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奇振動数超伝導状態の安定性と遍在性

三　宅　和　正*

Stability and Ubiquity of Odd-Frequency Superconducting State

Kazumasa MiyaKe*

 Odd-frequency superconductivity attracted much attention for the past decade. in this report, i discuss 
the properties of the odd-frequency superconductivity from a fundamental level and show the results of 
our recent research activities. in particular, it is stressed that the odd-frequency superconduc tivity is not 
a rare phenomenon but is rather ubiquitous in the sense that it seems to have been realized in plural numbers 
of strongly correlated electron systems exhibiting coexistence of itinerant antiferromagnetism and super-
conductivity.

１．は　じ　め　に
　最近「奇振動数超伝導状態」が注目されている．それ
がどんな状態かについては追々説明することにするが，
異方的超伝導も含めたる広い意味のBCS状態とも異
なった「けったいな状態」である．その可能性は超流動
ヘリウム3（3He）の発現機構としてBerezinskii によって
提案されたものである1）．しかし，それは超流動 3Heの
理論としては正しくなかったため忘れられていた．しか
し，銅酸化物高温超伝導の研究の流れの中で，多く提案
されたエキゾティックな超伝導機構の一つとして1990 

年代初頭に見直されたが，やはりこれらも現実を説明す
る理論とはなり得ないということでやはり忘れられてい
た2–7）．しかし，今世紀初頭になって，反強磁性状態と
共存する重い電子系のいくつかの系でエネルギーギャッ
プがゼロの状態が実験的に確認され8,9），それが奇振動数
超伝導として理解可能であることが指摘された10）．ま
た，2000年代後半から，普通の超伝導体と強磁性体と
の界面（強磁性体側）に奇振動数スピン3重項 s波クー
パー対が存在するという理論的発見を契機として，超伝
導体とノーマル金属の界面には奇振動数クーパー対が 

遍在することが認識され活発な研究がおこなわれてき 

た11）．
　本稿では奇振動数超伝導とはどんな状態かということ
を私たちの研究の流れに沿って紹介し，この数年で得た
新しい結果について議論する．主な論点は，従来議論さ
れてこなかった強結合効果（超伝導を担う準粒子の自己
エネルギーの効果）に対して奇振動数超伝導状態がどの
程度安定であるかという問題である．結論をまとめる
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と，磁気量子臨界点やギャップレスのスピン波励起をも
つ磁気秩序と共存する場合には，準粒子間の有効相互作
用の遅延効果が強いため，奇振動数超伝導状態は強結合
効果に対しても安定である．この結果は反強磁性と共存
するいくつかの超伝導状態においてギャップレスの振る
舞い（励起エルギーがゼロから連続的に存在）を示すこ
との理解を可能にする．実際に，少なくない系において
それが実現していること示唆する実験事実を紹介する．

２．従来の超伝導状態：　　　　
２．スピン1重項とスピン3重項

　この節では，奇振動数超伝導状態とは何かについて考
える前に，従来の超伝導状態がどのような状態であった
かまとめておく．
2.1	 スピン1重項超伝導状態
　先ず，スピン1重項の超伝導状態の場合を考える．そ
のとき，クーパーペアのスピン状態は（|↑↓〉– | ↓↑〉）/√

–
2

で与えられる．これを記述するフェルミ準位近傍の準粒
子に対するハミルトニアンは

H =Σ（ξ ka
†
k↑ak↑ + ξ –ka

†
–k↓aξ –k↓）

  k

 +ΣVk,k′a
†
k↑a†

–k↓a–k′↓ak′↑ （1）
            k,k′

で与えられる．ここで，ξ kは波数kをもつ（化学ポテン
シャルμから測った）ノーマル状態の準粒子のエネル
ギー，a†

k↑（↓）は，波数k，スピン↑（↓）をもつ準粒子の生成
演算子を，†がないのは消滅演算子を意味する．ペア相
互作用［式（ 1）の第二項］に対して，平均場（超伝導
ギャップ）Δk，Δ*

kを導入して平均場近似を行うと，ハミ
ルトニアンHは，
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H≃Hmf =Σξ k（a†
k↑ak↑ + a†

–k↓a–k↓）
 k

 –Σ（Δ*
ka–k′↓ak′↑ + Δka

†
k↑a†

–k↓） （2）
 k

と近似される．ここで，Δkは

Δk = –ΣVk,k′〈a–k′↓ak′↑〉． （3）
  k′

と与えられ，空間反転対称性を仮定しξ –k = ξ kの関係を
用いた12）．式（3）に現れる〈･･･〉はHmf［式（2）］に
よる熱平均を意味する．ペア振幅Fk≡〈a–k↓ak↑〉．は，

  Δk  Ek〈a–k↓ak↑〉 = — tanh — . （4）
  2Ek  2kBT

で与えられるので，超伝導ギャップΔkは，次の方程式を
満たすように定まる．

   Δk′  Ek′ Δk = –ΣVk,k′ — tanh — . （5）
  k′ 2Ek′  2kBT

ここで，Ekは超伝導状態での準粒子のエネルギーを意味
し，

Ek =√
—
ξ 2

k + |Δk|
2 （6）

と表せる．したがって，式（5）はギャップΔkをセルフ
コンシステントに決める方程式であり，ギャップ方程式
と呼ばれる．
　超伝導転移温度Tcは式（5）の右辺のEk′でギャップ
Δk′ =0とおいて得られる，線形化されたギャップ方程式

   Δk′  ξ k′Δk = –ΣVk,k′  — tanh — . （7）
  k′ 2ξ k′  2kBTc

の固有値として与えられる．
　パウリの排他律によると次の関係が成り立つ．

〈a–kσakσ′〉=–〈akσ′a–kσ〉. （8）

ここで，σ，σ ′は一般に↑または↓を表す．スピン1重
項クーパーペアのスピン状態は，（|↑↓〉– | ↓↑〉）/√

–
2であ

るから，

〈a–k↓ak↑〉=–〈a–k↑ak↓〉 （9）

の関係が成り立つ．これと式（8）を組み合わせると

〈a–k↓ak↑〉=〈ak↓a–k↑〉 （10）

の関係が導かれる．これはペア振幅Fkが波数ベクトルk

の偶関数（偶パリティ）であることを意味する．空間反
転対称性があってV–k,–k′ =Vk,k′であれば，式（3）よりΔk

もkの偶関数となる．BCS理論ではVk,k′が負の一定値を
もつと仮定しているので，〈a–k↓ak↑〉，Δkともにkの方向
依存性をもたない s–波状態が実現している．しかし，一
般にはd–波状態なども可能である．

2.2	 スピン3重項超伝導状態
　スピン3重項では，クーパーペアのスピン状態は 
|↑↑ >，|↓↓ >，（|↑↓ > + |↓↑ >）/√

–
2の3つが一般には可能で

ある．
　そのため，超伝導ギャップはスピン空間（↑, ↓）の
2×2の対称行列Δk

σσ′となり，つぎのように表される．

Δ̂k =
 （ –dx（k）+ idy（k） dz（k） ） （11）

  dz（k） dx（k）+ idy（k） 

ここで，d=（dx, dy, dz）はd–ベクトルと呼ばれ，スピン空
間の回転に対してベクトルの性質をもつ（一般には複素
数）13）．準粒子の励起エネルギーÊkも2×2の行列とな
り，

Êk =（ξ k
2

 + Δ̂†
k Δ̂k）1/2 （12）

で与えられ，その固有値は

Ek
± ≡［ξ k

2 + | d（k）|2± |d（k）×d*（k）|］1/2 （13）

となる．超伝導ギャップΔ̂kが行列になるのに対応して，
ペア振幅もFk

σσ′≡〈a–kσakσ′〉のように行列となり

　̂
Fk = （ –fx（k） + i fy（k） fz（k） ） （14）
  fz（k） fx（k）+ i fy（k） 

と表すことができる．Δ̂kとF̂kとの関係は，式（3）に対
応して

Δk
σσ′ = –ΣΣVk

σ
,
σ
k
′
′
;ξξ′ F̂ξ′ξ

  k′ ξ ,ξ′ 
k′
  （15）

となる．ここで，ペア相互作用がスピン成分に依存する
ことを考慮して，式（3）のVk,k′をVk

σ
,
σ
k
′
′
;ξξ′で置き換えた．

　スピン3重項の場合は，式（9）とは異なり

 〈a–kσakσ′〉=〈a–kσ′akσ〉 （16）

の関係が成り立つので，パウリの排他律を表す式（8）
を用いると，式（10）の代わりに

 〈a–kσakσ′〉=–〈akσa–kσ′〉 （17）

が導かれる．これはペア振幅行列の成分Fk
σσ′が波数ベク

トルの奇関数（奇パリティ）であることを意味する．式
（15）によれば，空間反転対称性がある場合は，超伝導
ギャップΔ̂kも波数ベクトルの奇関数となる．
2.3	 2節のまとめ
　従来型の超伝導状態においてパウリの排他律と矛盾し
ないクーパーペアのスピン状態と軌道状態との組み合わ
せはTable iのようにまとめることができる．このルー
ルは超流動 3Heおよび重い電子系超伝導研究の初期の段
階を通じて黄金律であった．



 奇振動数超伝導状態の安定性と遍在性 19

３．偶振動数クーパーペアと奇振動数クーパーペア
　この節では，ペア相互作用の振動数依存性まで考慮し
たときにはペア振幅の振動数依存性が偶と奇に分かれ，
可能なスピンと軌道の組み合わせは，偶と奇の場合で対
照的になることを議論する．
3.1	 ペア相互作用の振動数依存性
　ペア相互作用は一般に振動数にも依存するので，式
（7）に対応する線形化されたギャップ方程式は

   Δk′（ie n′）Δk（ie n）= –ΣVk,k′（ie n – ie n′）    — . （18）
  k′ e 2

n′ + ξ 2
k′ 

となる．この振動数e nは虚時間τ = itに対応する振動数で
松原振動数とよばれ，e n ≡（2n + 1）πT（n は整数）と定義
される．一般には，超伝導ギャップΔk（ie n）は式（3）を
拡張して

Δk（ie n）= –TΣΣVk,k′（ie n – ie n′）〈a–k′↓（–ie n′ ）ak′↑（ie n′）〉． 　　      n′       k′ 
（19）

のように表される．ここで，ak（ie n）はak（τ）≡ eτHak（0）e–τH

のフーリエ成分で，ak（τ）=TΣn e
–ienτak（ie n）の関係にある．

　BCS理論の背後にあるペア相互作用はフォノン交換に
起因するもので

Vk
ep

,k′（ie n – ie n′）= – g2ω 2
k–k′ . （20）

 （e n – e n′）2 + ω 2
k–k′

で与えられる．ここで，ω qはフォノンの分散であり，g

は電子─フォノン相互作用の結合定数である．図1はこ
れをファイマン図形で表したものある．ここで，実線は
準粒子の伝播を波線はフォノンの伝播を意味し，黒丸は
電子─フォノン相互作用の結合定数を表している．上述

のように，BCS理論では式（20）の（e n – e n′）依存性を
無視し，相互作用は | e n – e n′ | < ωD（デバイ振動数～〈ω k–

k′〉）においてのみ働くと考えて，Vk
ep

,k′（ie n – ie n′）≈–g2で近
似している．そのため，ペア相互作用Vk,k′には振動数依
存性は現れなかったのである．
　Ceを含む重い電子系や銅酸化物高温超伝導体など強
相関電子系では，反強磁性スピンゆらぎはスピン１重項
d─波ペアの原因となることが知られており14），ペア相互
作用は（2次元で整合スピンゆらぎの場合）

Vk
s
,
f
k′（ie n – ie n′）=

 g2NF . （21）
 h  + Aq̂2 + C | e n – e n′ |  

の形をしている．ここで，q̂2は

q̂2 ≡4 + 2［cos（kx – k′x ）+ cos（ky – k′y ）］ （22）

と定義され，（k – k′）=（π , π）でゼロとなる整合スピン相
関を表している．NFは準粒子（スピン当り）のフェルミ
準位での状態密度を表し，hは反強磁性量子臨界点から
のはずれを表す無次元パラメタ（h =0が臨界点に対応），
AおよびCはスピンゆらぎの波数空間および振動数空間
での広がりを規定するパラメタである．また，「スピン
による因子」（3/4）は結合定数gに含まれるように定義
した．
　式（20）や式（21）で与えられる現実的なペア相互作
用Vk,k′（ie n – ie n′）は | e n – e n′ |の関数なので，

Vk,k′（ie n – ie n′）= V ek,k′（ie n, ie n′）+ V ok,k′（ie n, ie n′） （23）

のように，e nおよびe n′のそれぞれについて偶の部分V ek,k′

（ien, ie n′）と奇の部分V ok,k′（ie n, ie n′）に分けることができ
る．それらの具体的な表式は

V ek,k′（ie n, ie n′）≡ 1–
2
［Vk,k′（ie n + ie n′）+ Vk,k′（ie n – ie n′）］ （24）

 =V ek,k′（–ie n, ie n′）=V ek,k′（ie n, –ie n′）, （25）

および

V ok,k′（ie n, ie n′）≡ 1–
2
［Vk,k′（ie n + ie n′）– Vk,k′（ie n – ie n′）］ （26）

 =  –V ok,k′（–ie n, ie n′）= –V ok,k′（ie n, –ie n′） （27）

で与えられる．すると，線形化されたギャップ方程式
（18）は松原振動数に関して偶の部分と奇の部分に分離
することができて，

     Δk
e
′
（o）（ie n′） .      　　Δk

e（o）（ie n）= –TΣΣV e（o）（ie n – ie n′）  — （28）
  n′ k′ 

k,k′

 e ′n
2 + ξ 2

k′

となる．すなわち，松原振動数について偶の部分と奇の
部分について独立に議論すればよいことになる．超伝導

Fig. 1. ペア相互作用Vk
σ

,
σ
k′
′ ; ξξ′（ie n – ie n′）を表すファイマン図形．

 実線は準粒子の伝搬を，波線は相互作用を媒介するボソン
モードの伝搬を意味し黒丸は電子─ボソンモード相互作用の
結合定数を表す．電子─フォノン相互作用はスピン依存性を
もたないが，一般には準粒子のスピンσ , σ′; ξ , ξ′に依存する．

Table I.  従来型の超伝導で許されるクーパーペアのスピン状態と軌
道状態のパリティ．
スピン状態 １重項 ３重項

軌道状態 偶パリティ 奇パリティ
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ギャップとペア振幅を結びつける式（19）も偶と奇の部
分に分離して，

Δk
e（o）（ie n）= –TΣΣV e（o）（ie n–ie n′） ×

 n′ k′ 
k,k′

  　　　　　〈a–k′↓（–ie n′）ak′↑（ie n′）〉e（o）. （29）

となる．しかし〈a–k′↓（–ie n′）ak′↑（ie n′）〉e（o）の中には一般に
Δk

e（o）（ie n）だけでなくΔk
o（e）（ie n）も含まれるので，秩序状態

の議論は独立にはできず，複雑になる．それは今後の重
要な課題である．
3.2	 ペア振幅の振動数依存性に関する偶奇性
　パウリの排他律に起因する式（8）に対応して

  〈a–kσ（–ie n）akσ′（ie n）〉e = –〈akσ′（ie n）a–kσ（–ie n）〉e 

  = –〈akσ′（–ie n）a–kσ（ie n）〉e （30）

および

  〈a–kσ（–ie n）akσ′（ie n）〉o = –〈akσ′（ie n）a–kσ（–ie n）〉o
  = 〈akσ′（–ie n）a–kσ(ie n）〉o （31）

の関係が成り立つ15）．
　偶振動数スピン1重項の場合には，式（10）に対応し
て

   〈a–k↓（–ie n）ak↑（ie n）〉e =〈ak↓（–ie n）a–k↑（ie n）〉e （32）

の関係が成り立つ．したがって，ペア振幅Fk（ie n）は波数
kの偶関数である．偶振動数スピン3重項の場合には，
式（10）に対応して

  〈a–kσ（–ie n）akσ′（ie n）〉e = –〈akσ′（–ie n）a–kσ′（ie n）〉e （33）

の関係が成り立つ．したがって，ペア振幅行列成分Fk
σσ′

（ie n）は波数kの奇関数である．
　一方，奇振動数スピン1重項の場合には，式（10）に
対応して

  〈a–k↓（–ie n）ak↑（ie n）〉o = –〈ak↓（–ie n）a–k↑（ie n）〉o （34）

の関係が成り立つ．したがって，ペア振幅Fk（ie n）は波数
kの奇関数である．奇振動数スピン3重項の場合には，
式（10）に対応して

〈a–kσ（–ie n）akσ′（ie n）〉o =〈akσ′（–ie n）a–kσ′（ie n）〉o （35）

の関係が成り立つ．したがって，ペア振幅行列成分Fk
σσ′

（ie n）は波数kの偶関数である．
　以上の結果をまとめると，振動数に関する偶奇性まで
考慮したときのクーパーペア振幅の可能な状態はTable 

iiのようになる．すなわち，超伝導状態のタイプの多様
性がTable iに示される従来型に比べて2倍に広がったと
言ってもよい．

４．奇振動数超伝導の安定性
　この節では，奇振動数超伝導状態の安定性について議
論する．この問題には二つの側面がある．一つは，式
（2）のような平均場ハミルトニアンが存在するとして
ギンツブルク・ランダウ流の相転移を議論すると，転移
温度より高温側で秩序相が低温側がノーマル相になると
いう不自然な結果に導かれる16）．この問題は転移温度よ
り低温側で負のマイスナー効果（超伝導密度が負になる
ことに対応）が現れることに対応している．この深刻な
問題は奇振動数ペアが実現するにはペア相互作用が本質
的に振動数依存性がある（遅延効果が本質的である）こ
とに起因しており，そのような場合はラグランジアン
（作用）を用いた経路積分表示による記述が不可欠であ
り，そのことを考慮することにより解決された16–18）．
　もう一つの問題は，式（20）のような弱い振動数依存
性を持つペア相互作用では温度が下がっていったん奇振
動数超伝導状態が実現しても，さらに温度を下げると不
安定となりノーマル状態が再び回復する（リエントラン
トの振る舞いを示す）ことである．たとえば，図2に示
すように，フォノンの波数依存性を考慮しないアイン
シュタインモデルに基づいた計算では，結合定数が適度
に十分大きくアインシュタイン振動数ωeが小さければ
奇振動数超伝導への転移温度は偶振動数のそれより高い
ことが可能であるが，低温の極限では奇振動数超伝導は
消えて偶振動数超伝導状態が実現する19）．
　一方，図3に示すように，反強磁性量子臨界点近傍
（h  << 1）で生じる奇振動数超伝導ではリエントラントは
生じないことが分かっている10）．その理由は，式（21）
で h→0極限では，q̂ ~ 0において | e n – e n′ | ~ 0からの寄
与が発散的に増大する（遅延効果が顕著となる）からで
ある．
　反強磁性量子臨界点からのはずれを表すパラメタhを
ゼロに近づけたときの奇振動数と偶振動数の超伝導状態
の安定性に関するh  – T相図を図4に示す21）．相図中の
（odd+even）と表示した領域では二つの超伝導状態が共
存すると考えられるが，自由ネルギーの計算をして確か
める必要がある．上述のように今後の重要な課題である．
いずれにせよ，奇振動数超伝導は普通の条件の下では実
現が難しいが，量子臨界点に近付く（h→0）と実現可能
となることが分かる．また，反強磁性と共存する場合か
つスピン波のモードがギャップレス（南部・ゴールドス
トーンモード）である場合には，ペア相互作用（21）は

Table II.  奇振動数の偶奇性まで考慮した超伝導状態で許されるクー
パーペアのタイプ．

スピン状態 １重項 ３重項 １重項 ３重項

パリティ 偶 奇 奇 偶

振動数の偶奇性 偶 偶 奇 奇
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 g2NFS 2k2
FVk

s
,
f
k′（ie n – ie n′）=

 S2k2
F q̂

2 +（e n – e n′）2 . （36）

に置き換わるので，実質的に常にh≡0であり，量子臨
界点直上より強い遅延効果が現れる結果，奇振動数超伝
導状態は安定化すると考えられる．ここで，Sはスピン
波の速さである．実際，文献10では反強磁性と共存す
る場合には，量子臨界点から反強磁性との共存側に入っ
たかなり広いパラメタ（圧力）領域で奇振動数p波スピ
ン1重項超伝導が偶振動数d波スピン1重項超伝導より
高い超伝導転移温度をもつことが示されている．

５．準粒子の自己エネルギーの効果：強結合効果
　以上の超伝導転移温度の議論では，準粒子に対するペ
ア相互作用から生じる自己エネルギーの効果（強結合効
果とよばれる）は無視していた．しかし，この効果は奇
振動数超伝導を抑制する効果が偶振動数超伝導の場合よ
り大きい．実際，図2のアインシュタインモデルの場合
には，奇振動数超伝導状態は強結合効果により不安定化
することが示される22）．この節では，式（21）で与えら
れるペア相互作用による強結合効果を考慮するとき，図
4の相図がどのように影響を受けるか議論する．
　準粒子の自己エネルギー Σ（k, ie n）としては図5のファ
イマン図形に対応するものを考慮する．解析的表式は

Σσ（k, ie n）= TΣΣΣV σσ′; σ′σ（ie n – ie n′）Gσ（k′ , ie n′）
 n′ k′ σ ′ 

k,k′
 （37）

と表せる．この効果により，超伝導転移温度を決める線
形化したギャップ方程式は，式（18）を拡張した

Δk（ie n）= –ΣVk,k′（ie n – ie n′）×
 k′

 Δk′（ie n′） 
（38）

 ［–ie n′ + ξ k′ + Σ（k′ , ie n′）］［ie n′ + ξ k′ + Σ（k′ , –ie n′）］

の形に与えられる．この式に現れる自己エネルギー Σ
（k′ , ie n′）を式（37）を用いて求める際には，グリーン関
数G（k′, ie n′）の中の超伝導ギャップはゼロと置いてよい
ので，

  1G（k′, ie n′）=
 ie n′ – ξ k′ – Σ（k′, ie n′） 

（39）

を代入して，Σ（k′, ie n′）をセルフコンシステントに決めれ
ばよい．

Fig. 2. アインシュタインモデルでの奇振動数（OF）超伝導と偶振
動数（eF）超伝導の相図 19）．

 赤字が奇振動数s波スピン3重項を，青字が偶振動数s波スピ
ン1重項の転移温度を表す．縦軸は温度T，横軸はアインシュ
タイン振動数ωe．電子格子相互作用の結合定数はg=0.3，局所
的クーロン斥力はU=0.5の場合．エネルギーの単位は1/2NF．

Fig. 3. 反強磁性量子臨界点近傍で生じる奇振動数超伝導の存在する
温度領域 10）．

 2次元の円形フェルミ面でフェルミ波数kFはkF /π =0.75の場
合の結果．l  > 1の温度領域で奇振動数超伝導が出現する．
p SS，d SSはスピン1重項で，それぞれ，奇振動数p波超伝
導，偶振動数d波超伝導を表す．h =0.01の場合はT=0Kまで
奇振動数超伝導p SSが実現している．

Fig. 4. 奇振動数p波スピン1重項超伝導（odd）と偶振動数d波スピ
ン1重項超伝導（even）のh  – T相図．

 図3と同じ2次元の場合．∊cは，ペア相互作用（21）に現れ
るパラメタを用いて∊c ≡2A /Cと定義される．
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　このようにして求めた相図を図6に示す．準粒子の自
己エネルギーを考慮したことにより奇振動数が安定な領
域のhは小さい（より量子臨界点に近い）方にシフトし
たが，量子臨界点に近付くと奇振動数超伝導が安定化す
るという傾向は残っている．とりわけ，反強磁性との共
存相では，上述のようにh≡0であるから，奇振動数超
伝導が実現していることが期待される．

６．奇振動数の秩序状態での性質と	
６．実験事実との対応

　低エネルギー励起の状態密度は超伝導ギャップの構造
を反映し，種々の物理量の温度依存性を決めている．この
節では，奇振動数超伝導の特徴は何かについて議論する．
　話をシンプルにするため，自己エネルギーによる補正
の効果（強結合効果）は無視して議論を進める．低エネ
ルギー励起は準粒子の松原グリーン関数G（k, ie n）におい
て解析接続，ie n → e + id（dは正の微少量），を行って得
られる遅延グリーン関数GR（k, e  + id）のe複素平面での
下半面での極の分布によって決まる．松原グリーン関数
G（k, ie n）の具体的な表式は，

G（k, ie n）= – ie n + ξ k

 e 2
n + ξ 2

k + |Δ（k, ie n）|2
 （40）

である16）．超伝導ギャップはe nの奇関数であるから，一
見すると，上記の解析接続をした後でもこの性質が残
り，|ΔR（k, e  + id）|2はe→0においてゼロになる，すなわ
ち励起エネルギーはゼロから連続的に分布してギャップ
レスになると思われるが，一般にはそうではない．とい
うのは，解析接続するとΔR（k, e  + id）は本質的に（位相
の調節では取り除けない）複素数となり，その実部はe
の奇関数であるが，虚部は偶関数であるため， e→ 0 に
おいて必ずしもゼロになるとは限らない．したがって，
|ΔR（k, e  + id）|2はe→ 0 において必ずしもゼロになるとは
限らないのである10）．ただし，量子臨界点直上および反
強磁性との共存状態のようにh =0の場合は，虚部もゼ
ロになることを示すことができる10）．すなわち，ギャッ
プレスの状態が実現する．現在のところ，バルクの性質
だけを見て奇振動数超伝導状態が実現しているかどうか
を判断できるのは，反強磁性の量子臨界点あるいは
ギャップレスのスピン波モード（南部・ゴールドストー
ンモード）をもつ反強磁性状態と共存状態においてのみ
である．実際，いくつもの反強磁性と共存する超伝導相
においてギャップレスの振る舞いが観測されており，そ
のことを自然に理解できる最も自然なシナリオが奇振動
数超伝導が実現しているというものである．
　そのような系としては，Ceをベースとした重い電子系
のCeCu2（Si1–xGex）28），およびCeRhin5

9），Ce（Rh1–x,irx）in5
23）

があげられる．これらの系のNMRの縦緩和率1/T1Tが
超伝導転移温度以下でノーマル状態とほとんど変化がな
くギャップレス超伝導の振る舞いを示す．超伝導がフィ
ラメンタリーであってバルクは超伝導でない可能性は，
緩和の時間依存性が単一の関数でフィットできるという
事実より排除されている．鉄砒素系超伝導体CaFe2as2

24）

Fig. 5. 準粒子の自己エネルギーを与えるファイマン図形．
 実線は準粒子の伝搬を，波線は相互作用を媒介する反強磁性

スピンゆらぎモードの伝搬を意味し黒丸は準粒子─スピンゆ
らぎモード相互作用の結合定数を表す．

Fig. 6. 強結合理論の枠組みで決めた，奇振動数p波スピン1重項超
伝導（odd）と偶振動数d波スピン1重項超伝導（even）のh  

– T相図．パラメタは図4と同じ．

Fig. 7. CeCu2（Si1–xGex）2のNMR縦緩和率1/T1の温度依存性の両対
数表示 8）．
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や5層系銅酸化物高温超伝導体Ba2Ca4Cu5O10（F,O）2
25）に

おいても，反強磁性と共存する超伝導状態において
NMRの縦緩和率にギャップレスの振る舞いが観測され
ている．
　ここでは図7に，最初にこのような振る舞いが報告さ
れたCeCu2（Si1–xGex）2の場合を示す 8）．x=0.02の場合に
は超伝導と反強磁性が共存しており，NMR緩和率1/T1

はノーマル状態と変わらず温度Tに比例するコリンハ側
に従う．これが不純物効果でないことは加圧して
P=0.85 GPaになると反強磁性は消失して，1/T1∝T3と
なり典型的なラインノードをもつの異方的超伝導の振る
舞いに移行することから理解される．

７．まとめと今後の展開
　奇振動数超伝導とは何かということについて概説し，
研究の現状を私たちの研究の成果にもとづきつつ紹介し
た．前節でも議論したが奇振動数超伝導は見つかりにく
いので，私たちの気づかないところに隠れているかも知
れない．実験事実を虚心坦懐に見る必要があると思われ
る．理論的な観点からは，上述のように奇振動数超伝導
と偶振動数超伝導の共存の問題や，物理的に実現可能な
系の探索など，課題は多く将来の発展が期待される．
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