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Development of pump-probe spectroscopy under high pressure for understanding of pseudogap
phenomena in high temperature superconductors

Satoshi Tsuchiya＊
To perform femtosecond pump-probe spectroscopy under high pressure and low temperature for research
of pseudogap phenomena in organic superconductors, we constructed the piston cylinder type pressure cell
with an optical fiber bundle. Maximum pressure was achieved to 0.6 GPa, which is sufficient for
investigation in organic superconductors. The time-resolved measurements with the fiber have revealed that
broadening of pulse due to fiber dispersion was very small, indicating that it had little influence on time
resolution. Finally, we have successfully demonstrated in the pump-probe measurement for the organic
superconductor κ-(ET)2Cu(NCS)2 under hydrostatic pressure P = 0.13 GPa at T = 43 K.

１．研究背景
１．研究背景
フェムト秒光パルスを用いたポンプ-プローブ時間分解分光は、物質中で起こる光誘起相転移や緩和現象を高い時間分
解能で観測し、その非平衡ダイナミクスに迫ることができる。特に応用上極めて大きな進展をもたらすことが期待される
銅酸化物高温超伝導体では多くの研究が行われ、超伝導や超伝導転移温度よりもはるかに高温から現れる、特徴的なギャ
ップ構造を持つ状態（擬ギャップ）の起源、両者の関係性などが調べられ、キャリアードーピング依存性の観点から系統
的に調査されている(1,2)。一方で銅酸化物と似た構造を持つ高温超伝導体である有機化合物におけるポンプ-プローブ分
光測定の系統的調査はほとんど行われていない。その理由として有機超伝導体はキャリアードーピングができず、圧力に
よって物性を制御するため、圧力下での測定装置を必要とすることが挙げられる。もし有機超伝導体で圧力可変の系統的
測定が可能になれば、キャリア密度を変化させることなく電子相関を制御できるため、これまで銅酸化物では議論するこ
とができなかった擬ギャップ、超伝導現象を電子相関の観点から詳細に調べることができる。そこで本研究では、有機超
伝導体での系統的調査を可能にするため、極低温、高圧下ポンプ-プローブ分光測定装置を開発する。

２．実験方法
圧力下での光学測定を実現する装置としてダイヤモンドアンビルセルが挙
げられる。これは高圧発生のためのダイヤモンドが光学的に透明だからであ
る。しかしこの装置はダイヤモンドを使用するため高価であり、試料空間も
非常に小さく、取扱いが難しいという問題点がある。本研究では圧力下での
電気抵抗測定などに幅広く用いられているピストンシリンダー型圧力セル
(3)をベースに、光学窓として光ファイバーバンドルを組み込んで装置を開発
する(図 1)。
ピストンシリンダー型セルは安価で試料空間も広く採れるため、
取扱いが容易であり、将来的に時間分解分光に限らず他の光学測定にも広く
使用されることが期待できる。開発においては以下４つの項目を評価した。
①

圧力特性

②

温度特性

③

光ファイバーバンドルを用いた時間分解分光

④

多重環境下での時間分解分光
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図１．ピストンシリンダー型圧力セルの概念図.

120

高温超伝導体における擬ギャップ現象解明を目指した圧力下ポンプ─プローブ分光法の開発

３．結果と考察
①

圧力特性

本研究では光ファイバーとプラグをスタイキャストで固定し、試料とルビ
ーはファイバー端面に設置する（図 1）。圧力決定にルビー蛍光法を用いた。
図 2(a)にルビーの蛍光スペクトルを示す。二つの蛍光ピークは圧力を印加す
ると長波長側へシフトしていることがわかる。そのシフト量から換算した圧
力と加えた荷重をプロットすると線型に圧力が印加されていることがわかる
（図 2(b)）
。また最高圧力は 0.6 GPa に到達しており、有機超伝導体に対し
て圧力効果を観測するのに十分な圧力（0.2 GPa 程度）が得られていること
がわかった。
②

温度特性
温度特性
圧力セルを有機超伝導体の転移温度 10 K 以下の極低温にまで冷却するた

めに、治具を介してクライオスタットへと装着し冷却テストを行った。今回
使用したクライオスタットは原理的には 4 K 程度まで冷却することができる。
測定の結果、圧力セルの最低到達温度は 37 K であることがわかった。4 K ま
で冷却できなかった原因については別の評価実験を行い、作製した冶具とクラ

図 ２．(a) ルビー蛍光スペクトル. (b) ル

イオスタットの熱交換器の接触が良くなかったこと、外側を取り囲むシュラウ

ビー蛍光シフトから計算された圧力特性.

ドに取り付けた光学窓からの放射熱の影響が大きいことを明らかにしている。
③

光ファイバーバンドルを用いた時間分解分光

本研究ではフェムト秒光パルスを使った測定をするため、光ファイバー
中では分散によってパルスが広がってしまうことが懸念される。その影響
を調べるために、常温常圧においてファイバーを使用した場合としない場
合でのポンプ-プローブ分光測定を行い、信号光を評価した。測定は代表
的な有機超伝導体であるκ-(ET)2Cu(NCS)2 に対して、中心波長 400nm のポン
プ光、800nm のプローブ光を用いて、過渡反射率変化を観測した。図 3 に
示すように、ファイバー有りの場合ではファイバー無しに対して少し遅延
があることがわかった。これは群速度分散によるパルスの広がりによるも
のと考えられるが、緩和時間に対して十分小さいことから、測定にはほぼ
影響なく正確な時間発展が観測できると結論付けた。
④

多重環境下での時間分解分光
多重環境下での時間分解分光

図 3.κ-(ET)2Cu(NCS)2 における常温常圧での過渡反
射率変化.

最後に高圧下極低温の多重環境条件(P = 0.13 GPa, T = 43 K)での測定を行った。図 4 に示すように、常圧の場合と
同様な過渡反射率変化の時間発展を観測することに成功した。またプローブ光の偏光特性も常圧測定の場合と同様に測定
することができることも確認した。

４．まとめ
本研究では、有機超伝導体での擬ギャップ、超伝導現象の解明を目指し、
ピストンシリンダー型圧力セルと光ファイバーバンドルを用いて極低温、
高圧下でのポンプ-プローブ分光装置を開発した。①-④の項目を評価し、
有機超伝導体に対して多重環境下において、光パルスを用いた時間分解分
光に世界で初めて成功した。今後は最高圧力を 1 GPa、最低温度を 4 K ま
で到達するように現在明らかになっている問題点を改善し、有機超伝導体
における物性現象を明らかにしていく。
図 4.κ-(ET)2Cu(NCS)2 における 43 K,0.13 GPa で
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の過渡反射率変化.

