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　研究計画Ａ 01「時間反転対称性を破る超伝導体の

新奇界面現象」の目的は、電子のスピンや軌道角運動

量の活性によって時間反転対称性が破れた超伝導体の

バルク物性の理解を極め、その界面や表面で顕在化す

る新奇な量子現象を開拓することである。具体的には

スピン三重項超伝導体の実験的証拠の揃ったルテニウ

ム酸化物を舞台とする研究、また従来型の超伝導体と

強磁性体とのハイブリッド構造体を舞台とする研究を

展開する。ルテニウム酸化物の超伝導についてはレ

ヴュー論文を発表した [1]。以下では今年度の主な成

果からいくつかのトピックを選んで紹介する。

１．Sr2RuO4 のエッジ状態　

　時間反転対称性の破れた「カイラル」p 波超伝導

体は典型的な「トポロジカル超伝導体」の一つであ

る。ルテニウム酸化物超伝導体 Sr2RuO4 は、これまで

の研究からカイラル超伝導状態が実現している根拠

が強く、そのバルク状態に対応して界面にはカイラ

ル・エッジ電流をともなうエッジ状態が現れると期待

されていた。柏谷（A01	分担者）らは、Sr2RuO4 の微

小単結晶に金を蒸着して微細加工技術を駆使すること

で、良質の SIN（超伝導体 / 絶縁体 / 常伝導体）接合

を作って図 1(a) に示すような準粒子トンネルスペク

トルを観測することに成功した [2]。いくつかの特有

のスペクトル形状のゼロバイアス・コンダクタンス

ピーク（ZBCP）が得られたが、マルチバンドを考慮

した解析の結果、それらがすべてギャップ内のエネル

ギーに広く分布する準粒子状態密度を反映したもので

あり、カイラル・エッジ状態として解釈できることを

明らかにした ( 図 1(b))。これと対照的に、d 波超伝

導体の YBa2Cu3O7 では、電流が [110] 方向のときのみ

計画研究	A01	

時間反転対称性を破る超伝導体の新奇界面現象

　
前野	悦輝／京都大学大学院理学研究科	教授		

 

計 画 研 究 班

ト ピ ッ ク ス

 

図１： (a) Sr2RuO4 を用いた SIN 接合の 0.55 K におけ
るコンダクタンス・スペクトル。超伝導ギャップの
中に幅広く状態密度が生じている。(b) カイラル p 波
超伝導体のカイラル・エッジ状態の分散関係。(c) 高
温超伝導体 YBa2Cu3O7 の接合の 3 K におけるスペク
トル。コンダクタンス・ピークのエネルギーは超伝
導ギャップより小さな範囲にとどまる。(d) d 波超伝
導体で期待されるフラットバンド・エッジ状態の分
散関係。[2] より。

超伝導ギャップエネルギーに比べて非常に小さなエ

ネルギー幅で ZBCP が生じる ( 図 1(c))。実はこれも

図 1(d) に示すような「フラットバンド・エッジ状態」

として、バルク・エッジ対応で理解できる状態である

[3]。
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(b) (d)
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２．トポロジカル超伝導接合

　Sr2RuO4 と従来型超伝導体の接合素子における臨界

電流の特異な振る舞いは 10 年以上前に報告されてい

た。本領域での研究から、この現象を生み出す素子

配置は以前の認識とは異なる図 2(a) に示すもので、

Sr2RuO4-Ru 共晶結晶中の Ru を介して両超伝導体が干

渉していることが明らかになった [4]。すなわち仲介

する Ru 金属によって接合面が一周して閉じた形状に

なっていることが重要で、その周りの超伝導位相の巻

き付き数によって図 2(b) のような臨界電流の振る舞

いが記述できる。

　Sr2RuO4 の超伝導は、Ru との共晶界面付近で臨界

温度Tc=3	K 程度まで上昇するが、転移温度付近では

通常のp 波状態で、その超伝導位相の巻き付き数は

図 3(a) のように Ru に近接効果で誘起されたs 波と同

じと考えられる。ところが 1.5	K 以下での Sr2RuO4 の

バルク超伝導転移と共に、接合界面の超伝導にも図

3(b) のように位相巻き付き数が非自明な数となる転

移が起こり、それが臨界電流の著しい低下をもたらす

と説明できる。さらに低温では図 3(c) のようなs 波

の波動関数の位相歪によって、p 波とs 波の間での干

渉が弱まることで、臨界電流が再び上昇する振る舞い

も理解できる。この位相干渉効果のシナリオから「ト

ポロジカル超伝導接合」という概念が生まれる。この

ように Sr2RuO4 のカイラルp 波超伝導状態に対して、

それに付随する現象によって実証が深まったといえる。

３．半整数フラクソイドに対応する磁束の飛び	

　光学カンチレバーによる Sr2RuO4 の微小結晶リング

の高感度磁化測定により、通常の整数フラクソイドの

量子化に加えて、半整数フラクソイドに対応する磁化

の飛びが観測された [5]。イコール・スピン・ペアリ

ング (ESP) のスピン三重項超伝導で予想される半整数

量子渦に関連した状態の生成と期待され、マヨラナ型

準粒子などのトポロジカル励起	の実現が期待される。

４．奇周波クーパー対の示す異常な表面インピーダンス

超伝導体の表面インピーダンス (Z 	=	R	 –	 iX ) は、磁場

侵入長の決定などに用いられる。実部レジスタンス(R )

は準粒子の抵抗を表し、虚部リアクタンス (X ) は電磁

場に対する凝縮体の応答を表す。浅野 (A01	分担者）

らは金属とスピン三重項超伝導体の NS 接合では、金

属中に近接効果でスピン三重項s 波、すなわち奇周波

数クーパー対が浸み出し、図 4 に示すように通常と

は逆のR	 	>	X	 の振る舞いが低温・低周波数領域で現

れることを示した [6]。この特異な表面インピーダン

スは、スピン三重項超伝導体の判定に有力な手段とし

て期待される。　

５．超伝導体と強磁性体の接合での奇周波対状態　

散逸のある金属中に浸み出すs 波のスピン三重項ペア

リングに加えて、スピン一重項s 波超伝導体から強磁

性体中に浸み出すスピン三重項s 波ペアリングも奇周

 

 図 2：(a) Ru を介した Sr2RuO4 と Pb の SNS’ 接合。Sr2RuO4

の表面の性質から、Pb は Ru 析出物のみを通じて Sr2RuO4

と接合している。 (b) 特異な温度依存性を示す臨界電流。

 

図 3：(a)-(c) 温度低下に伴って変化する Sr2RuO4 と Ru の超
伝導位相。Sr2RuO4 のバルク超伝導が起こると Ru 周りの
位相巻き付き数が N  = 0 (a) から 1 (b, c) へと変化する。
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図 4：金属 / 超伝導体 (NS) 接合の表面インピーダンス。カ
イラル p 波超伝導体の場合にのみ、レジスタンス R がリア
クタンス X より大きくなる異常が予想される [6]。

波超伝導状態で、これらの実証が待たれる。赤崎 (A01	

分担者）らは強磁性半導体とs 波超伝導体の接合でこ

の観測を試みてきた [7]。最近はさらに、強磁性体か

ら常磁性半導体の 2 次元電子ガス (2DEG) にスピン偏

極キャリアを注入することで、s 波超伝導体 / 半導体

/ 強磁性体 (S/Sm/F) 接合でも奇周波数ペアリングが

現れるかどうかを検証するため、ZBCP の観測を通じ

た測定を進めている。

６．その他の成果

　このほかの研究活動についていくつかふれると : 米

澤（A01 連携研究者）らは Sr2RuO4 の小さな結晶を用

いての熱磁気効果・磁場中比熱の測定を進めており、

上部臨界磁場付近での超伝導転移の詳細を明らかにし

つつある。また住山（A01 連携研究者）らは、ウラン

化合物のスピン三重項超伝導体と従来型s 波超伝導体

の SNS’ 接合を用いて、ジョゼフソン電流の選択則か

ら秩序変数 d ベクトルの方位確定を進めている。神

田（A01 連携研究者）らは、グラフェンの電子状態の

ディラック点に起因する新奇現象を開拓するため、超

伝導体や強磁性との接合において問題となるフェルミ

面ピン止め効果を軽減するための素子構造の研究を進

めている。
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