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１．背景
水素は 400 万気圧 (約 400 GPa) を超える超高圧下で金属化し、室温超伝導体となることが理論的に予測されているが、
その超高圧力のため、未だ実現されていない。近年、単体水素は多くの相転移が発見され、固体金属水素の実現に迫る道
程として活発に研究されている。単体金属水素の探索の一方で、水素を多く含む物質 (水素化合物) であれば、より低圧
力で高い Tc を持つ超伝導体の発現が理論的に予測された[1]。実際、2015 年に Eremets のグループは、硫化水素 (H2S) に
おいて 150 GPa の高圧下で 203 K (-70℃) もの高温の超伝導転移温度 (Tc) を報告し、水素化合物の圧力誘起高温超伝導の
期待が現実のものとなった[2]。この超伝導体は、出発物質である H2S が圧力誘起の分子解離を起こして生じるものであ
り、大変シンプルな体心立方構造をもつ H3S であることがわかり、超高圧環境が新奇物質の合成に有効な手段であるこ
とが示唆された[3]。これを受けて、H2S へのドーピングや他の水素化合物の合成による、より高い Tc を目指した研究が
加速している。圧力誘起超伝導の探索においては理論研究が先行しており、LiH6、CaH6、YH6 や UH8 など液体窒素温度
を優に超える Tc を持つ様々な水素化物が提案されている。実験的には硫化水素の Tc～200 K を超えるランタン水素化物
の Tc が Eremets や Hemley らにより、
それぞれ arXiv および PRL に報告されている[4, 5]。
筆者の所属グループでも Tc ~ 280
K が予測されるリンドープ H2S などの合成を行っているが、電気抵抗のような実験手法により直接的に超伝導を観測し
た報告は未だ少ない。
本研究では、H2S の硫黄を同族元素である第 16 族の元素 (酸素、テルル、セレン) へと置き換えることを着想した。し
かしながら、セレン化水素 (H2Se) およびテルル化水素 (H2Te) はガスとして購入可能ではあるが、ともに硫化水素 (H2S)
に比べても極めて有毒で可燃・引火性があるため、取り扱いが難しい。そこで、単体の水素とセレンもしくはテルルを圧
力セル中に封入し、高圧高温下で合成する方法を取る。酸素はこれまでの研究における水 (H2O) の圧力に対する安定さ
から金属化・超伝導化が見込めないため、本研究対象から除いた。

２．研究方法
本研究では、高圧力発生にダイヤモンドアンビルセル(DAC) を用いた。DAC は金属板 (ガスケット) に開けた穴を試
料室とし、ダイヤモンドアンビルで挟み込んで加圧する。ダイヤモンドが透明なため、顕微鏡による直接観察や X 線回
折、ラマン分光測定などの光学測定も行うことができる。水素は常温常圧で気体のため、充填には冷凍機を用いて対象試
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料とともに密閉して冷却・液化して封入した。まず、セレン水素
化物の合成条件を決定するため、他グループの実験報告を参考に
[6, 7]、粉末化したセレン (高純度化学社製、6N) と、セレンに対
して十分な量の水素を試料室内に 10 GPa 以下で充填した。その後、
セレンに赤外線レーザーを入射することで加熱して周囲の水素と
反応させた。合成した試料は、既設のラマン分光測定と SPring-8
の高圧専用ビームライン BL10XU にて放射光 X 線回折実験により
同定を行った。合成条件決定後は、高圧下電気抵抗測定のセッテ
ィングを行った。水素の圧縮率による試料室の変形に耐えられる
ように、電極はアンビル上に既設のイオンスパッタリング装置で
描画され、白金箔を経由してセル外に取り出す。試料部はガスケ
ット-電極間の絶縁には CaF2 や CaSO4 など、水素化合物との化学的
な反応性の少ないものを用いる。

図 １．DAC 内の試料室付近の様子. それぞれ (a) 10 GPa と
(b) 減圧後 3 GPa. 右図は概略図で灰色、黄色部分はそれぞれ
セレンと水素で、赤、青色はレーザー加熱で合成された試料.

３．結果と考察
図 1 にレーザー加熱を行った後の試料室の内の顕微鏡写真と概略図を示す。水素充填後、10 GPa で試料室内左下付近
のセレンにレーザーを照射したところ、赤線で示した針状結晶が成長する様子が見えたが、これは十数分で融解してしま
った (図 1(a))。次に、水素が液体状態となる 3 GPa まで減圧し、試料室内のセレン全体にレーザー加熱を行ったところ、
合成試料に対して室温でラマン分光測定を行うと、
単体水素の vibron
H2 とは異なる液状の試料が合成された(図 1(b)青色)。
(4200cm-1 付近) 以外に、(H2Se)2H2 (組成式では H3Se) の vibron (4100cm-1 付近)、H-Se 結合と考えられる振動モード
(2300cm-1 以下) が観測された (図 2)。Ref. 6, 7 の結果と比較すると、4100cm-1 付近の振動は H3Se の振動モードとよく一
致する (図 2 赤●)。
しかし、
低波数側のピーク波数は H2Se の Symmetrical と Asymmetrical の Stretching モード (1 と3) に
よく似ているが、圧力依存性やラマンピークの形状は H3Se に一致した。室温で加圧していくと、20 GPa 以上でラマンピ
ークがブロードとなり始め、試料の色が黒色 (不透明) となったことは、これまでの先行研究とも一致する。これは、室
温で加圧した際に圧力誘起の分子解離が起こっているためだと思われる。さらに、X 線回折実験から結晶構造の同定を試
みたが、X 線によって試料が分解してしまったために、X 線回折プロファイルを得られなかった。これまでの硫化水素の
研究の経験から、水素化セレンにおいても高温超伝導相に到達するためには室温での分子解離を避け、低温での加圧が必
要であると考えられる。合成条件決定後、電気抵抗測定用のセッティングを行ったが、充填・加圧の際に金属ガスケット
-電極の間の絶縁体を通して試料室から水素が逃げてしまい、封じることができなかった。今後、水素封入のために絶縁
層の最適条件を探し、単体水素ではなく水素を含有する物質、”水素源”によりセレンを水素化する方法を模索する。

４．まとめ
新たな高温超伝導体の探索のため、単体水素とセレン
を用いて水素化セレンの高温高圧合成および合成試料の
電気抵抗測定を試みた。H-Se 化合物の合成には成功した
ものの、電気抵抗測定のために必要な絶縁層を持つガス
ケットを用いて水素を封入、もしくは水素を供給する物
質を使用する方法を検討中である。この方法が確立でき
れば、これまで理論的に予言されているたくさんの水素
化合物に対して適応できることが期待される。
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数の圧力依存性. ●が本研究結果、
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