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STM observation of edge-dislocations in the vortex lattice of  
type-II superconductor YNi2B2C and H-T phase diagram
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 The square vortex lattice of clean type-ii superconductor YNi2B2C has been studied at 0.46 K in 
magnetic fields up to 6 T by scanning tunneling microscopy and spectroscopy. single edge-dislocations 
have been observed in magnetic fields from about 1 T to 4 T, where it is below the peak effect region and 
the pinning force is very weak. small angle grain boundaries due to the orientation of single-edge-
dislocations has also been observed. The vortex state in magnetic fields below the peak effect region has 
been found to be single-dislocation and small angle boundary glass state.

１．はじめに─渦糸物質
　磁場中の超伝導体では，磁場が小さいとき（H<Hc1

（T）），磁場は内部に入らないが（B=0，マイスナー状
態），さらに磁場を増大させると（Hc1（T）<H<Hc2（T））
磁場は超伝導体に一様に入るのではなく，超伝導体にお
ける最少の大きさの磁束h/2e（=2.07×10–15 T · m2）に
量子化されて侵入する．この量子磁束の中心は2ξの領
域にわたり超伝導が抑制され，周り2λの領域を超伝導
渦電流が流れる構造となっている．磁場は途切れること
がないので渦電流は糸状につらなっていて渦糸（vortex 

line）と呼ばれる．渦糸間に斥力がはたらき渦糸は規則
格子を作る．この状態を渦糸状態（the vortex state）また
は混合状態（the mixed state）とよぶ．abrikosovによっ
て1957年Hc2（T）近傍で理論的に予言された1）ものであ
る．量子渦糸格子は強磁性微粒子を磁場中超伝導体表面
に付着させるビッター法（磁気装飾法）でPbin，Nbで
1964年はじめて実験で観測された2）．渦糸規則格子の形
状は，結晶の対称性を反映したフェルミ面の対称性，お
よび超伝導の特性によって，結晶軸に対してある配向を
もつ三角格子，菱型格子，正方格子の形状をとる．逆に
渦糸格子形状を調べることによって超伝導の性質につい
ての知見が得られることになる．
　BCs理論で超伝導の微視的説明がなされた後，Caroli，
de Gennes，Matriconは渦糸芯にはクーパー対がこわれ
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てできた準粒子がアンドレーフ反射という超伝導特有の
反射によって対ポテンシャルに閉じ込められた渦糸芯束
縛状態があることをを微視的構造を計算することによっ
て指摘し3），磁場に垂直な面内の運動は離散的エネル
ギー順位をもち軌道角運動量の量子数で分類される状態
であることを示した．渦糸芯準粒子束縛状態は実験で観
測できるとは考えられていなかったが，1989年hessら
が走査トンネル分光顕微鏡（scanning Tunneling Micro-

scopy and spectroscopy sTM/sTs）を用いて2h-Nbse2

超伝導渦糸格子および渦糸芯准粒子束縛状態の測定に成
功した4）．sTM/sTsにより他の手法では得られない超
伝導に関する知見が得られることが示された．現在では
超伝導研究の有力な研究手法の地位を確立している5,6）．
磁場中超伝導体では，渦糸にそった円柱状部分に準粒子
が束縛され，それが規則格子を作るので，原子・分子結
晶に似ている．長さスケールは異なるが，渦糸固体相，
渦糸液体相，渦糸ガラス相をとり，また，渦糸格子の格
子定数は磁場によって大きく変化させることができるの
で，渦糸物質とよばれる興味ある系となっている7）．
　超伝導体の磁場─温度（h-T）相図を図1に示す．平均
場近似による相図は図1（a）のようになり，超伝導相の
なかに，磁場の増大に従い，マイスナー相，渦糸規則格
子相があり，第2臨界磁場Hc2（T）において超伝導状態，
常伝導状態が接する．通常の低温超伝導体は揺らぎが無
視でき，この相図でほぼ説明できる．高温超伝導体のよ
うにTcが高くまた2次元的性質が強くなると揺らぎの効
果が顕著になる．揺らぎの効果を考えると，渦糸規則格
子相は渦糸液体相を経て常伝導相に接する図1（b）のよ
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うなh-T相図となる．量子磁束が入り始めるHc1（T）近辺
は渦糸密度が小さく液体（気体）状態と考えられる．銅
酸化物超伝導体が発見され，Tcが高く，2次元的性質を
もつので揺らぎが大きく，揺らぎの超伝導への影響が再
認識された．
　現実の金属結晶には不純物，転位等の格子欠陥，粒界
等の乱れが必ず存在し，超伝導特性がまわりより悪くな
り不均一となる．渦糸の中心部分（渦糸芯）は超伝導特
性がおちているので，渦糸は超伝導特性の悪い場所に存

在した方がエネルギー的に有利である．これをピン止め
という．超伝導体に乱れが存在すると渦糸状態はどのよ
うな変容を受け，超伝導体の動的・静的性質がどのよう
に変わるかは，理論上，応用上重要な問題である．磁場
下の超伝導体に電流を流すと渦糸はローレンツ力を受け
る．渦糸が運動するとエネルギー散逸があり電気抵抗ゼ
ロで超伝導電流を流すことができない．また，超伝導体
中に磁場勾配があると電流が流れるので渦糸に力がはた
らき，ピン止めなしでは磁気浮上現象も起こせない．渦
糸をピン止め効果で動けなくすることが超伝導体を使う
上で必須である．理論面では，渦糸ピン止めの問題は周
期性をもつ弾性体が乱れたポテンシャルでどのように変
容するかという，さまざまな系にあらわれる統計力学の
非自明の問題である．図1（c）に乱れのある場合に提案さ
れているh-T相図を示す．マイスナー相から磁場をあげ
てゆくと，転位は存在せずトポロジカル秩序をもち擬併
進対称をもつBragg glass相というガラス状態からトポ
ロジカル欠陥である転位の存在する渦糸グラスに変化
し，渦糸液体相を経て常伝導相となると理論8,9）で提案さ
れている．乱れのある渦糸状態は，銅酸化物超伝導体研
究で主に磁化測定や電気伝導測定等のバルク測定10）に
よって調べられた．様々な手段を用いて研究されBragg 

glass相の存在は確認されていると考えられるが，いろ
いろな現実の系と比較しての完全な理解にはまだいたっ
ていない．
　超伝導渦糸状態の微視的研究手法としては中性子小角
散乱，核磁気共鳴（NMR），ミュオンスピン回転法（μ+ sR）
がある．これらは，試料全体の平均値を測定する手法で
ある．渦糸状態を実空間で可視化する方法は，前に述べ
た磁気装飾法が古くから使われてきたが，近年，ローレ
ンツ電子顕微鏡法，走査ホールプローブ法，光磁気効
果，走査sQUid，走査トンネル分光顕微鏡法（sTM/

sTs）等が開発された．電子顕微鏡，走査sQUid，磁
気装飾法の適用磁場は，10–2 T程度以下である，また他
の方法も磁束侵入長λで変化する空間的磁場変化を測定
するので高い磁場では感度が落ちる．sTM/sTsは，超
伝導準粒子状態密度を測定するので空間変化のスケール
は超伝導コヒーレント長ξであり，20 Tの高磁場まで使
うことができる．また，ひとつの渦糸単位からの測定で
あり，渦糸状態を直接目で見える形で理解することがで
きる11,12,13,14,15,16）．最近，多量の不純物ドープ 15），大量中
性子照射16）によって超伝導体に大きな乱れを導入した超
伝導試料でsTM/sTsによって渦糸可視化をおこない
Bragg Glass，渦糸グラス，渦糸融解を調べる実験が行わ
れはじめた．我々は，きれいな超伝導体YNi2B2Cを用い
てその渦糸状態をsTM/sTsで実空間測定してその状態
を調べてきた．乱れがいかに小さくともみだれの効果は
h-T相図にあらわれるはずである．超伝導状態で磁場を

図１　第2種超伝導体のh-T相図
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ゆっくり変化させ，高速走査sTMで時間的変化を追い，
バルク磁化過程をひとつの渦糸スケールで可視化する実
験について述べる．

２．第２種超伝導体YNi2B2Cの渦糸格子の可視化
2.1	 第２種超伝導体YNi2B2Cの性質
　我々が実験に使用し単結晶YNi2B2Cについて説明し
ておく．YNi2B2Cの結晶構造は図2（a）に示すように正
方晶である．超伝導転移温度は15.6 K，第2臨界磁場
Hc2は8.5 T，磁束侵入長λは110 nm，超伝導コヒーレン
ス長ξは7 nmである．また，電子の平均自由行程 leは，
電気伝度測定から32 nmと求められる．電子の平均自由
行程は，超伝導のコヒーレント長に比べ十分長く，きれ
いな超伝導体に分類されるものである．走査トンネル分
光顕微鏡（sTM/sTs）測定を行うときこの純良な単結
晶を4.2 K，sTM試料台上で「その場」劈開し原子像が
観測できる清浄なc─面を準備する．劈開面のsTM測定
で得られた原子像を図2（b）に示す．この劈開面はY-C

面であろうと推測している．渦格子測定は常にこのよう
な原子像が観測される面上で行われた．この試料は大変
きれいで，渦糸芯の準粒子束縛状態の離散的な順位の存
在をsTs測定で確認している17,18）．豊田研究報告No.67　
p.36も参照してください．

　図3に，超伝導YNi2B2Cの磁化曲線を示す．反磁性で
あり履歴が観測されるが，1 Tから5 T近辺の磁場範囲で
ほとんど履歴のない磁化曲線が得られている．また，
5 T以上にピーク効果と呼ばれる領域が観測される．欠
陥が多い試料ではこのピーク領域はHc2の1/2以下の領
域まで広がる．磁場を上げるときと下げるときとの磁化
の差ΔMが，試料内部の磁化の一様な空間変化と考える
とビーンモデルを仮定しておおよそのピニング力を見積

もることができる．この試料のピニング力（fp）を図4

に示す．ピニング力は，0.1 Tまで磁場に比例して増大し
てゆく．個々の渦糸がピンされていると考えられる．
0.1Tから減少に転じ，1 Tから2 Tにかけてピニング力が
急激に減少し2ケタ近く小さな値となり，4–5 Tから再
び増大しピークを持って減少，常伝導状態となる．Hc2

近辺のピニング力の増大は，渦糸格子のソフト化に伴
い，個々の渦糸がピン止め位置を占めやすくなることに
よって起こるピーク効果と呼ばれる現象である．本報告
は，1–4 Tの領域の磁化過程を可視化し，渦糸状態にい
かなることが起こっているかを調べた報告である．

2.2	 走査トンネル分光法による渦糸の測定
　2.2.1	 低バイアス走査トンネル分光
　sTM/sTsによる渦糸測定について簡単に説明する．
図5に，走査トンネル分光法（sTs：scanning Tunnel ing 

spectroscopy）で測定した，渦糸芯を示す．ゼロバイア
ス電圧における微分伝導度空間依存性dI/dV（Vbias = 0, r）

図２ （ａ）	YNi2B2Cの結晶構造．
 （ｂ）	4.2Kで劈開して準備したc面のsTM原子像．
  （Vbias = 10 mV, It = 50 pa）
 濃淡のコントラストの原因はまだよくわかっていない．

図３ 2KにおけるYNi2B2Cの磁化曲線．
 1–5 Tの磁場領域ではほとんど履歴のない磁場依存性が観測さ

れている．6 T以上でピーク効果と呼ばれるピニングによる効
果が観測されている．

図４ YNi2B2Cにおけるピニング力の磁場依存性．
 （内山和治，東工大，2009）
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がプロットされている．YNi2B2Cでは渦糸芯は4回転対
称で結晶のa軸方向にのびた形状をしている．超伝導の
異方性を示すものである．
　次に渦糸をsTMによって可視化する方法について説
明する．渦糸芯の中心およびその外部の微分伝導度dI/dV

を図6に示す．微分伝導度は，その点における準粒子局
所状態蜜度に比例するものである．sTM測定を行うと
き，トンネル電流を測定するバイアス電圧VbiasをΔ/e

（超伝導エネルギーギャップ：Δ）より小さくして，sTM

探針を走査する．流れるトンネル電流は微分伝導度を0

からVbiasまで積分した値に比例するので，トンネル電流
を一定になるようにフィードバックをかけて探針を走査
すると（定電流モード），渦糸芯の上では探針は表面か
ら遠ざかり，渦糸芯の外では近づく，探針と表面との距
離を調整するZ─ピエゾ素子にかける電圧VZの位置依存
性を測定すれば，渦糸が画像として得られる．YNi2B2C

の場合はΔ = 3 meVであるので，Vbiasを1 mVに設定し
て，sTM測定を行う．

　2.2.2	 渦糸格子動画の測定
　超伝導状態YNi2B2Cの外部磁場をゆっくり変化させ，
図7に示すように，低バイアス定電流モードで可能な限
り探針を高速走査し渦糸格子を連続的に画像化する．
我々の極低温高磁場sTM/sTsでは300–400 nm×300–

400 nmの領域を10–15秒程度で走査することが可能で
ある．画像の渦糸位置の座標を求めて渦糸格子や渦糸の
運動を定量的に解析することができる．

３．超伝導YNi2B2C渦糸格子の刃状
３．転位と磁場─温度相図

3.1	 超伝導YNi2B2C渦糸格子の磁場依存性
　YNi2B2C渦糸格子の磁場変化を図8に示す．超伝導渦
糸格子の形状，結晶軸に対する配向は結晶の対称性を反
映したフェルミ面の形状，超伝導波動関数の対称性に
よって決まる．YNi2B2C渦糸格子の形状の磁場依存性
は，sTM測定で，磁場をa軸にかけた場合を含めて調べ
られている19）．低い磁場においては菱型でその長軸の方
向は磁場の増大とともに［110］方向から［100］方向に変
化し，0.1 T以上の磁場で正方格子となる．対角線が
［100］方向であるので，正方格子の辺は［110］方向であ
る．渦糸間の相互作用が等方的であれば渦糸格子は最密
充填の三角格子となるのであるが，超伝導の異方的性質
により正方格子となっている．磁場をさらに上げると
1 T近辺から，正方格子の辺は［110］方向から約5°ずれ
る．図8の磁場2 Tの渦糸格子の図に結晶格子からのず
れを見ることができる．このことは後で説明するが刃状
転位と関連して理解できる．
3.2	 YNi2B2C渦糸格子の刃状転位測定
　結晶には必ずなんらの欠陥が存在しピン止め中心とな
る．渦糸格子の状態を決めるのに，三つのエネルギース
ケールが存在する．（1）渦糸間の相互作用は，秩序格子
を形成するようにはたらき，（2）渦糸とピン止めとの間
の相互作用，（3）温度による揺らぎは，渦糸格子に乱れ
をもたらす．これらの競合で渦糸状態が決まる．ピニン
グ力が小さくなる1–4 Tの領域の磁束格子をsTMで可視
化しどのようなことが起こっているかを測定した．極低
温0.46 Kにおいて実験することにより，温度による揺ら

図５　YNi2B2Cの渦糸芯．dI/dV（Vbias = 0, r）

図６　sTMによる超伝導渦糸可視化の原理．

図７　渦糸格子の運動の可視化．
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程度でゆっくりと変化させて，図10に示すように，約 

1 mm×1 mm角の単結晶試料の中心部近辺400 nm×
400 nmの領域を低バイアス，高速走査sTMで観測し続
ける．外部磁場変化により試料へ磁束が出入りし，
sTM測定場所に次々と渦糸が現れてくる．そのときの
渦糸の運動が測定される．磁化測定の可視化である．
　YNi2B2C渦糸の運動には，刃状転位が重要なはたらき
をすることがわかっている．渦糸格子刃状転位のすべり
面を境界として渦糸格子は約100個の渦糸を含む長方形
の領域に分割される．それが渦糸束となって刃状転位す
べり面で滑りながら渦糸全体が運動するという描像が得
られている14）．平均の渦糸の速さは，0.1 nm/sのオーダー
である．1–4 Tにおいてピニング力が小さくなっている
原因が刃状転位の発生によることの直接的証明である．
　詳細は別に発表するが，ピニング力が小さい1–4 Tの
磁場領域で，刃状転位の運動に関して見つけたことを簡
単に報告する．直交する刃状転位間には斥力が働いてお
り，渦糸全体が運動するとき刃状転位の中心は，前述の
長方形の辺上を振動する．刃状転位のクライム運動はな
い．したがって図10の渦糸運動観測において転移数は
変化しないので渦糸格子の刃状転位密度を測定できる．
転位の数は，1 T近辺から急に増大し，高い磁場では，
渦糸格子定数aを単位とすると密度は約0.02［1/a2］（a：
渦糸格子の格子定数）であった．金属結晶では刃状転位
密度は10–10 – 10–8［1/a0

2］（a0：結晶の格子定数）であり，
6ケタ以上大きい．渦糸格子は柔らかいためであると考
えられる．また，正方格子の刃状転位は整列すると図
11（a）に示すように小角粒界を生ずる．図11（b）に示す
ように，渦糸格子に小角粒界が観測された．ずれの角度
θは，この場合は11°である．ほかの場合も含めると10–

14°が観測された．3.1節で述べた図8に示した正方渦糸
格子の配向のYNi2B2C結晶軸a軸からのずれ約6°は，図
11（b）のθの1/2として説明される．正方格子の刃状転位
のBurger’sベクトルをb，整列した転位の間隔をhとす
ると図11（a）のθは，tanθ  = b /  hと与えられ，5aとなる．

ぎの影響をなくし，渦糸とピン止め中心との競合のみを
取り出して考察できるようにして渦糸状態の様相を調べ
た．
　図9に示すように2 T磁場の渦糸格子において刃状転
位が観測された．転位の周りの歪みが解消される長さ，
刃状転位の大きさは渦糸格子の格子定数aを単位とし
て，±（3–4）aである．

　刃状転位がsTM観測されるので，さらに広い空間範
囲の渦糸状態を詳細に調べるために，磁場を毎秒10–5 T

図８ YNi2B2C渦糸格子の磁場依存性．
 長さのスケールは揃えて表示されている．

図９　YNi2B2C渦糸格子の刃状転位．2 T, 0.46 KにおけるsTM像．

図10　YNi2B2C渦糸格子の運動のsTM測定．
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図11（b）の観測結果を説明している．小角粒界の間隔は
磁場の増加とともに小さくなり，刃状転位の間隔に近く
なる．その近辺の磁場からピーク効果が始まる．これら
のことを考えると，YNi2B2Cの1–4 Tの渦糸状態は，単
一刃状転位とその整列により生ずる小角粒界が存在する
トポロジカル秩序の破れたガラス状態である．このよう
な描像を描くことができた．

４．考察とまとめ
　乱れの少ない第2種超伝導体YNi2B2Cの純良な単結晶
にc軸に平行に磁場をかけたときの正方渦糸格子の渦糸
状態を走査トンネル分光顕微鏡によって0.46 Kの極低
温で測定した．Hc2近辺にあらわれるピーク効果領域の下
の磁場領域で単一刃状転位とその整列によって生ずる小
角粒界によるガラス状態が観測された．最近，中性子照射
や不純物注入により大量の結晶欠陥を導入し，ピーク効
果が広い磁場領域で起こるようにした超伝導渦糸格子の
sTM実験が報告されている．多量の中性子照射を行った
2h-Nbse2やCoをインターカレートした2h-Co0.0075Nbse2

において三角渦糸格子においてピーク効果磁場領域内
で，刃状転位対が観測され，渦糸位置相関では擬併進長
距離秩序があり転位対であるのでトポロジカル秩序は保
たれたBragg Glass相が報告されている．本実験結果で
はピーク効果領域磁場より十分低い磁場から単一刃状転
位が観測されている実験結果である．三角渦糸格子と正
方渦糸格子とで異なるのか，多量の欠陥の存在によるの
かはこれからの課題である．また，渦糸格子に駆動力を
与えて渦糸格子を運動させるとき，刃状転位が互いに相
互作用して運動する振る舞いも観測されている．きれい

な第2種超伝導体の正方渦糸格子の渦糸状態についての
理論や大型コンピューターを用いたシミュレーション等
の研究が行われることを期待する．

　この研究は，山梨大学の内山和治氏との共同実験であ
る．また，本実験研究の一部は，MEXT科研費23108004

の支援を受けている．
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