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研究成果の概要（和文）： 
 低温磁場下で作動する超高真空走査トンネル顕微鏡を用いて、ナノサイズの鉛の超伝導体中

での超伝導特性、特に磁場下で形成される渦糸（量子化磁束）の構造に関して、その実空間観

察を通じて明らかにした。超伝導体のサイズ等を制御することにより、ナノサイズ超伝導体に

特有の巨大渦糸構造や渦糸のクラスター状態の観察に成功し、その素性を明らかにすることが

できた。また、トンネル電流の注入により渦糸が励起できることも見出し、励起プロセスのメ

カニズムを考察した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
 Using a scanning tunneling microscopy which can be operated under ultrahigh vacuum, 
low-temperature (0.4K), and high magnetic field (7 T), we have studied superconductivity 
of nano-size Pb superconductors, in particular, vortex formation into the tiny 
superconductors under magnetic fields. By controlling the size of the nano-size 
superconductors, we have succeeded in real-space observations of various vortex 
configurations unique to nano-size superconductors, such as vortex clustering and giant 
vortex. We also found that the tunneling current can excite a vortex into nano-size 
superconductors and studied its excitation mechanism. 
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１．研究開始当初の背景 
 超伝導体に磁場を印加することで導入さ
れる渦糸は、物理的に興味深い対象であると
同時に、その振る舞いが超伝導特性を左右す

ることからも実用的に重要なテーマである。
渦糸を貫く磁束は h/2e で量子化されており、
その周りにその磁束を打ち消すべく超伝導
電流が流れる。通常のマクロサイズの超伝導



３．研究の方法 体では、渦糸が格子（アブリコソフ格子）を
なすことが知られている。しかしながら、超
伝導体のサイズが小さくなり、クーパー対の
拡がり程度、すなわちコヒーレンス長程度に
なると様相が変わる。例えば、量子渦糸の整
数倍の磁束を持つ巨大渦糸状態と呼ばれる
状態が出現し、多数（マルチ）渦糸の規則配
列状態との間に相転移が生ずる。また、超伝
導体の形状を反映し、例えば、四角形状の超
伝導体に量子磁束３本分に相当する磁場を
印加すると、四角に並んだ量子渦糸４本の中
央部に逆向きの磁束を持つ量子反渦糸が配
列した状態をとるとされている。 

 超高真空内でナノサイズの超伝導体を作
成し、低温磁場下で作動する走査トンネル顕
微鏡（STM）装置（最低到達温度 0.4K、最大
磁場７T）を用いて、その評価を行う。超伝
導体上での局所的なトンネル分光測定を通
じて、超伝導ギャップ・コヒーレンスピーク
強度・ゼロバイアスコンダクタンス等を測定
し、その空間変化からナノサイズ超伝導体中
での超伝導（マイスナー）電流や渦糸（量子
化磁束）に関する知見を得る。さらにこれら
超伝導特性を、さまざまな大きさや厚さ、異
なる形状を持つナノサイズ超伝導体上で測
定することにより、その依存性を評価し、例
えば、特異な渦糸状態が出現する条件を明ら
かにする。 

 このような現象は当初理論的に予想され、
その後、磁化測定や電気伝導測定により間接
的に観測されたが、実験結果の解釈に曖昧さ
があり確証は得られていない。また、こうし
た試料は一般にリソグラフィー法により作
成されていることから、厚みの不均一性や表
面での汚れなどの影響を完全に無視するこ
とはできない。また、蒸着により試料が作成
された場合でも、蒸着槽から取り出す前に表
面酸化等を防ぐ目的で Au や Ge などの保護
膜で覆うなどの処理が行われており、その影
響が懸念されていた。 

 ナノサイズ超伝導体の作成は、超高真空内
での基板上への蒸着により行う。主に Si 基
板上での Pb アイランド構造を研究対象とし
ているが、この場合、蒸着速度や蒸着時の基
板温度を調整することにより、アイランド構
造のサイズを制御することが可能である。ま
た、基板の面方位や超周期構造を変えること
によって、蒸着された Pb 原子の基板上での
拡散長や異方性を制御できることから、形成
されるアイランド構造の形状も、ある程度制
御可能である。図１にそのような手法により
作成された三角形状の Pb アイランド構造の
STM 像を示す。 

 一方、我々の研究グループでは、ヘリウム
３冷却超高真空走査トンネル顕微鏡（ＳＴ
Ｍ）を用いて、超高真空下での蒸着による Pb
アイランドを作成し、その超伝導特性をトン
ネル分光により計測する研究を進めてきた。
平坦なアイランド構造が作成され、原子層ス
ケールで膜厚が制御できることに加えて、試
料作成から観測まで全て超高真空内で行い、
不純物・保護膜等の影響を完全に排斥した上
での測定ができることから、これらの試料を
用いて、上記の巨大渦糸状態や反渦糸などの
実空間観察を実現するとともに、逆に、不純
物・保護膜等を意図的に導入した際の渦糸や
超伝導特性に対する影響を、ナノスケールの
分解能で解明することへの期待が高まって
いた。 

図１ 蒸着により作成された三角形状の

Pbアイランド構造。膜厚は 27ML（7.7nm）

で、アイランド全体にわたって均一であ

る。 

 
２．研究の目的 
 これまでの研究背景を踏まえて、本研究で
は、超高真空下で用意され不純物・酸化物の
影響が完全に排除できる Pb ナノサイズの超
伝導体を作成し、磁場下での走査トンネル分
光による測定から、渦糸（量子化磁束）の実
空間観察を実現する。印加する磁場や、アイ
ランド構造のサイズや形状を制御すること
により、巨大渦糸構造や反渦糸構造を実空間
観察し、その形状等との関連を明らかにする
ことを目的とする。また、不純物や欠陥構造
を意図的に導入した超伝導体も作成し、それ
らに対して渦糸が被る影響を、実空間観察を
通じて明らかにする。 

 
 また、サブミクロン以上の超伝導体につい
ては、集束イオンビーム（FIB)を用いて加工
したマスクを用いて、基板上に蒸着すること
によっても作成を行っている。 
  
 



４．研究成果 

図３ Pb アイランド上での各磁場での ZBC
値のマッピング 

 作成したアイランド構造に対して垂直に
磁場を印加すると、渦糸（量子化磁束）が形
成される。渦糸内では超伝導は壊れているの
で、超伝導ギャップは無くなり、ゼロバイア
ス電圧での電気伝導度（ゼロバイアスコンダ
クタンス；ZBC）は高くなる。従って、ZBC 値
を計測し、マッピングすることによって、渦
糸分布を視覚化することが可能である。 

図２ Pbアイランド上で測定されたZBC値
の磁場依存性 

 図２は大きさ 200nm程度のアイランド上の
中心部および周辺部の 2 か所で測定された
ZBC 値の磁場依存性である。磁場の増加に伴
う渦糸侵入により、急激に ZBC 値が変化して
いる様子が見て取れる。最初の渦糸は、中心
部に入ることから、中心部での超伝導は完全
に壊れ、その ZBC 値は常伝導状態での値とほ
ぼ等しくなるが、2 本目、3 本目の渦糸が侵
入すると、渦糸は中心部から外れるので、逆
に ZBC 値は減少する。 

 図４の Pb アイランドは、図３のそれに比
べかなり小さく、コヒーレンス長の数倍程度
の大きさを持つ。磁場印加に伴い、0.5T で渦
糸が侵入するが、0.7T ではその大きさがかな
り変化しており、2 本の渦糸が結合した巨大
渦糸構造を形成したものと考えられる。しか
しながら、この楕円状の構造は、理論計算に

 一方、周辺部での ZBC 値は、磁場の増加に
伴うマイスナー電流の増加に伴って、徐々に
増加するが、渦糸の侵入に伴い磁場が緩和す
ることから、周辺部でのマイスナー電流は急
激に減少し、ZBC 値もステップ状に減少して
いる。 

図４ Pbアイランド構造上でのZBCマッピ
ングによる渦糸観察。0.7T での ZBC 像にお
いて、２つの渦糸が結合した巨大渦糸構造
が形成されている。 
 

 図３は、各磁場での ZBC 値のマッピング像
であり、ZBC 値の高い領域として個々の渦糸
構造が観察されている。渦糸は互いに反発し
合うことから、基本的に三角格子状のパター
ンを構成するが、アイランドの周囲からも反
発力を受けることから、それによる変調を受
ける。例えば、0.20T での ZBC 像では、右下
の渦糸が周辺部から押されて若干内側に寄
せられ、三角格子が乱されている様子が見て
取れる。 
 このような渦糸の実空間観察を通じて、ナ
ノサイズの超伝導体に特異な渦糸構造を観
察することができる。今回の研究では、渦糸
のクラスター状態や、複数の渦糸が結合した
巨大渦糸構造が形成される様子を直接的に
観察することに成功している。 



より予測されたノードを持つ構造とは異な
っており、理論では見過ごされていた因子が
重要な役割を担っているのではとの指摘が
なされている。現在もなお、実験理論両面か
らの研究を進めており、こうした研究からさ
らにナノサイズの超伝導体に関する理解が
深められるものと期待している。 
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