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研究成果の概要（和文）：高温超伝導を再攻略し、(1)軌道純化理論を二層系等に拡張し、(2)銅酸化物のTcのド
ーム構造を理論的に再現し、(3)隠れた梯子をもつMo系等を提案し、永崎グループで合成を開始、広いバンドと
狭いバンドの共存が超伝導に有利なことも理論的に示し、(4)銅酸化物と同構造のイリジウム化合物の探索領域
を拡大した。非平衡に対しては、(5)強いレーザー光で超伝導体を励起したときの物理を実験と理論の緊密な連
携により確立し、ヒッグスモードが超伝導の良いプローブになり、(6)光との非線形相互作用のために強い第三
高調波が発生することを、s波超伝導体NbN、銅酸化物高温超伝導体に対して発見し、理論解析も確立した。

研究成果の概要（英文）：High-Tc superconductivity is re-visited, and (1)the orbital distillation 
theory (stronger single-band character enhances Tc) is extended to bilayers etc, (2)the Tc dome in 
the cuprates is theoretically explained, (3)new materials such as a "hidden-ladder" Mo compound are 
theoretically proposed and experimentally being fabricated, (4)the Ir compound, isostructural with 
the cuprates, is explored over a wider range.  In non-equilibrium, (5)physics of superconductors 
when excited by intensive laser is worked out in an intimate collaboration between experimental and 
theoretical groups, where the Higgs mode is shown to be a good probe of superconductors.  (6)There, 
intense third-harmonic generation is found to emerge due to a nonlinear coupling between the Higgs 
mode and laser.  These have been observed in an s-wave superconductor NbN, then in a high-Tc 
cuprate, for which theoretical analysis is established.

研究分野： 物性物理学

キーワード： 超伝導材料・素子

  ２版
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図：平坦バンド模型（ダイアモンド鎖）に対する相

図。添図はバンド構造とフェルミ・エネルギー。 

１．研究開始当初の背景 
銅酸化物高温超伝導体の超伝導転移温度

Tc はこの約 20 年間上昇しておらず、Tc を
増大させることは、応用上急務であることは
言うまでもないが、基礎物理的にも、これを
正攻法でアタックすることは極めて重要と
おもわれる。電子相関を起源とする超伝導は、
銅酸化物におけるように相図上で超伝導に
隣接する反強磁性の相関がペアリングに重
要な役割を果たしている可能性が高い。しか
し、電子が元来持つ高いエネルギー・スケー
ルに比べて Tc は二桁も落ちており、機構解
明や物質設計や加圧、非平衡化などにより、
Tc 上昇を探ることは重要とおもわれる。 
 
２．研究の目的 
高温超伝導銅酸化物を、鉄系超伝導などで

培われた現在の視点から再攻略し、銅酸化物
の Tc 増強、及び、非銅系類似物質における
超伝導誘起を目指した。第一の柱は、黒木・
青木らの最近の研究により、単一軌道系と見
られることが多い銅酸化物には実は多軌道
性が潜んでおり、単一軌道性を高める、すな
わち「軌道純化」すれば Tc 上昇が期待され
るという観点から、理論的な指針に基づいた
元素置換や物質設計を行い、圧力印加の効果
も調べる。第二の柱は、超伝導体の新たなプ
ローブとして、強い外場（レーザー光）を照
射したときの集団励起（ヒッグス）モードを
実験的・理論的に探索することにより、非従
来型超伝導の解明や非平衡誘起超伝導の可
能性を探る。このような、平衡＋非平衡の二
本の柱を連携させ、理論家（超伝導設計・非
平衡）と実験家（物質合成・加圧・非平衡）
を合体させた研究組織において追及する。 
 
３．研究の方法 
理論的方法は、先ず多軌道性と Tc の相関

とそのメカニズムを、より一般的に示すこと
である。平衡状態の実験に関しては、永崎、
秋光が担当し、(1)高圧合成法をはじめとす
る方法で、理論予測された物質を実際に合成
すると同時に、(2)高圧下における輸送現
象・構造解析も含めて Tc 増強を試みる。 
第二の柱である非平衡については、一つ目は、
レーザーにより超伝導体の集団励起を超伝
導体のプローブに用いる。実際、島野（分担
者）、松永（連携）のグループは低温超伝導
体（電荷秩序が共存しない）においてヒッグ
スモードの観測に世界初で成功した。理論的
にはこのモードが、非従来型の高温超伝導や
多軌道超伝導でどうなるかを調べる。二つ目
は、強いレーザー光励起により動的制御、臨
界温度の増強の可能性を探求する。 
 
４．研究成果 
【青木グループ】 
（方法論１）強相関系に対する DMFT+FLEX 法
の提案[1]：銅酸化物高温超伝導体の相図で
は、電子の band filling に対して Tc が dome

状になるが、満足行く説明はあまりなかった。
青木のグループは、揺らぎ交換(FLEX)近似
（反強磁性スピン揺らぎに媒介されるペア
リング相互作用を記述できるが、Mott 絶縁相
を記述できない）と、動的平均場理論(DMFT)
（Mott 絶縁相を記述できる）を組み合わせた
“DMFT+FLEX 法”を新たに提案し、これを 2
次元 Hubbard 模型に適用した結果、Tc dome
を得ることに成功した。 
 
（方法論２）ダイナミカル・バーテックス近
似(DΓA)：高温超伝導の Tc が電子のエネル
ギーから二桁も落ちている理由の探索は必
須である。Held(ウィーン工科大学)のグルー
プが dynamical vertex 近似(DΓA)法を常伝
導相に対して開発しているが、青木は Held
のグループと共同で、これを超伝導相に拡張
した。重要な点は、バーテックス補正を入れ
ると、通常は「ボソン交換」によるペアリン
グ相互作用しか考えられていないのに対し
て、これを超えた枠組みになっており、実際、
ペアリング相互作用に強い振動数依存性が
生じる等、ボソン交換枠外の効果が見られた。 
 
（新奇状態１）強相関格子系における
Pomeranchuk 不安定性と超伝導[2]：正方格子
上の Hubbard 模型では、４回対称のフェルミ
面が多体効果のために自発的に低対称化す
る Pomeranchuk 歪みが可能であるが、超伝導
への影響は不明だった。青木のグループは
DMFT+FLEX 法を用いてこれを調べ、歪みの元
では超伝導のペアリングが d 波から
d+(extended) s 波になり、歪みが Tc を上昇
させる場合もあることを見いだした。 
 
（新奇状態２）平坦バンド超伝導[3]：厳密
な強磁性を示すことで知られる平坦バンド
系は，最近では超伝導やトポロジカル系の観
点からも重要性が認識されつつある．特に電
子間斥力のために，バンド間ペア散乱が、ス
ピン揺らぎに媒介された高温超伝導を誘発
する可能性が黒木のグループにより指摘さ
れていた。青木のグループは、平坦バンドを
もつ最も簡単な擬1次元模型の一つであるダ
イアモンド鎖上の斥力Hubbard模型に対して、
厳密対角化と密度行列繰り込み群(DMRG)を
用いて物性を調べた。結果〈下図〉は、フェ



 
図：高温超伝導体における３次の非線形光学応答3)

の温度変化に対する理論結果を、電荷揺らぎの寄与
(CDF)と Higgs モードからの寄与に対して、既約表
現に分解して示す。 

ルミ・エネルギーが平坦バンドに近い状況で
ペア相関が発達することを見出した。特に、
この超伝導相の隣ではトポロジカル絶縁体
となっており、平坦バンド超伝導は「トポロ
ジカル相に隣接した超伝導相」となっている。 
 
（非平衡１）超伝導体におけるヒッグスモー
ド：このテーマは本基盤研究 Aのハイライト
となる業績である。超伝導体は、秩序パラメ
ーターの振幅(超流動密度)の集団的振動モ
ードである Higgs モードをもつが、このモー
ドは電荷などをもたず、線形応答の範囲では
電磁場と結合しない。青木のグループは、非
線形応答ではヒッグスと電磁場が結合し、周
波数の光を照射すると、ヒッグスモードの
固有周波数 2が 2と一致するときに、秩序
パラメーターの振動振幅および三次高調波
(THG)が共鳴的に増大することを示した。こ
のヒッグスモード共鳴は、島野のグループに
よるテラヘルツ光の実験により観測された。 
その後、THG 応答には準粒子励起（電荷密度
揺らぎ）も寄与し、BCS 近似の範囲内ではこ
れが大きいことがイタリアのグループから
指摘された。青木のグループは、BCS を超え
た DMFT でこれを調べ、フォノン媒介相互作
用の遅延効果を明らかにした[4]。特に、THG
へのヒッグスモードの寄与は準粒子励起の
寄与と同程度になり得ることが示された。 
 
（非平衡２）さらに、青木の理論グループは
島野の実験グループと共同で、THG 共鳴への
ヒッグスモードと密度揺らぎの寄与の各々
が、レーザーの偏光方向と結晶軸のなす角度
にどの様に依存するかを明らかにした[14]。
島野の実験で使われた超伝導体NbNに対し角
度依存性を理論的に求めたところ、ヒッグス
の寄与は角度に依存しないのに対し、密度揺
らぎは大きな依存性を示す。THG の実験結果
は殆ど偏光角度依存性をもたず、ヒッスグの
寄与が支配的であることが結論された。 
 
（非平衡３）高温超伝導体におけるヒッスグ
モード共鳴[13]：次の喫緊の興味はヒッスグ
モードが、d 波ペアリングをもつ高温超伝導
体においてどうなるかであり、本基盤研究の
目標でもあった。青木の理論グループは、異
方的(d 波)超伝導に対して、結晶の正方対称
性の既約表現に分解して解析した。島野の実
験グループは Bi 系銅酸化物に対してポンプ
光、プローブ光の偏光を回転させてこの分解
を観測し、結果 A1g 既約表現成分が大きく、
これは理論的にヒッグスモードの寄与が支
配的であることを示す（下図）。この研究は
パリ大学との共同研究であり、Phys. Rev. 
Lett.の Editor's suggestion に選ばれた。 
 
（非平衡４）2 バンド超伝導体における集団
励起[5]：青木と島野のグループは、2バンド
超伝導体における Higgs および Leggett 位相
モード、ならびに光との共鳴を理論的に調べ、

MgB2での観測可能性について議論した。 
 

【黒木グループ】 
（１）銅酸化物において、メインの dx2-y2軌
道以外の軌道のフェルミ面における混成が
弱い物質ほど Tc が高くなるという軌道純化
理論を二層系に拡張し、その普遍性を示した。
二層系まで含めて、Tc の指標をフェルミ面の
湾曲度合いに対してプロットし、実験結果を
説明することに成功した[6]。 
 
（２）単一軌道成分系において超伝導が著し
く増強される系として、ワイドバンドとナロ
ーバンドが共存する多バンド系における超
伝導の研究を推進した。２本鎖、３本鎖梯子、
ダイアモンド鎖などのハバード模型に対し
て FLEX を適用して、ナローバンドの近傍に
フェルミ準位があるときに一般的に超伝導
が増強されることを示した（下図）。[9] 

 
図：フラットバンドを有する種々の擬一次元格子上のハ

バード模型に対して、エリアシュベルグ方程式の固有値

を、化学ポテンシャルの関数としてプロット。化学ポテ

ンシャル=0 がフラットバンドのエネルギー位置を表す。 
 
（３）ワイドバンド・ナローバンド共存を実
現でき得る物質として梯子型同酸化物があ
るが、ナローバンド近傍にフェルミ準位を位
置させるためには多量の電子ドープが必要
となり、現実には難しい。そこで、他の物質
を青木と共に理論的に探索し、二層系
Ruddlesden-Popper 化合物では電子の d 軌
道の異方性のため隠れた梯子構造をもつこ
とを見出した[8]（下図）。 



 

 
 

図： Ag1-xSn1+xSe2 (x=0, 0.25)と SnSe におけ

る Sn の電子状態。超伝導体である x=0, 0.25

のみで Sn2+と Sn4+が共存する。 

 
図：二層系 Ruddlesden-Popper 化合物中における dxz, 
dyz 軌道のそれぞれが、２本鎖梯子型の電子状態を持つ

ことを表す概念図。 
 
【永崎グループ】 

（１）d7基底状態を有する 2次元層状酸化
物(Ln,Ca)2NiO4 (Ln:希土類元素)の合成およ
び正孔のドーピングに成功した。 
（２）頂点フッ素を配置した銅酸化物高温

超伝導体 Ba2CuO2F2+を発見し、従来の銅酸化
物超伝導体より格段に大きな圧力効果を有
することを見いだした（下図）。 
 

（３）さらに、高圧合成法を用い、層状
Sr3Mo2O7 の合成を行った。得られた試料は全
て酸素欠損を含んでおり、そのために青木、
黒木の理論グループにより予言された超伝
導が実現していないと考えられる。 
 
【秋光プループ】 
（１）単結晶育成に成功したイリジウム酸

化物 Sr2-xLaxIrO4(x=0,0.04,0.08)において、銅酸
化物超伝導体と類似したハバードギャップ
内状態(in-gap state)が成長することを ARPES
で発見した。キャリアドーピングにより高温
超伝導が期待でき、La 置換による更なる電子
ドーピングを試みた。メカニカルアロイ法に
よる合成で La 固溶領域を 15%程度の電子ド
ーピングまで拡大することに成功した。また、
μSR 法を用いることにより、x=0.1 の試料で
は Griffiths phase と呼ばれる常磁性に短距離
反強磁性クラスターが存在する状態が実現
している可能性を指摘した。[10,11] 
（２）AgSnSe2 は、Sn2+と Sn4+のようにバ

レンススキップ状態が超伝導に重要である
と期待される物質である。Ag1-xSn1+xSe2 に対

して Ag サイト、Sn サイトそれぞれに様々な
元素をドープすることによって超伝導発現
には Sn の 5s 軌道と Se の 4p 軌道が重要であ
ることを示した。さらに、異なる x において
X 線光電子分光を行ったところ、超伝導転移
を示す物質だけが Sn2+, Sn4+の混成状態を示
し(下図)、超伝導発現にバレンス状態が不連
続な状態が有利であることを示した。[12] 

 
【島野グループ】 
テラヘルツ(THz)電磁波パルスを用いて、

超伝導秩序の振幅振動であるヒッグスモー
ドと電磁波との非線形相互作用を先ず s 波低
温超伝導体で明らかにした。マルチサイクル
THz波パルスを s波超伝導体に照射すると超
伝導秩序変数が入射波の振動数の 2倍の周波
数で振動する様子を観測し、これがヒッグス
モードの強制振動であることを青木のグル
ープの理論との共同研究で明らかにした。さ
らに、THz 波とヒッグスモードが共鳴すると
高効率に第三高調波が発生することを発見
した(Science 345,1145(2014); [14])。さらに、d
波高温超伝導体に研究を展開し、そのヒッグ
スモードの観測に初めて成功した(Phys. Rev. 
Lett. 120, 117001(2018)[13])（下図）。 
また、超伝導転移温度上昇の可能性を検証

するために、銅酸化物高温超伝導体を強く光
励起したときの効果を調べた。これにより、 
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図：d 波高温超伝導体 Bi2Sr2CaCu2O8+xにおいて超伝導秩

序変数が入射電場パルスの自乗波形(a)に追随して振動

する様子(b)。最上段は d 波の秩序変数が振動する概念

図。 

 
励起は単に超伝導を破壊するのではない兆
候も得られ、将来的には新たな指針となる可
能性がある。 
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