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１．はじめに─渦糸物質
　第2種超伝導体において，磁場はHc1以上で量子磁束
φ 0 = 2e/hを持つ渦糸という形で侵入する．渦糸は半径ξ
（コヒーレント長）のフィラメント状の部分でクーパー
対が壊れ，その周りを半径λ（磁束侵入長）にわたって
超伝導渦電流が流れ，安定に存在する．渦糸間には斥力
がはたらくので，渦糸は秩序格子をつくる．abrikosov

の発見以来30年この描像に基づき磁場中の第2種超伝導
体の性質は考えられ，多くの理論・実験研究がなされて
きた1）．図１に通常の低い転移温度Tcを持つ渦糸と渦糸
格子を示す．Tcが10 K程度の通常の超伝導体では，ξは
Hc2から見積もられ，10 Tのとき7 nm程度である．また，
λは100 nmほどである．渦糸間の距離は，B = nϕ 0（n：
渦糸密度）で与えられ，正方格子の場合√ϕ 0／B = 45／√

–
B 

nm（［B］：テスラ），三角格子の場合√ϕ 0／（√–
3B） = 34.6／√

–
B 

nmである．
　渦糸の集まりは，原子・分子結晶とは全く異なる長さ
スケールで，固体，液体，ガラスといろいろな相をとり
渦糸物質と呼ばれる．渦糸が磁場方向で曲がりうる長さ
スケールは磁束侵入長λであるので，厚さがλより小さ
な超伝導薄膜における渦糸の集まりは，2次元渦糸固体
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 Vortex glass states of a high-temperature copper-oxide superconductor Bi2sr2CaCu2Ox and a conventional 
s-wave superconductor YNi2B2C with high anisotropy have been studied by scanning tunneling microscopy 
and spectroscopy. in the vortex lattice of a very clean YNi2B2C single-edge-dislocations were observed 
above 1.1 T and with increasing magnetic field small-tilt angle boundaries appeared due to the alignment 
of edge-dislocations. Order-disorder transition is speculated to occur when near Hc2 the grain size in the 
vortex lattice approach the average distance between single-edge dislocations. in Bi2sr2CaCu2Ox field-
cooled in 10–15 T, locally ordered regions of square vortex lattice containing about 100 vortices surrounded 
by disordered vortices were observed by sTM. The relaxation of the vortex configuration with time was 
very inhomogeneous in space and the long relaxation of vortices obeying power-law has been observed. 
The observed vortex state of field-cooled Bi2sr2CaCu2Ox was frozen-liquid state.

と考えてよく，2次元固体融解の研究対象となる．1986

年発見された銅酸化物超伝導体は，転移温度が100 Kの
オーダーと高く，超伝導はCuO2面で発現していて2次
元的であるので（図２），熱揺らぎや乱れの影響が大き
くあらわれる．膨大な数の実験研究，理論研究がなさ
れ，いままで見逃されていた効果が明らかになった2）．
実際，Hc2の近辺で渦糸格子は融解して液体相となると
の予言は昔からあったが，観測されたのは高温超伝導体
が初めてである．図2に示すようにCuO2面の超伝導電
流の渦が磁力線でつながっており，パンケーキ渦糸と呼
ばれる．CuO2面間の相互作用は弱く2次元的な性格が
表れる．

図１	 従来型第2種超伝導体の渦糸と渦糸固体．
 渦の芯直径2ξのフィラメント状領域に超伝導が劣化しクー

パー対が壊れてできた準粒子が閉じ込められている．その周
り半径磁束侵入長2λの領域を超伝導渦電流が流れている．渦
糸の集まりは渦糸固体結晶，ガラス，液体等の相をとる．磁
力線は，磁束侵入長λのスケールで曲り得る．
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　1982年走査トンネル顕微鏡（sTM）が発明され，実験
室で簡単に原子像が観測可能となった．1989年hess達
は，磁場中の超伝導体2h-Nbse2の渦糸測定に成功し4），
高磁場下で渦糸一つ一つが観測可能なことまた渦糸芯の
準粒子束縛状態の情報も得られることが示されたので，
sTMは渦糸研究に新しい展開をもたらした．高磁場
H>HmのVortex Glass相では渦糸格子のトポロジカル欠
陥である転位が存在すると考えられるので，sTMを用
い渦糸を直接観測して渦糸状態を可視化することが，
Vortex glass相および渦糸融解を理解する有力な方法で
ある．本報告では，異方的な高温超伝導体Bi2sr2CaCu2Ox

と従来型超伝導体であるが異方性の大きい硼炭化物超 

伝導体YNi2B2Cの渦糸状態のsTM測定から得られた
Vortex glass相の実空間測定結果を簡単に紹介する．こ
れらの渦糸格子はともに正方格子であり，渦糸間相互作
用は異方的である．磁場変化に伴う渦糸運動や非平衡状
態における緩和をsTM法で測定することは渦糸状態を
考察する上で重要であった．渦糸運動のsTM測定につ
いては，豊田理研報告68号5），69号6）も参考にしてくだ
さい．まず，sTMにより渦糸運動を測定する3つの方法
を簡単に紹介する．

２．STMで渦糸運動を測定する三つの方法
　sTMを用いて超伝導体の磁化過程や非平衡状態の渦
糸運動を渦糸一つずつ可視化して測定することにより，
渦糸相図を考えるに役立つ情報を得ることができる．
我々が考案した方法を含めて3つの方法を紹介する．
2.1.	 高速走査トンネル顕微鏡法
　sTMは渦糸格子を10 T以上の高磁場でも直接実空間
測定できる唯一の方法である．sTMによる渦糸状態研
究はこの意味で重要である．超伝導磁石で到達できる
20 Tの高磁場まで可能であり，またハイブリッド磁石の
30 T以上の磁場のsTM実験はこれからの挑戦的課題で
ある．渦糸運動をsTMで可視化するためには渦糸が渦
糸格子定数の1/2動く時間より短い時間で1画面データ
取得を完了する必要があり，sTM探針の高速走査が要
求される．また，探針と試料間のバイアス電圧は，図４
（a）に示すように超伝導ギャップΔに相当する電圧をΔ/e

以下に設定する必要がある．Tcが10 K程度の超伝導体
では，1 mVオーダーの低バイアス走査トンネル分光が
必要である．sTM探針を高速で走査し，ある領域の
sTM像を連続的に取り続けることにより，渦糸運動を
動画として観測することができる（図4（b））．通常の超
伝導体で極低温下で試料を劈開して原子が測定できる清
浄な原子面を準備しsTM実験を行うが，清浄で平坦な
原子面は準備できたとしても500 nm×500 nm程度の領
域であることが多い．このサイズの領域で1 Tの磁場で
は渦糸100個，4 Tで400個の渦糸を観測できる．この

　渦糸物質は，元の原子固体結晶の上に存在する周期性
を持つ弾性体で，原子結晶の欠陥は渦糸固体の構造や渦
糸の運動に大きな影響を与える．高温超伝導体研究を引
き金に，Tcの低い従来の超伝導体の渦糸状態研究も詳し
く見直された．現在，乱れのある第2種超伝導体の渦糸
状態は，図３に示すようなh-T相図が一般的に成り立つ
と考えられている3）．特に，低い磁場領域で乱れの影響
によりBragg　Glass相が現れると理論により提唱され，
実験で検証されている．この相は，渦糸格子は歪むが，
トポロジカル欠陥である転位は存在せず，トポロジカル
秩序があり，渦糸結晶の長距離位置秩序は冪状的に減衰
する準長距離秩序をもつ．配向に関しては長距離配向秩
序が存在する．磁場を上げてゆくと，ある磁場Hm以上
で渦糸格子に孤立転位が存在するようになり，トポロジ
カル秩序がないVortex Glassと呼ばれる状態になり，こ
のvortex glass相をへて，液体相になると推測されてい
る．理論は渦糸物質を弾性体理論によって考察してお
り，転位が存在する状態については適用できず，H >Hm

のVortex Glass相がどのような状態なのか，渦糸物質の
融解がどのように起こるのかは理論，実験どちらでもま
だ解明されておらず，これからの研究課題である．

図２	 銅酸化物高温超伝導体のパンケーキ渦糸，渦糸固体．
 CuO2面で超伝導が発言しているので，図のようにCuO2面内

の渦が磁力線でつながったパンケーキ渦糸となる．渦糸の面
間の相互作用は弱く，2次元的な渦糸格子である．

図３	 ピニングのある超伝導体で考えられている統一的な渦糸相図
の模式図．

 ポロジカル秩序をもったBragg Glass相は，結晶位置秩序は
冪状的に減衰する準位置長距離結晶秩序，配向については配
向長距離秩序を持ち，理論・実験で認められている．磁場Hm

では，転位が出現し，秩序が破れたVortex Glass相になると
考えられるが，この相の渦糸構造がどのようなものか，液体
相への転移を含めて未解明である．
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サイズの領域を走査する時間Δtは，高速で行って5–10

秒は必要である．一つの画像を取得する間に，渦糸格子
の格子定数の1/2以上動くと，早すぎて渦糸運動は画像
化できない．これらのことから，高速走査sTMにより
高磁場で渦糸運動を可視化するとき，渦糸格子定数を2ξ
程度と考えると渦糸運動速度vvortexの限界は，ξ /Δt（Δt = 

5–10 sec）で，ξ；10 nmとして，1–2 nm/secとなる．こ
の手法で渦糸運動を動画として測定した実験例は多くな
い7，8）．豊田理研報告69号も参照されたし6）．
2.2.	 定点STM法による渦糸運動の測定5）

　sTMでさらに速い渦糸運動を測定するには，超伝導
体表面のある1点にsTM探針を固定しVbiasを図4（a）と
同じようにΔ/e以下として，トンネル電流 Itを測定し続
ける（図５（a））．渦糸芯が針の下に来たときは大きなト
ンネル電流が流れ，渦糸が探針下にないときはトンネル
電流が小さくなる．Itを測定し続けるか，Itを一定する
ためにsTM探針のZ方向の運動を制御するZピエゾ素
子の電圧Vzをモニターして，それらの時間スペクトル
It（t），VZ（t）を測定する（図5（b））．渦糸格子が周期的で
ある場合，It（t），VZ（t）をフーリエ変換して得られる周波
数（図5（c））から渦糸運動の速さと方向を知ることが
できる．渦糸格子の形状等は，通常の低バイアスsTM

により測定しておき，解析の情報とする．電流増幅器の
時定数が渦糸運動測定の時間分解能を決める．時定数は
1–10 msecであるので，渦糸運動速度の測定限界ξ／Δtは
数μm–1000 nm／秒となる．高速走査法より3桁速い渦
糸運動の情報を得ることができる．このとき重要となる
のは，sTMの安定性，特にxyドリフトが可能な限り小
さいことが必要である．我々の実験室で作成した低温
sTMでは，0.1 nm／日を達成している．定点sTM法は，
トンネル電流の変化は渦糸運動のみによるという条件を
達成してはじめて可能となる．

2.3.	 コンポジットSTMイメージング
　この手法を我々のBi2sr2CaCu2Oxの渦糸測定を例に説
明する．Bi2sr2CaCu2Oxを低温劈開して得た原子像が観
測される清浄表面において，磁場14.5 T下30 Kから4.2 

Kまで磁場中冷却した後，ロックイン増幅器で+9 mV

の微分伝導度G（r, +9 mV）を測定し，渦糸を画像化した
ものを図６（a）に示す．データ取得に12時間かけ測定し
た精度良い渦糸像である．渦糸は非平衡状態にあり緩和
中で，画像中に観測されるひっかき傷は渦糸のジャンプ
によるものである．sTM画像測定中に渦糸が動きsTM

探針下の電子状態が変化したためである．渦糸の個数
は，14.5 T磁場に相当する渦糸の個数より1割程度多

図４	（ａ） 第2種超伝導体YNi2B2Cにおける渦糸芯内部と渦糸芯外
の微分伝導度，Vbias 1 mVで測定するとVbias以下の面積
に比例した量のトンネル電流が流れ渦糸を可視化するこ
とができる．

 （ｂ） 観測領域を高速走査して連続的にsTM画像を得て，渦
糸運動動画を作成する．

図５ 定点sTM法による渦糸運動測定の原理．
（ａ） 超伝導体表面における局所一粒子状態密度とsTM探針．

定点sTM法の概念図．
（ｂ） Zピエゾ制御電圧Vz（t）の一例．
（ｃ） Vz（t）のフーリエ変換．特徴的ないくつかのピークが観測

される5）．
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い．渦糸の運動により見かけ上数が多く数えられるため
である．青色正方形で囲まれた部分はひっかき傷が特に
激しい．Bi2sr2CaCu2Oxにおける渦糸の運動は急激な
ジャンプで離散的で連続的に渦糸運動を追うことはでき
なかったが，渦糸が滞在しうる場所は，原子レベルで同
一で再現性があった9）．
　このような渦糸運動の情報は，高分解能で同じ場所の
精度のよいsTM画像を何枚も取得し続けることにより
得ることができる．多数の画像をあとで各ピクセルの値
を統計処理して一枚の画像とする．最大値，最小値，標
準偏差等をもとめ，渦糸運動の情報を得る．デジタルカ
メラを用いて行う「コンポジット撮影」の手法から物材
機構の吉澤俊介氏が「コンポジットsTMイメージング」
と名付けた新手法である10）．最大値や最小値画像を見る
ことにより，渦糸の軌跡を推測することができ，渦糸が
滞在しやすい場所，渦糸ピニングの様子やピニング渦糸
の周りへの影響を視覚化して知ることができる．この方
法もsTMの高度の安定性が要求される．図6（a）の青線
正方形で囲まれた小さな領域の渦糸を画像化する．例と
して，連続測定で得た多数の画像を統計処理して各ピク
セルの最大値画像GMax（r），最小値画像GMiN（r）が図6

（b），（c）に示されている．最大値の画像は一度でも渦糸
が存在した位置が画像として示される．最小値の画像で
は，動く渦糸は暗く画面から消える．このように渦糸運
動の情報を得ることができる．

　次にこれらの三つの方法をもちいて得た，高磁場中の
渦糸状態測定について簡単に述べる．

３．YNi2B2Cの渦糸ガラス相　　
３．─高速走査STMによる測定

　第2種超伝導体YNi2B2Cは，転移温度15.6 K，Hc2（0）
は約9 Tの超伝導体で約20年前に発見され，その結晶構
造はNi2B2層とYC相が積み重なった層状で，Yを磁性
希土類元素に置き換ると反強磁性と共存する超伝導を示
す．銅酸化物高温超伝導体YBa2Cu3Oxと似ているため，
高温超伝導の可能性が期待され，発見当時おおくの研究
がなされた超伝導体である11）．研究の結果は，電子状態
は3次元であり，異方的（多分ポイントノードのある）
s波超伝導である．純良単結晶YNi2B2Cは極低温4.2 K

で劈開することにより原子像が観測可能なc─面を準備す
ることができるので，その渦糸状態はsTM法で詳細に
調べられた．渦糸格子の形状，その磁場依存性および渦
糸芯の離散的な準粒子束縛状態も極低温下において観測
されている．これらは豊田研究報告No. 6712）， 696）にも
述べられているので参照してください．

　YNi2B2Cの渦糸格子は，c軸に平行に磁場をかけた場
合，低い磁場において長軸が原子結晶の［110］に平行な
菱形，磁場を大きくしてゆくと長軸の方向が［100］の向
きになった後，0.1 T以上の磁場では対角線が［100］方向
の正方格子となる．5 Tの磁場まで同じ正方格子である
ことがsTMで確認されている13，14）．
　原子が観測される平坦なc─面が得られるので高速走査
sTMが可能となる．劈開面内のある場所300–400 nm×
300–400 nm領域を10–15 secで高速走査できる．また，
約1 T以上の高磁場では，正方渦糸格子に刃状転位が観
測される．極低温0.46 Kにおける1 T以上の磁場下の磁

図６ （ａ） Bi2sr2CaCu2Oxの39 Kから4.2 Kまで14.5 T下磁場中冷
却後の渦糸像．微分伝導度G （r, +9 mV）が示されてい
る．渦糸芯の準粒子状態の微細構造も測定されている．
画像中にひっかき傷のように見えるのは，渦糸のジャン
プによる運動によるものである．

 （ｂ） GMax（r）による青色正方形領域の渦糸画像，渦糸が存在
しうる場所が示される．

 （ｃ） GMiN（r）による青色正方形領域の渦糸画像，動く渦糸葉
暗く消え，動かない渦糸が明るく表示される．

図７　YNi2B2Cの結晶構造
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化過程をsTMで可視化することによって，渦糸格子の
刃状転位について詳細な情報を得ることができた．極低
温0.46 Kにおいて磁場を10–5 T/secでゆっくり掃引しな
がら，高速走査sTM法で同じ400 nm×400 nm領域を
繰り返し高速走査し，渦糸像を1画像10–15秒で測定
し，渦糸の動きを調べた．結果のみを述べる．1.1 T以
上の磁場で渦糸正方格子の中に孤立刃状転位が観測され
た．渦糸運動には刃状転位が重要なはたらきをする．
YNi2B2Cの正方渦糸格子は刃状転位のすべり面が境界と
なってできる長方形領域に分割され，それが約100個の
渦糸を含む渦糸束なり，すべり面で互いに滑りながら，
全体として移動してゆく．転位の中心は，すべり面上長
方形の辺の上を運動する．互いに直交する刃状転位間に
は斥力が働くようである．刃状転位のclimb運動は観測
されないので，刃状転位の数は渦糸格子の動きによって
変化しない．図８に連続sTM画像をつなぎ合わせた図
を示す．この図から転位密度を測定することができる．
転位密度は，1.1 Tから急激に増大し，約0.02 ［1/a2］
（a：渦糸格子定数）で一定となる．高磁場では刃状転位
の整列により小角粒界ができ，渦糸格子は多結晶とな
る．粒径の大きさは磁場とともに小さくなる．配向秩序
相関を調べてみると配向相関関数は冪状則に従い減衰す
ることが分かった．
　これらの観測結果から，きれいな第二種超伝導体
YNi2B2Cの渦糸ガラス相について次のことが明らかに
なった．渦糸状態は，1.1 T以上でトポロジカル欠陥で
ある孤立刃状転位が生じ，トポロジカル秩序が破れた状
態となる．したがって1.1 T以下の状態がBragg Glass相
と考えられ，それ以上がVortex Glass相である．Vortex 

Glass 相は，渦糸格子は孤立刃状転位のすべり面が作る
長方形状の渦糸束に分割されていて，高磁場では刃状転
位の整列により小角粒界が生じ多結晶となる．小角粒界
と刃状転位すべり面が作る長方形網目が入れ子構造に
なった状態と推測される．この状態では冪乗則で減衰す
る準配向秩序が存在する．多結晶粒界サイズが渦糸束の
大きさになったとき渦糸格子はアモルファスとなる．ま
た，渦糸格子に駆動力が働くとき互いに直交する刃状転
位の中心は避けあいながら運動する．

４．Bi2Sr2CaCu2Oxの渦糸ガラス相
４．─液体凍結状態？

　Bi2sr2CaCu2Ox = 8 + δは，結晶中の過剰酸素によりCuO2

面にホールがドープされ超伝導が誘起される．結晶構造

を図９に示す．2枚のBiO層を隔てたCuO2面間の結合
は弱く，2次元性の強い超伝導が実現されている．渦糸
は，図2に示すように，渦電流がCuO2面に存在し，磁
力線でつながっている「パンケーキ渦糸」と呼ばれる形
をとる．Bi2sr2CaCu2Ox = 8 + δでは走査トンネル分光により
2–3 nmの長さスケールで電子状態の不均一性が存在す
ることがわかっている．実験に用いた，ホールが少し
オーバードープ気味でTcが87 Kの試料では，超伝導エネ
ルギーギャップΔは20 meVから50 meVと分布している．
sTs測定で過剰酸素位置，Δの空間分布と渦糸中心位置
との関係が測定できる9）．渦糸芯の大きさが1–2 nmで
あるのでΔの2–3 nmスケールでの空間不均一性は渦糸状
態に大きな影響を与えると考えられる．Bi2sr2CaCu2Ox

は弱いピニングのある汚い超伝導体である．

　Bi2sr2CaCu2Oxの渦糸状態は，低磁場において磁化
測定，電気伝導測定等で詳しく調べられている．図１０
に示すように，Bi2sr2CaCu2Oxでは，40 K以下の低温，

図８ 磁場掃引によって測定した渦糸格子をつなげ合わせた画像．
 これから転位蜜度や小角粒界についての情報が得られる．

図９ Bi2sr2CaCu2Oxの結晶構造．
 BiO面の間で劈開が起こる．
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ると，4回対称の相関を持つ部分がいくつか観測された．
その部分は正方渦糸格子で，辺方向は結晶格子の常に 

a軸，b軸方向である．この方向はdx2-y2超伝導のノード
方向である．乱れた渦糸状態の中に100個弱の渦糸が局
所位置秩序を示す領域の存在が観測された．
　高磁場中冷却したBi2sr2CaCu2Oxの渦糸状態は，図6

（a）に示したように渦糸が動く領域が観測される．また，
渦糸の動きが観測されない領域も広く存在し，渦糸運動
は非常に不均一である．YNi2B2Cにおいては，磁場を
ゆっくり掃引するとき，磁場が静止するとすぐに渦糸の
動きは停止，その後渦糸は動かない．我々のYNi2B2C

単結晶試料は非常に純良なもので低温でも熱平衡状態が
すぐに実現されると考えられる．一方，Bi2sr2CaCu2Ox

の磁場中冷却渦糸状態では非常に長い緩和が観測され
る．図１２（a）–（c）にトンネル電流sTM定点観測の結果
を示す．10 T磁場下20 Kから4.2 Kまで磁場中冷却さ
れたものである．図12（a）に，ある渦糸上にsTM探針
を置き試料表面からの距離を制御するZピエゾ素子への
電圧VZの時間スペクトルを示す．不連続なVZ（t）の時間
変化が測定されている．渦糸が動いていることを示して
いる．渦糸がsTM探針下に存在するか否かの状況が測
定された．トンネル電流の時間変化が図12（b），（c）に
示されており，測定時間分解能1 msで測定可能である．
Bi2sr2CaCu2Oxにおいては渦糸運動の飛びは1 ms以下で
起こっていることがわかる．図12（a）の定点トンネル分
光を長時間にわたって続け，渦糸の飛び移り間隔の統計
を調べるとZipf-Mandelbrotべき乗則にしたがっている
ことがわかった 5）．このべき乗分布則は，自己組織化臨
界状態における緩和現象に対して期待されるものであ
り，広い範囲にある多数の渦糸の運動状態の影響を受け
てある場所の渦糸運動が起こっていることを意味する．
これはある場所での地震が起こる時間間隔の統計則と同
じものである．4.2 Kで磁場を3 Tまで下げても似た状
態が観測される．したがって，べき乗則に従う運動が起
こる部分と渦糸100個程度で局所位置秩序が実現してい
る部分が混合している状態が高磁場中冷却した
Bi2sr2CaCu2Oxの渦糸状態である．これは熱平衡状態で
はなく，液体渦糸相を経て冷却されてきたものであり凍
結液体状態を可視化した観測と推察できる．

５．ま　　と　　め
　渦糸の運動をsTMで測定する3つの走査トンネル分
光顕微鏡の手法を用いて，きれいな第2種超伝導体
YNi2B2Cと銅酸化物超伝導体Bi2sr2CaCu2Oxの高磁場低
温相のトポロジカル秩序の破れた渦糸グラス相の構造に
ついて調べた．
　YNi2B2Cにおいては約1.1 TでBragg Glass相から孤
立刃状転位の存在するトポロジカル秩序のないVortex 

0.05 T以下の低磁場の領域にトポロジカル秩序を有する
Bragg glass相が，磁化測定，電気伝導測定から確認さ
れており，vortex glass相との間の転移は1次相転移と報
告されている．高磁場領域の渦糸状態は，転位が存在し
トポロジカル秩序をもたない相と予想されVortex glass

と呼ばれているが，いかなる状態かは解明されていな
い．我々は，4.2 K，15 Tの磁場下で局所的に正方渦糸
格子をsTMで観測している15）．さらに詳しく，30 Kか
ら10–15 Tで磁場中冷却した渦糸状態をsTM法で調べ
た．図１１に4.2 K，15 Tで測定された渦糸像を示す．
　380 nm×380 nmの領域に約1000個の渦糸が測定さ
れている．周期的な格子は観測されていない．この領域
内の小さな領域の各所で渦糸位置の自己相関を調べてみ

図１１ （ａ） Bi2sr2CaCu2Ox磁場中冷却15 T，4.2 Kの380 nm×380 
nm領域の渦糸像．

 （ｂ） 青色正方形部分の自己位置相関図，
  4回対称の正方形が観測され，辺の方向は結晶軸のa, b

軸方向に一致している．（菊池佑介，修士論文（2004））

図１０ Bi2sr2CaCu2Oxの渦糸相図．
 Brag Glass相が0.05 T以下の低磁場領域に存在することが，

バルク測定からわかっている．高磁場，低温領域は乱れたグ
ラス相であるがよくわかっていない．赤線で示される磁場中
冷却の条件でsTMによる渦糸状態が調べられた．
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ると，4回対称の相関を持つ部分がいくつか観測された．
その部分は正方渦糸格子で，辺方向は結晶格子の常に 

a軸，b軸方向である．この方向はdx2-y2超伝導のノード
方向である．乱れた渦糸状態の中に100個弱の渦糸が局
所位置秩序を示す領域の存在が観測された．
　高磁場中冷却したBi2sr2CaCu2Oxの渦糸状態は，図6

（a）に示したように渦糸が動く領域が観測される．また，
渦糸の動きが観測されない領域も広く存在し，渦糸運動
は非常に不均一である．YNi2B2Cにおいては，磁場を
ゆっくり掃引するとき，磁場が静止するとすぐに渦糸の
動きは停止，その後渦糸は動かない．我々のYNi2B2C

単結晶試料は非常に純良なもので低温でも熱平衡状態が
すぐに実現されると考えられる．一方，Bi2sr2CaCu2Ox

の磁場中冷却渦糸状態では非常に長い緩和が観測され
る．図１２（a）–（c）にトンネル電流sTM定点観測の結果
を示す．10 T磁場下20 Kから4.2 Kまで磁場中冷却さ
れたものである．図12（a）に，ある渦糸上にsTM探針
を置き試料表面からの距離を制御するZピエゾ素子への
電圧VZの時間スペクトルを示す．不連続なVZ（t）の時間
変化が測定されている．渦糸が動いていることを示して
いる．渦糸がsTM探針下に存在するか否かの状況が測
定された．トンネル電流の時間変化が図12（b），（c）に
示されており，測定時間分解能1 msで測定可能である．
Bi2sr2CaCu2Oxにおいては渦糸運動の飛びは1 ms以下で
起こっていることがわかる．図12（a）の定点トンネル分
光を長時間にわたって続け，渦糸の飛び移り間隔の統計
を調べるとZipf-Mandelbrotべき乗則にしたがっている
ことがわかった 5）．このべき乗分布則は，自己組織化臨
界状態における緩和現象に対して期待されるものであ
り，広い範囲にある多数の渦糸の運動状態の影響を受け
てある場所の渦糸運動が起こっていることを意味する．
これはある場所での地震が起こる時間間隔の統計則と同
じものである．4.2 Kで磁場を3 Tまで下げても似た状
態が観測される．したがって，べき乗則に従う運動が起
こる部分と渦糸100個程度で局所位置秩序が実現してい
る部分が混合している状態が高磁場中冷却した
Bi2sr2CaCu2Oxの渦糸状態である．これは熱平衡状態で
はなく，液体渦糸相を経て冷却されてきたものであり凍
結液体状態を可視化した観測と推察できる．

５．ま　　と　　め
　渦糸の運動をsTMで測定する3つの走査トンネル分
光顕微鏡の手法を用いて，きれいな第2種超伝導体
YNi2B2Cと銅酸化物超伝導体Bi2sr2CaCu2Oxの高磁場低
温相のトポロジカル秩序の破れた渦糸グラス相の構造に
ついて調べた．
　YNi2B2Cにおいては約1.1 TでBragg Glass相から孤
立刃状転位の存在するトポロジカル秩序のないVortex 

0.05 T以下の低磁場の領域にトポロジカル秩序を有する
Bragg glass相が，磁化測定，電気伝導測定から確認さ
れており，vortex glass相との間の転移は1次相転移と報
告されている．高磁場領域の渦糸状態は，転位が存在し
トポロジカル秩序をもたない相と予想されVortex glass

と呼ばれているが，いかなる状態かは解明されていな
い．我々は，4.2 K，15 Tの磁場下で局所的に正方渦糸
格子をsTMで観測している15）．さらに詳しく，30 Kか
ら10–15 Tで磁場中冷却した渦糸状態をsTM法で調べ
た．図１１に4.2 K，15 Tで測定された渦糸像を示す．
　380 nm×380 nmの領域に約1000個の渦糸が測定さ
れている．周期的な格子は観測されていない．この領域
内の小さな領域の各所で渦糸位置の自己相関を調べてみ

図１１ （ａ） Bi2sr2CaCu2Ox磁場中冷却15 T，4.2 Kの380 nm×380 
nm領域の渦糸像．

 （ｂ） 青色正方形部分の自己位置相関図，
  4回対称の正方形が観測され，辺の方向は結晶軸のa, b

軸方向に一致している．（菊池佑介，修士論文（2004））

図１０ Bi2sr2CaCu2Oxの渦糸相図．
 Brag Glass相が0.05 T以下の低磁場領域に存在することが，

バルク測定からわかっている．高磁場，低温領域は乱れたグ
ラス相であるがよくわかっていない．赤線で示される磁場中
冷却の条件でsTMによる渦糸状態が調べられた．
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Glass相に移る．このVortex Glass相は，刃状転位のす
べり面が作る長方形渦糸束と転位の整列による渦糸格子
の小角粒界による渦糸多結晶との入れ子構造になってい
る．この相は，位置長距離秩序はないが，相関がべき乗
則で減衰する準長距離配向秩序が存在することがわかっ
た．低温，高磁場領域のVortex Glassの構造が明らかに
なった．
　Bi2sr2CaCu2Oxの高磁場中冷却渦糸状態は，約100個
の渦糸が局所的に正方秩序格子となっている部分がアモ
ルファス渦糸に囲まれる構造が観測され．また，自己組
織化臨界状態の現象と考えられる長い緩和現象が観測さ
れることから．冷凍液体状態であろうと考えている．
　渦糸状態ダイナミクスのsTM測定は，未解明の高磁
場低温領域のVortex Glass相の構造に威力を発揮すると
考えられる．転位やその整列による小角粒界のある渦糸
格子に関する大規模のコンピューターシミュレーション
が待たれる．これらの成果は，山梨大学の内山和治氏，
物材研究機構の吉澤俊介氏との共同研究である．また，
一部は，MEXT科研費23108004の支援を受けている．
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図１２ 10 T磁場中冷却渦糸状態の定点トンネル分光．
 （ａ）VZ（t），（ｂ），（ｃ）It（t）．時間分解能1 msでの測定が可能．
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