる
構成要素として使われてきた．しかし，強磁性体のもつ漏
れ磁場によるデバイス間の磁気的な干渉や，動作速度の制
限，さらには磁気形状効果など，その応答を司る磁化自体
がさまざまな障害を引き起こすことが知られている．それ
ゆえに，磁化のない反強磁性体への関心が近年スピントロ
ニクスの分野で急速に高まってきている．一方で，物質の
種類においては，強磁性体よりはるかに豊富な数の反強磁
性体が知られているものの，室温以上の応用で使われる例
は磁気バイアス材料などに限られてきた．その理由は，反
強磁性体は磁化をもたないために，磁気秩序を外場で制御
することも，その秩序を検出することも一般に容易ではな
いからである．
最近，このような常識に反して，われわれは反強磁性体

Mn3X系 (X＝Sn, Ge)において，これまで強磁性体でのみ見
られていた電気磁気応答，たとえば，異常ホール効果，異
常ネルンスト効果，磁気光学カー効果などが現れることを
発見した．驚くべきことに，そのサイズは場合によっては強
磁性体の最高値に迫るだけでなく，100 G程度でその符号
を反転させることができる．本稿ではこれらの実験の結果
の紹介を通じて，反強磁性体に隠れた多極子秩序が，強磁
性体のように時間反転対称性を巨視的に破ることで上記の
物性を引き起こすこと，また，さらに電子構造のトポロジカ
ルな特徴であるワイル点の制御がその応答の増強に重要で

Figure 5　a–h, Observation of the magnetic domain in Mn3Sn using magneto-optical Kerr microscopy, illustrating the differ-
ent magnetic domainscharacterized by cluster magnetic octupoles with two opposite signs of the magneto-optical Kerr angle. 
The growth of magnetic domains can be seen as the field increases (a–d) and decreases (e–h). i, Magnetic field dependence of 
the magneto-optical Kerr angle in Mn3Sn at room temperature. It is found that Mn3Sn exhibits a spontaneous Kerr angle of 
around 20 milli-degrees, which is comparable to those found in ferromagnets. One can also change its sign with a small field 
such as ～10 mT. j, Schematic viewgraph showing different magnetic domains with different cluster magnetic octupoles, sepa-
rated by a magnetic domain wall (yellow).
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あることを紹介した．特に，反強磁性体でありながら強磁
性体の最大値に迫る巨大な応答を示す理由は，この系がワ
イル点をフェルミ面近傍に持つワイル磁性体であることにあ
る．実際にこの系がワイル磁性体であることは，われわれの
角度分解光電子分光，磁気抵抗効果，さらには，本稿で紹
介した異常ホール効果とネルンスト効果のフェルミエネル
ギー依存性の実験から初めて確認された．また，異常熱ホー
ル効果が異常ホール効果と温度によらずスケールすること
も最近確認され，この系の異常ホール効果がベリー曲率に
よる内因性のものであることが改めて確認されている35）．
ワイル反強磁性体はスピントロニクスにおいても極めて
有用である．磁気光学カー効果を用いることで，ドメイン
の制御において重要な，磁気八極子秩序によるドメイン構
造の可視化にも成功している．この手法により，反強磁性
体では通常難しいドメイン壁の観察が室温でリアルタイム
に行えるようになった．界面の効果としても新しい物性が
現れてきており，例えば，スピン蓄積の実験からこの系の
スピンホール効果は，時間反転対称性を破る非従来型の効
果であることがわかってきた 36）．さらには，ワイル磁性
体を強磁性体に応用することで従来の最大値を1桁更新す
る異常ネルンスト効果も見いだした．これらのトポロジカ
ルな特性をもつ物性は，一般に乱れなどに強靭であること
も知られている．このようにワイル磁性体は，新しい室温
巨大応答を次々と生み出しており，スピントロニクスや熱
電変換技術，磁気光学の分野での基礎研究の展開が期待さ
れるのみならず，今後，メモリーやセンサー，さらには，
熱電モジュールの開発など，さまざまな応用への有効な材
料として，ますます関心を集めると期待される．
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