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宇宙物理   宇宙・地球の誕生の起源 
物性物理   物質の性質、原子・電子を最小の単位 
原子核物理  陽子と中性子の集まりである原子核 
素粒子物理  これ以上に分けることができない粒子 

物理学の分野 



物質の性質を明らかにする「物性物理」  
物質＝ひとつ、もしくは複数の原子の集まり 



物質の性質を明らかにする「物性物理」  

Sr 
SrFe2As2の結晶構造 

単結晶： 試料全体で結晶が規則正しく配列している 

結晶：原子が周期的に配列している物質 

3.9Å 
(×10-10 m) 

768万個並べて3mm 



物質の性質を明らかにする「物性物理」  

無数の物質の中から新しい性質を探索し追求する。 

これらの性質は温度に対して敏感か？ 
磁場や圧力に対する応答は？ 



超伝導とは？ 

ある温度以下で電気抵抗がゼロになる マイスナー磁気遮蔽 

超伝導転移温度 
YBa2Cu3O7の磁気浮上 

－273.15 ℃ ＝ 0 K（ケルビン） 

オームの法則 
E = I R 

超伝導状態 常伝導状態（通常の金属） 

液体窒素 77 K （－196 ℃） 



超伝導の発見（1911年） 

H・カマリン・オンネス  

（1853-1926） 

（オランダ・ライデン大学） 

1908 ヘリウムの液化 

1911 Hgにおける超伝導の発見 

（1913 ノーベル賞受賞） 

電
気
抵
抗

 

温度 

当時(約100年前)の低温生成競争 
1877年 ピクテ（スイス）、カイユテ（フランス）がO2、N2の液化    77 K 
1898年 ジェイムズ・デュワー（イギリス）がH2の液化    20K 
1908年 カマリン・オンネス（オランダ）が4Heの液化    4.2 K   減圧で1.2 K 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Kamerlingh_portret.jpg�


超伝導のメカニズム 

電気伝導を担うのは電子 

超伝導状態では 

電子はペアを組む（クーパー対） 

原子核（電荷は+） 従来の超伝導体では、電子は 
格子振動を媒介してペアを組む 
（BCS理論） e- 

+ 

J. バーディーン L.N. クーパー J. R. シュリーファー 

（1972 ノーベル賞） 

電子 
電荷  -1.6×10−19クーロン 
スピン  1/2（磁石の素）  
質量  9.1×10−31キログラム 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/John_Bardeen.jpg�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Leon_Neil_Cooper.jpg�


超伝導とは？ 

電子が２つで対を作っている状態 

ただし負の電荷どうしにはクーロン相互作用により 
斥力（反発する力）が働く 

ペアを作るためには“別の相互作用”が必要！ 

電子 
電荷  -1.6×10−19クーロン 
スピン  1/2（磁石の素）  
質量  9.1×10−31キログラム 

BCSが説明した機構：電子と格子の相互作用 
             （ただし、40 K程度の超伝導温度が限界） 
 
その後、磁気的な相互作用による超伝導体が発見される。 
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超伝導の歴史 

鉄系超伝導 

銅酸化物超伝導 

超伝導の発見 

BCS超伝導 
（フォノンを媒介 
とした超伝導） 

カマリン・オンネス 

ベドノルツ&ミュラー 

細野 秀雄 
東工大 

シュテグリッヒ 

CeCu2Si2における 
非BCS超伝導の発見 
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超伝導と磁場 

超伝導は磁場を排除し、 
臨界磁場によって壊れる。 

超伝導状態 

常伝導状態 

温度 

磁場 

0 

臨界磁場 

低い磁場では完全に遮蔽 

少し高い磁場では磁場が 
侵入する場所（渦糸）を作る 

超伝導 
転移温度 



超伝導と磁場 

低い磁場では完全に遮蔽 

少し高い磁場では磁場が 
侵入する場所（渦糸）を作る 

磁石： 磁力線を出す 

超伝導体： 磁力線を排除しようとする。 
       一旦、磁力線を取り込み渦糸を 
       形成すると、それを保持する。 



超伝導と磁場 

低い磁場では完全に遮蔽 

少し高い磁場では磁場が 
侵入する場所（渦糸）を作る 

磁石 

超伝導体 



鉄系超伝導体の発見 ２００８年 

反強磁性 26K 
東工大 
細野 秀雄 

従来のBCS超伝導体： 超伝導転移温度の限界 
 
非BCS超伝導体の探索がこの20～30年の大きなテーマ 

超伝導 

現在、最高転移温度 56 K 

常磁性 

http://sankei.jp.msn.com/photos/culture/academic/080623/acd0806230333002-p1.htm�


磁性と磁気秩序 

電子は磁石の素 

例：鉄イオン Fe3+ 23個の電子をもつ。 
その内、18個は反平行の対を作って磁性を消す。 
残りの5個の電子が磁性を生む。 

原子核 
対にならない電子が作る“磁気モーメント“ 

常磁性：磁気モーメントはランダムに揺動しており、 
      時間平均すると消えている 

強磁性：磁気モーメントは平行にそろう 
      物質全体でそろっているものが磁石 

反強磁性：磁気モーメントは反平行にそろう 



圧力セル 
最大：約5万気圧 
（海底では最大 
 1000気圧程度） 

磁気相の境界で出現する超伝導 

反強磁性 

超伝導 

OをFに置換することによって反強磁性を 
抑制し、超伝導を誘起することに成功 
(異なる磁性（磁気相）の境界が重要) 
 
圧力によって反強磁性を抑制できないか？ 圧力媒体 

（凍りにくい液体） 

常磁性 



結晶構造が3%ほど縮む 

反強磁性の相互作用が超伝導には重要！ 
 
相図作成は物理現象の背景を 
知る上で非常に有効 

圧力によって出現する超伝導 

対象物質： SrFe2As2 
反強磁性転移温度 200 K 



圧力実験から分かること 

超伝導転移温度が圧力下で10Kも上昇！ 

Ca4(Mg,Ti)3Fe2As2O8 

Tc = 36 K 
a = 3.930Å 

Tc = 47 K 
a = 3.880Å 



強磁性（磁石）の中で起きる超伝導 

結晶中には磁気モーメントの 
向きやすい方向が存在する 
＝磁化容易軸 

強磁性 
52 K 
超伝導 
0.7 K（圧力下） 

強磁性 
10 K 
超伝導 
0.25 K 



S.S. Saxena et al., Nature 406, (2000) 587. 

超伝導 

UGe2   キュリー温度 52 K 
 
PM : 常磁性 
FM1：弱い強磁性   ～1μB / U 
FM2：強い強磁性   ～1.4μB / U 
 

・ 圧力により強磁性が消失 
・ 超伝導がFM1とFM2の境界で出現 
・ 強磁性（磁石）のなかでしか超伝導は起きない 

強磁性超伝導体（わずか４例） 
UGe2（2000 イギリス、フランス） 
URhGe (2001 フランス) 
UIr (2004 日本) 
UCoGe（2008 オランダ） 

磁石の中で起きる超伝導 

N. Tateiwa et al., 
 JPSJ 70, (2001) 2876. 
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磁場によって出現する超伝導 

F. Levy et al., Nature 309, (2005) 1343. 

磁化容易軸 

磁場 電
気
抵
抗

 
b方
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磁場（テスラ） 

一旦、超伝導は消える 
再び出現！ 

c方向を向いていた磁気モーメントが磁場方向(b方向)に向きを変える（異なる磁性の境界） 



日々発見される新超伝導体・・・ 

LaO layer 

BiS2 layer 

転移温度 10 K 

首都大学 水口ら 

この構造の持つ超伝導の最高値は？ 
 
圧力によって転移温度が上がらないか？ 
 
超伝導のメカニズムは？ 

鉄系超伝導体 



まとめ 

超伝導とは2つの電子がペアを作る現象である。 
ペアを作るためには何らかの相互作用が必要で、 
その相互作用は多様。 

超伝導は磁場によって壊される。 
従来は磁場との相性は悪いとされてきた。 

超伝導は異なる磁性（磁気相）の境界で出現することがある。 
強磁性体の中でも起こることが出来るし、磁場によって 
出現することもある。 
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