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１．は　じ　め　に
─走査トンネル顕微鏡と超低速ミュオンを用いた物性研究
　走査トンネル分光顕微鏡法（scanning Tunneling 

spec  troscopy and Microscopy：sTM/sTs） と 超 低 速
ミュオンスピン回転緩和法を使い，物質秩序状態のダイ
ナミクス研究，特に磁場中超伝導体の渦糸状態のダイナ
ミクス研究を行う計画をたてている．まず，それぞれの
方法の特徴と現時点における実験の準備状況を述べ，そ
の後高温超伝導体Bi2sr2CaCu2OxのsTM/sTs実験結果
とそれから導かれるBi2sr2CaCu2Oxの超伝導体について
の描像について述べ，sTM/sTsと超低速ミュオンスピ
ン回転実験と組み合わせる利点について説明する．
1.1	 走査トンネル分光顕微鏡法
　物質のすべての性質，比熱，電気伝導度，磁化率等
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 in cuprate superconductor Bi2sr2CaCu2Ox scanning tunneling spectroscopy and microscopy (sTs/
sTM) have probed a modulation with about 4a0 periodicity in the vortex core. The nature of this 
modulation has not been understood. in Bi2sr2CaCu2Ox sTs/sTM have also revealed an inhomogeneous 
distribution of energy gap Δ  which varies by about 3 times in magnitude on a length scale of about 2nm.  
as a size of the vortex core is in the same length scale of the inhomogeneity, it is necessary to measure 
vortex cores individually in real space with a high spatial resolution. We have studied vortex cores in 
slightly over-doped Bi2sr2CaCu2Ox (Tc=86K) with a spatial resolution of 0.047nm by sTs/sTM at 4.2 K 
in magnetic field 14.5 T.  Vortex cores are found to be composed of several stripes with 4a0 width 
extending along the Cu-O bond direction. along the stripe the electron-like state and the hole-like state 
exhibit an incommensurate modulation in anti-phase with each other. We propose that the vortex core 
states are formed by Bogoliubov quasi-particles. a maze-like short-range order locally breaking the 
equivalence of the two Cu-O directions have been also found all over the sample both inside and outside 
the vortex core, coexisting with superconductivity. The direction of stripes in the vortex core are 
determined by the maze-like pattern of the short-range order. The short-range order has an energy gap Δ  
with the same magnitude as the superconducting energy gap. as the superconductivity and the observed 
short-range order are closely related with each other, it is important to study whether the short-range 
order is only on the surface or in the bulk.  if it is of a magnetic origin, ultra-slow muon spin rotation 
and relaxation method will clarify the short-range order.

は，物質中の電子の運動のしかたによって決まるので，
「百聞は一見にしかず」，物質中電子の運動状態を直接可
視化できれば物性理解は一挙に深まるはずである．30

年ほど前に発明された走査トンネル分光顕微鏡（sTs/

sTM）は物質中の電子状態をナノメータースケール空
間分解能でエネルギー別に測定でき，ミクロな電子状態
を目で見る新手法であり，近年物性研究に使われほかの
方法では得られない情報を与えている．
　独自に開発した空間分解能50pmの極低温高磁場
sTs/sTM一式を東京工業大学から豊田理化学研究所に
昨年移設した．1年を経て，実験室の電力ライン，安定
化電源，冷却水配管，排気設備，除振，防音等の整備
を行いほぼ実験実施の環境がととのったところである
（図1）．
　sTs/sTMは物性研究の有力な新手法で，図2に概念
図を示した．金属探針を試料表面に1nm程度まで近づけ
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ると原子長スケール領域に真空を障壁とするトンネル効
果でトンネル電流が流れる．極低温下では探針の位置を
物質表面で0.05nmの高分解能で制御して動かせるので，
探針─試料間のトンネル電流を測定することにより，物
質表面の原子構造，ナノメータースケールの電子状態を
測定することができる．表面の研究のみならず物質バル
クの物性研究に使われてきている．しかし，測定は物質
表面に限られるため，その測定結果がバルクの性質であ
るか，バルクと対称性の異なる表面に特有のものである
かを慎重に考察する必要がある．次に述べる超低速ミュ
オンスピン回転緩和法は表面から深さ方向にnmスケー
ルの空間分解能で走査して電子状態を測定できる方法で
あり，sTs/sTMと一緒に使えば互いに補完しあって新
しい表面状態についての情報をもたらす．

1.2	 超低速ミュオンスピン回転緩和法
　スピン偏極ミュオンを物性研究に用いるミュオンスピ
ン回転緩和共鳴法（Muon spin Rotation, Relaxation and 

Resonance；μsR）と呼ばれ手法は40年ほど前にはじま

り，現在はカナダ（TRiUMF），スイス（Psi），英国
（RaL），日本（J-PaRC MUsE）の大型加速器実験施設
で実験が行われており，中性子散乱，核磁気共鳴と並び
物性研究の微視的測定手法として確立している1）．日本
はこの手法の確立に今まで大きな貢献をしてきた．今こ
のμsRが革命的な進化を遂げようとしている．エネル
ギー 0.2eVの高輝度超低速スピン偏極ミュオンを用いた
「超低速ミュオンスピン回転緩和法」2）がそれである．
　約5年前から運転がはじまった東海村の大強度陽子加
速器実験施設J-PaRCの中間子科学施設MUsEでは世界
最強度のミュオンビームを発生することができる．この
大強度ミュオンを用いて今までより7桁エネルギーの低
い0.2eVの高輝度正ミュオンを大量に発生するビームラ
インが建設され稼働を始めつつある．ひとつの大きな応
用がナノサイエンスの新手法として使えることである
（図3）．μsRはスピン偏極ミュオンを試料に打ち込み物
質中の磁場やその揺らぎを測定し物性を微視的に研究す
る手法であるが，超低速ミュオンを用いると深さ方向に
表面近傍1nmの領域からバルクの性質を示す深さ100─
200nm領域まで，特に表面近傍は深さ方向に1nmの空
間分解能で打ち込めるので，バルク領域から表面まで走
査してμsR実験を行うことができる．電子状態をバルク
から表面まで深さ方向に連続的に測定できる微視的プ
ローブは超低速ミュオンスピン回転緩和法以外に存在し
ない．一方，走査トンネル分光顕微鏡法は表面の電子状
態を面内方向0.1nm以上の空間分解能で測定することが
できる，二つを補完的に組み合わせると表面からバルク
へどのように電子状態が変わってゆくかについて新しい
観点からの研究展開が可能となる．また，正ミュオンμ+

は物質中では水素の同位体としてふるまうので，表面，
サブサーフェスの水素の挙動の情報を得ることができ
る．μsR法について日本語で書かれたものとして参考文

図１ 豊田理研実験室111に移設した極低温高磁場走査トンネル顕微鏡装置（LT, hM-sTM/sTs）．
 （ａ）	sTM制御回路等
 （ｂ） 除振台上の極低温sTM/sTs装置．このsTM/sTs装置は，4.2K，15T，50pm空間分解能を持つ．液体 3he温度0.45K，15TのsTM/

sTs装置と入れ換え可能である．

（ａ） （ｂ）

図２	（ａ）	sTM金属探針は圧電素子によってx, y, z方向nmスケー
ルで制御して動かせる．

 （ｂ）	試料表面から1nm程度の距離にsTM金属探針を置くと，
真空を障壁としてトンネル電流が原子長さスケールで局
所的に流れる．sTM探針を走査しながらトンネル電流を
測定すると原子長空間分解能で物質表面の電子状態を測
定できる．
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献1，超低速ミュオンについては参考文献2を参照され
たい．
　超低速ミュオンビームライン建設の状況は以下のとお
りである．KEK物質構造科学研究所のミュオン科学グ
ループ，原研の先端基礎研究センターのミュオングルー
プ，和光の理化学研究所のレーザーグループが協力し，
超低速ミュオンビームラインを建設中である．すでに
ビームラインは組みあがっておりビームチューニングの
段階に入っている．平成25年J-PaRCの放射能漏洩事故
のためにJ-PaRCが停止し，超低速ミュオンビームライ
ンの調整は遅れているが，平成26年2月末からJ-PaRC

が再開され，平成26年には実験を始めることができる
と期待している．超低速ミュオンを用いた研究は，科研
費新学術領域研究「超低速ミュオンが拓く物質・生命・
素粒子科学のフロンティア」（平成23─27年）に採択さ
れ，物質，生命，素粒子の広い研究分野の研究者が参加
して進められている．著者は，KEK物質構造科学研究
所のミュオン科学グループ，原研の先端基礎研究セン
ターのミュオングループ，東工大，NiMsの研究者と共
同して超低速ミュオンを用いた，表面，薄膜の物性研究
を進めている．
　本研究報告書では，磁場中銅酸化物高温超伝導体
Bi2sr2CaCu2Oxの渦糸状態を走査トンネル分光顕微鏡で
測定することにより明らかになったBi2sr2CaCu2Oxの電
子状態測定を解説し，超低速ミュオンスピン回転緩和法
での測定によりsTM/sTs測定の解釈を明瞭にできる可
能性について述べる．

２．走査トンネル分光法で見た高温超伝導体
Bi2Sr2CaCu2Oxの渦糸芯

　磁場中超伝導体の渦糸状態およびsTM/sTsによる超
伝導渦糸測定を簡単に述べ，その後でsTM/sTsによる

銅酸化物超伝導体Bi2sr2CaCu2Ox渦糸状態の精密測定結
果を説明する．通常のBCs理論で理解できる渦糸芯と
は異なる未解決の渦糸である．
2.1	 第２種超伝導体の量子渦糸，渦糸格子
　超伝導体には2種類あり，磁場が内部に侵入すると超
伝導が壊れてしまう第一種超伝導体と，ある範囲内では
磁場が超伝導体内部に侵入しても超伝導が壊れない第二
種超伝導体との二つである．第2種超伝導体は，大電流
を電気抵抗ゼロで流すことができ，高磁場超伝導磁石，
磁気浮上，低損失電力輸送等いろいろな応用がある．超
伝導合金，銅酸化物超伝導体，超伝導薄膜等大部分の超
伝導体は第二種超伝導体である．磁場は第二種超伝導体
に一様に侵入するのではなく，図5のように磁束の大き
さがh/2e（=2.07・・×10─15 Wb，h：プランク定数，e：
素電荷）の磁束量子を単位として侵入する．磁束の中心
部分は超伝導特性が落ち，その周りを超伝導渦電流が流
れている．磁力線は途切れることがないので渦電流が糸
のようにつらなり渦糸と呼ばれる．2本の渦糸間には渦
電流を通じて斥力が働き，渦糸は周期的な規則格子を形
成する．その形は超伝導秩序状態の特性，フェルミ面の
形状を反映して三角格子，ひし形，正方格子となり，結
晶格子にたいしてある決まった配向をもつ．また，温

図４	 J-PaRC MUsEの超低速ミュオンビームライン試料標的部
（2013年11月）

図５	 磁場中の第2種超伝導体．
 磁束は量子磁束h/2e単位で侵入する．

図３ 超低速ミュオンスピン回転緩和法の概念図．
 0.2eVで発生させたスピン偏極超低速ミュオンを加速して試

料位置まで搬送し，減速してエネルギーを調節してうちこみ
深さを変えて試料に打ち込む．表面近傍は深さ方向1nm空間
分解能でミュオンを止めることができる．20keVにするとバ
ルクの性質を示す100─200nmの深さに打ち込める．表面電子
状態を面内空間分解能50pmで測定できるsTM/sTsと組み合
わせることにより，新しい観点から表面の情報が得られる．



34 走査トンネル分光顕微鏡で見る高温超伝導体 Bi2sr2CaCu2Oxの奇妙な渦糸芯

度，磁場によって形が変化する．この情報から超伝導体
の特性を得ることができる．渦糸格子観測例を図6（a）に
示す．2Tの磁場中0.46Kの超伝導体YNi2B2Cの渦糸で
ある．正方格子が観測されている．超伝導体に欠陥が存
在すると渦糸格子は乱れた相をとる．図6（b）に高温超
伝導体Bi2sr2CaCu2Oxの15T, 4.2K下の渦糸状態をしめ
す．過剰酸素位置の統計的揺らぎによって超伝導が不均
一になっていることから渦糸が乱れた状態を取ってい
る．これらはsTs/sTM法により観測したものである．

2.2	 超伝導体の走査トンネル分光
　超伝導体は，電子が対を作って凝縮しており対を壊し
1粒子運動状態を作るには超伝導エネルギーギャップΔ
に相当するエネルギーが必要であり，フェルミエネル
ギー EF近辺の低エネルギー励起状態がなくなっている．
sTM/sTsでは，図7のようにsTM金属探針を試料表面
から1nmのオーダーに近づけ，試料から真空中にしみ出
ている電子の1粒子状態波動関数と金属探針の1粒子状
態波動関数とが重なるようにする．バイアス電圧Vをか
けると，真空をトンネル障壁として金属探針と試料間の
1電子のトンネル効果によりトンネル電流 Itが流れる．

電圧Vを変化させて I-Vを測定することにより試料中電
子のエネルギー分光（トンネル分光）を行うことができ
る．図8に試料が超伝導体のときの I-V特性と微分伝導
度dI/dVを模式的に示す．試料が超伝導体のとき低エネ
ルギーの1粒子運動がなくなっているのでバイアス電圧
VがΔ /e（Δ：超導エネルギーギャップ，e：素電荷）以
下ではトンネル電流は流れない．またdI/dVは試料の一
粒子状態蜜度に比例する．
　sTsによるトンネル分光のエネルギー分解能を示すた
めに，我々の開発した極低温sTs/sTMで測定したal

（Tc =1.2K）の0.19Kの極低温までのトンネル分光の結
果を示す（図9）．BCs理論の値のΔが観測され低エネ
ルギー 1粒子状態がないことがわかる．エネルギー分解
能は30μeVで，このオーダーの値が現時点のsTsで可
能なエネルギー分解能である．
2.3	 超伝導渦糸束縛状態とBogoliubov-de	Gennes方

程式
　超伝導体は，磁場中の渦糸芯，不純物等の欠陥近傍，
表面近傍においてその特性は空間的に変化する，この状
態を記述するにはBogoliubov-de Gennes方程式（BdG

方程式）が使われる．超伝導体中の1粒子励起状態
（Bogoliubov準粒子と呼ばれる）は電子とホールの重ね
あわせとして表せ，その振幅をui（r），ν i（r），（i：量子

図６	 sTM/sTsで測定した第二種超伝導体の渦糸．
 （ａ）	YNi2B2Cの正方渦糸格子（0.46K 2T）300nm×300nm の

領域に約80個の渦糸が観測されている．V=0における微
分伝導度dI/dV画像（内山和治，博士論文（東工大，2007）．

 （ｂ）	Bi2sr2CaCu2Oxの渦糸（15T，4.2K）．領域380nm×380nm
に電子状態の乱れにより規則格子を作らず乱れた状態の
渦糸が約1000個観測されている（菊地祐介，修士論文，
東工大（2004））． バイアス電圧15mVの定電圧sTM像
である．

図７　走査トンネル分光の原理

図８	 超伝導体および超伝導渦糸芯のトンネル分光
	 （ａ）	I-V特性．超伝導エネルギーギャップ内─Δ /e <V<Δ /eで

は電流が流れない．
	 （ｂ）	微分伝導度dI/dVは超伝導体の1粒子状態蜜度に比例す

る．破線は超伝導渦糸芯中心のトンネル分光．
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数）（∫dr［ |ui（r）|2 + |ν i（r）|2］ = 1）とし，U（r）を一電子に
対する不純物や欠陥を含む結晶ポテンシャル，Δ（r）を対
を作る対ポテンシャル，A（r）はベクトルポテンシャル，
iを1粒子状態の量子数としてBdG方程式は，

–［  12m
 ［p – eA（r）］2 + U（r）– EF］

 　　　　ui（r）+ Δ（r）ν i（r）= Eiui（r） （1）

–［  12m
 ［p – eA（r）］2 + U（r）– EF］

 　　　   ν i（r）+ Δ*（r）ui（r）= Eiν i（r） （1）

と書ける．Δ（r）は，超伝導ギャップ方程式で次のように
与えられる．gは電子間の引力の結合定数，f（Ei）はフェ
ルミ分配関数として

Δ（r）= g ∑i ui（r）ν i*（r）［1 – 2 f（Ei）］
  （．和はEi<ℏωd）　　（2）

超伝導電流密度 j（r）は準粒子の振幅ui（r），ν i（r）を用い
て，

 θℏ
j（r）= 2mi ∑i ［ f（Ei） ui *（r）［∇ –  

ie
ℏ A（r）］ui（r） 

 + ［1 –  f（Ei）］ν i［∇ –  
ie
ℏ A（r）］ν i*（r） – H.C. （3）

と記述され，電流密度 j（r）とベクトルポテンシャルA（r）
とは，マクスウェル方程式のアンンペールの式で関係づ
けられる．

 ∇×（∇×A（r））= j（r） （4）

これら4つの方程式を自己無撞着に解くことにより渦糸
芯の電子状態3，4），超伝導体中不純物近傍の電子状態等
が計算できる．
　走査トンネル分光は，超伝導体表面において金属探針
をnmオーダーで制御して走査し，各点で I-V特性や微
分伝導度dI/dV（r,V）を測定する．極低温環境では
0.05nmでsTM探針位置を制御できるのでdI/dV（r,V）を
高い空間分解能で測定できる．sTsで測定する微分伝導
度は

  
dI
dV （r,V）∝∑i［|ui（r）|2 f '（Ei – eV） 

    + |ν i（r）|2 f '（Ei + eV）］ （5）

と書ける．f '（Ei ± eV）はフェルミ関数の微分であり絶
対零度では–δ（Ei – eV）となり，eV > EFのときエネル
ギー eVにおける電子の1粒子局所状態蜜度∑i［|ui（r）|2 

（Ei = eV），eV < EFのときはホールの1粒子局所状態密
度∑i［|ν i（r）|2（Ei = eV）を測定することになる．
　超伝導渦糸芯では超伝導特性が落ちて，図10に示す
ように低エネルギーの1粒子励起状態が，超伝導コヒー
レンス長ξ程度の大きさの渦糸芯に閉じ込められて束縛
状態を作っている．渦糸に平行な方向には自由に運動で
きるが，垂直な方向には準位間隔Δ 2/EF（Δ：超伝導
ギャップ，EF：フェルミエネルギー）のオーダーの離散
的エネルギー準位をもつ．この状態は50年も前から理
論で存在が示されていたが3），測定する方法はなかった．
25年ほど前に超伝導体2h-Nbse2渦糸芯束縛状態が走査
トンネル分光顕微鏡法（scanning tunneling spec tro scopy 

and microscopy：sTM/sTs）によって測定され5），sTM

による超伝導研究が始まった．渦糸芯の低エネルギー励
起状態が磁場中の超伝導体の性質を決めるので，渦糸芯
電子状態の研究は重要であり，また渦糸芯束縛状態を調
べることが超伝導発現機構を解明する鍵を与えることに
なる．渦糸芯束縛状態が測定されている超伝導体は原子
が観測可能な清浄表面を準備するのが難しく観測例は多
くないが，渦糸芯電子状態の測定実験データーが存在 

し5，6，8，9，10，11），その説明は理論家の挑戦の対象になって
いる．

図９	 超伝導alの1粒子状態密度．sTs測定，エネ
ルギー分解能は30 μeVである．（金子真一氏
測定，東工大）

図10　超伝導渦糸束縛状態の概念図
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　超伝導体YNi2B2Cの渦糸芯状態の我々のsTs実験結
果を示す．図11は電子，ホールの1粒子状態密度をエネ
ルギー別にプロットして渦糸芯を画像化したものであ
る．渦糸芯束縛状態はエネルギーが大きくなるほどその
角運動量が大きくなるので中心から遠くに準粒子は滞在
するようになる．±2.2meV近辺にあらわれる4つの
ピークはこの超伝導体にノードがあることを示してい
る．図12は渦糸芯内の局所状態密度を中心から［110］方
向に0.11nm空間分解能で測定した実験結果である7）．渦
糸芯束縛状態の離散的準位が観測されている．これらの
実験結果 6，7）はバンド理論計算から現実的なフェルミ面
を考えた理論計算7，12）で実験データーはある程度再現さ
れている．
　このようにBCs理論で説明できる超伝導体はバンド
構造の理論計算を用いて解釈できる4，7，12）と考えられる．

しかし，銅酸化物超伝導体の渦糸芯は，次に我々の実験
データーを示すが，d波BCs超伝導体の理論では説明で
きず，また銅酸化物高温超伝導体のとの理論も説明に成
功していない未解決の問題として残っている．
2.4	 走査トンネル分光で観測されるBi2Sr2CaCu2Ox

の奇妙な渦糸芯13，14）

　Bi2sr2CaCu2Oxの15T, 4.2Kで測定した渦糸を図13（a），
（b）に示す．単結晶Bi2sr2CaCu2Oxを極低温4.2Kにおい
て劈開することによって原子が観測可能な清浄Bi-O面
を準備する．50nm×50nm領域の256×256点をV= 

9mVにおける微分伝導度dI/dV（r,V=9mV）を測定して
画像化したものである．渦糸芯は大きさ5─6nmの領域
で白くなっているところである．渦糸は規則格子をつく
らず，乱れた配置にあることがわかる．また，渦糸芯に
は格子縞模様が観測される．図11に示したBCs超伝導
体とは全く異なったものである .（b）にはこの2次元
フーリエ変換を示す．
　~1

4 （±（2π─a0），0），~1
4（0，±（2π─a0））にピークが観測され

る．すなわち渦糸芯近傍に約4a周期の空間的変調が存
在する．フーリエ変換の結果から2次元的な電荷の変調
が存在すると解釈された .　渦糸芯近傍では超伝導が弱
められるので競合する他の秩序状態が出現する可能性が
あり，反強磁性やスピン密度波等の磁気的な渦糸芯状態
が提案された15）．しかし，Bi2sr2CaCu2Oxの電子状態は
2─3nmのスケールで乱れたものであることがsTs/sTM

で知られている 16,17,18)．我々の最適ドープの高温超伝導
体Bi2sr2CaCu2Ox試料をsTs測定してみると，超伝導
ギャップΔの大きさは2─3nmスケールで20─55meVと3

倍近く空間変化する乱れたものである．フーリエ変換等
を行うと全体を平均することになり，見落とす事項があ
るはずである．渦糸芯の大きさが5─6nmであることを

図11	YNi2B2Cの渦糸芯．
 電子，ホールの1粒子局所状態密度が微分伝導度dI/dV（r,V）

のプロットにより示されている．西森独志　博士論文（2005,
東工大）

図12 超伝導体YNi2B2Cの渦糸芯の1粒子局所状態密度7）．
 （ａ）	sTsで渦糸中心から0.1nm間隔で［110］方向に測定した

dI/dV（r,V）．
	 （ｂ）	Bogoliubov-de Gennes方程式による計算値 7）．
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考えると，個々の渦糸芯を一つずつ高空間分解能で実空
間観測する実験が必須である．個々の渦糸芯を高精度で
測定した我々の結果について述べる．
　図14に渦糸芯を0.094nm空間分解能で測定したsTs

実験結果を示す．12nm×12nmの領域で128×128点の
I-V特性を取り数値微分で微分伝導dI/dV（r,V）を求め，
いくつかのエネルギー eVについて渦糸芯を画像化した
ものである．渦糸芯電子状態は，幅4a0の数本の縞構造
であることを見つけた．二つの等価なCu-O結合方向の
うち一方向に伸びている．渦糸によってどちらかの
Cu-O方向が選ばれる．二つの方向が混ざった渦糸芯も
存在する（図17）．縞内部には縞方向に格子と非整合の
約4a0周期の変調が観測された．この周期的変調は，電
子（eV>EF）とホール（eV>EF）とで逆位相になって
いる図14（h）（i）．エネルギーが大きいほど縞は中心から
外部に移動する．この渦糸芯をさらに詳しく測定するた
めに，縞の内部を0.047nm間隔で微分伝導度を測定した
結果が図15である．渦糸芯状態は，エネルギーギャッ
プ内にEFに関して対称な位置に電子とホールのピーク
として観測され，それは互いに逆位相で空間変調してい
る．図15（c）のα , βの縞で顕著である．この空間変調す
る渦糸芯状態はΔの2─3nmスケールの不均一の影響を

受けないで縞の伸びる方向4─6nmの領域に広がってい
る．
　次にこの渦糸芯状態が何に由来するかを調べるため
に，渦糸が存在するときと存在しないときとのトンネル
スペクトルを同一場所で比較した．4.2Kで磁場を14.5T

から6Tまで変化させ，超伝導体を非平衡状態にして渦
糸がクリープする状態をつくり，トンネル分光測定を
行った．我々のsTM装置は極低温下非常に安定でxyド
リフトが1日あたり0.1nm程度であることから可能に
なった測定である．渦糸芯内部のある点でdI/dVを連続

図13　4.2K，15TのBi2sr2CaCu2Oxの渦糸芯 13）．
 （ａ）	dI/dV（r,V=9mV）が画像化されている．
	 （ｂ）	図（ａ）の2次元フーリエ変換．Cu-O結合方向に

波数～1
4（2─πa0）の空間変調がある．

図14 渦糸芯のsTs微分伝導度dI/dR（r,V）の画像 14）．
 12nm×12nm領域，94pm空間解像度で測定．一つのCu-O

結合方向に幅4a0の縞が伸びる構造をしている．エネルギー
が高くなると縞は外側の位置を取る．各縞の中に格子と不整
合な周期の空間変調が4─6nmの長さで存在し，電子とホー
ルでは変調は逆位相である．右上図は縞α , βの電子，ホール
の空間変調が逆位相であることが示されている．
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して測定するとスペクトルは二つに分類された（図16）．
これは渦糸が存在するときと存在しないときのトンネル
スペクトルと解釈でき，渦糸は別の位置に飛んだあと原
子長精度で同じ位置に戻ってくることを意味している．
Δが30meV，37meV，49meVの値を持つ3点a，B，Cで測
定を行った．結果を図16に示す．渦糸が存在するとeV 

= ± Δのピーク高さが減少し，エネルギーギャップ内に
EFに関して対称な位置に電子，ホール状態のピークがで
きている．図14に示したように，ギャップ内のこの状
態は電子とホールとで逆位相で空間変調している．BCs

超伝導体の渦糸束縛状態についてのBdG方程式の解は，
電子，ホールでEFに関して対称な位置に状態があり，
逆位相で空間変調することが示されている 3）．このこと
から考えるとエネルギーギャップ内にピークを作ってい
る渦糸芯状態はBogoliubov-de Gennes方程式で記述さ

れる準粒子と結論づけられる．E=Δは超伝導ギャップ
の成分があることを意味し，試料内でその大きさは20─
55meVと分布していることになる．通常のBCs超伝導
体で渦糸芯ではE=Δの状態はなくなりエネルギーギ
ヤップは準粒子状態で満たされる．銅酸化物超伝導体
Bi2sr2CaCu2Oxの場合にはE=Δのピークは明らかに残っ
ている（図16（a））．
　E=Δの状態についてさらに考察してみる．dI/dVのス
ペクトルでE=± Δの電子状態，ホール状態のピークの高
さの比は系統的に変化する．図16（a）に見られるように
dI/dVの値はΔが小さいときE=─Δのピーク値はE=+Δ
のピーク値より大きいが，Δが大きくなるとこの関係は
逆転する．調べてみるとE=± Δにおける微分伝導度dI/
dVの比はΔに対して系統的な変化を示している．

（dI/dV（r,E=+Δ（r）））／
　　　　　　　（dI/dV（r,E=─Δ（r）））=R（r） （6）

としてR（r）を考察する．
　図17（a）─（c）に，図14の渦糸芯とは別の渦糸芯の実
験結果を示す．この渦糸では二つのCu-O結合方向の縞
の向きが混在している．この渦糸について（6）式のE=  
±Δにおける微分伝導度dI/dVの比R（r）を示したのが図
17（d）である．濃淡に示される2─3nmの空間変化と原子
間隔a0のオーダーの空間変化が存在することがわかる．
2次元フーリエ変換の図を図17（e）に示すがこれを利用
して，逆フーリエ変換で空間的にゆっくりした変化（図
17（f））と原子間隔のスケールの速い空間変化（図17

（g））を分離することができる．2種類の乱れが見出され
た．図17（f）は，2─3nmスケールのΔ（r）の空間的な不均
一（図17（b））と同じパターンを示している．これはR

図15	 渦糸芯の縞に平行に0.047nm空間分解能で測定した微分伝導度dI/dV（r,V）と超伝導ギャップ内に存在する渦糸状態のピーク位置とΔの
大きさが示されている 14）．

図16	 Bi2sr2CaCu2Oxの非平衡渦糸状態sTs測定 14）．
 磁場を4.2Kにおいて14.5Tから6Tに変化させた後のトンネ

ル分光．同一場所で渦糸存在，不在の時のdI/dVが測定可能
となった．
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（r）の大きさがΔにたいして系統的変化を示すことから
くるものである．図17（g）の原子間隔a0のオーダーの空
間変化はCu-O結合方向に1次元的なつながりがあり，R
（r）は酸素位置が大きい値を示し，図のような迷路模様
を示す．何らかの短距離秩序が存在することが示されて
いる．この迷路模様は渦糸芯の外部にも続いて存在して
いるので，渦糸の存在とは関係なく試料全体に存在する
ものである．図17（g）と図17（c）のV=8mVで示した渦
糸芯の縞構造を見比べると，図17（a），（g）の矢印でしめ
すように，渦糸芯状態の縞が二つの等価なCu-O結合方
向のどちらをとるかは，その場所の1次元的な迷路模様
の向きと一致している．

３．ま　　と　　め
　これらのことから，sTs/sTMでみた銅酸化物超伝導
体Bi2sr2CaCu2Oxの超伝導について次の描像が描ける．
少し過剰ドープBi2sr2CaCu2Ox（Tc =86K）の超伝導は，

超伝導エネルギーギャップΔの大きさが20─55meV，サ
イズが2─3nmの超伝導体がモザイク状に集まったもの
で，低温でこれらは位相がそろい超伝導となる．超伝導
と共存して二つのCu-O結合方向の等価性を局所的に破
る短距離秩序が存在する．この短距離秩序は超伝導
ギャップΔと同じ大きさのエネルギーギャップをもつも
のである．渦糸芯束縛状態はCu-O結合方向にのびた幅
4a0の数本の縞からなり，縞の中にBogoliubov準粒子が
閉じ込められている．縞の方向は，その場所の短距離秩
序が決めるCu-Oの結合方向になる．
　渦糸芯の内外を問わず試料全面で観測されるCu-O結
合方向の等価性を破る短距離秩序と超伝導とは密接な関
係があると考えられる，この性質をあきらかにすること
は重要であると考える．超低速ミュオンスピン回転緩和
法は表面近傍深さ方向に1nmの領域を選別してその磁
性を調べることができるのでsTsで観測されている短距
離秩序が磁気的であればその解明に役立つと考えられ
る．またこの性質がバルクのものであるか否か明らかに
できる．
　本実験研究の一部は，科研費19340096，2318004の
支援を受けている．
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