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＼＼一

超伝導体における磁束の運動

- Y.B.Kim氏の講演ノ- 卜か ら -

研究会報告

このノー トは川村民 (物性研) の御努力に よb-作 ることが出来ま したO

感謝 します｡

§1 工n辞 Oducも土o‡ユ

周知 のように超伝導体は抵抗- 0,また超流廟体では粘性- Oとい う特 性を

示す｡ 脚 Ⅹ町ellの方程式によると電流のあるとき､そのまわ 恒こ磁場が生ず

る (牙 1図 a) otすなわ ち

▽×E=｣ヱJ
C

(lj

lJOndorlの現象論は､流れの fE超流動 仔成分が渦な し運動をすること を根底 と

する｡ すなわち∴超流動成分の遵勤量 を㌔ として

▽×ps芋0

超伝導体では p8-mvs+i A故(2)か ら

▽-xJ-_選望 H
mC

(2)

(3)

(2)紘(1)に対 して､超伝導体では磁場があると電流が周囲に生ずることを要請

す る (矛1図 b)o(ij,刷 か らJを消去す ると

才 1 図

∇2Hニ=ス-2H
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が出てMeiBSneTeffect が説明出来るO(2)は運動量空間に pB.it=CO'nstant

とい うLongRangeOderがあることを示 し､Londonは られが量子力学的

現象による.ものであることを強調 した｡量子 力学的には電流密度は

Jq,mJ芸 (揮 い 岬 の 一意 A困 2 (5)

であらわ されるが,普通の金属ではAが与え られるとそれに対応 して 少が変化

するために(5)の牙一項 と牙二項は うち消 し合 うが､超伝導体ではそ の際 少は

r抽 dであるために､磁場 をかけると反磁性電流 -意 A困 之 が残る｡

London の理論に次 ぐ重要な現象論は 飢rlZburg-Lan申u の理論である.

彼 らに よっては じめて複素数のOrderparameter が導入された.｡超伝導体

では､それが系の波動関数 の役割を果たす. Orderparamel,er怒

¢-f㌻ iS

とあ らわす と(5)は

Jq,m-憲回 2▽S一意回 2A

(6)

(7)

反磁性電流の他に もranSpO‡･t Current のあるときは どうしても(7)の ▽S項

が必要 であb､(6)か ら次の関係式が得 られる｡

-fr▽S==
m J

elf f2+ヱ A-psC (8)

もちろん､は じめか ら ps～▽S を仮定 しても(2帽 満足できるが､(6栂 もう少

し量子力学的基礎 '1=立った仮定である｡(8)は又放釆量子化を示琴する.すなわ

ち

Sp8･dk S(mvs+ ;A).dL-瑚 ▽S･dL (9)

(9)の最後 の積分は典線にそっての位相のずれであるが､積分のは じめと終 鋸は

同 じ位置故 この位相 の差は 2打の整数倍 でな くT:'転な らない｡(9)の真申の式で

vsの項は vs-0の所で横分すれば寄与 しないoAの線積分はその閉曲韻によ

十A36-
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ってかて まれた琴 を通過する全磁束に飽な らな り O レゝいかえれば

(e/C)9-2nZT缶-hn n-0,i,2,･･- (10)
(10)は磁束が量子化されてVlることを示す ｡ ただ し､ Cooperpairの概念が

導入され (10) の eは実際は 2e でお きかえ られな (てはな らない｡すなわ ち

(10) よbflux quantumは

9.-hv2e芸2×10Pgaus8-C_Tn2 (1O_)

の大 きさをもっている. Ginzburg-Landauの現象論はその後 Abrikosov

に よって牙二種超伝導体の -1Abrikosov sやrucもure.事の研究に発展 したが､

そのことは後に述べ るO なお GinzbuTg-Landau 理論の微視的な基礎付けは

後に riOr/kov によって行われ､与れ ら-連 のロシアにおける仕事は CiLAG･

理論 と総称されているo

§2 Normal(ブole

さて､超流動性 を示す系 を cOnd.en8-aもe と呼ぶが､それは前述の(6)で記述

される｡ しか Lcondensateでな くとも "0-alilean 工nvaria,riOe打の成 b

たつ系では一般に波動関数は(6桓 形 をもつ O りまれ (rl- rN)を基底状態 とす

ると運動量 pをもった状態は

旬 -eg･rl+-+か rN¢O

-ejp･R血 (rl- ,rN)

R-rl+- +rN

が成 bたつか ら､た しかに(6)が成 bたち､ 位相は(8ほ 満足するo Lか し､

Gali19arlinvarianceが成 bたたなh系では､上の議論は通用 しないか ら

例えばJo,sephsop効果 のようなす のを議論すみ ときに(6汲 び(8)を使 うとすノれ

ぼ け.condepsaもe打においてはく6枚 びく8)が成 bたつ ことを証明 しな (てほな ら

ないが､ 今め.tこ ろそ_の証明はない去 Andersonや Josephso嘉は (6)を

rA37-
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AnsaiT,Zと して使っているが我 々もそれにな らって(6)を出発点 と′して以下 の議

論 を進める｡

特に付記 してお きたいことは､超流動性に関する informationは全部位相

Sに含まれているとい うことであるo Londonが psに Long飴 ngeOrder

があるといった ことは､ Sに COherenceがあるとい うことで､此の COhererlCe

は数キ ロも離れた所まで及び得 るわけである.一方 fは熱平衡にある cOnden-
V
r̂e

sate の密度を示す もので (例えば supe le)Cもron の密度〕そ の空間的変

化 を現わす距離が coherence le頭 fh fCZ-10-4cm)である0

-億 の粒子 の位相督Sとすると､N個の粒子系 の位相は

eiS･･･- e iS = eiNS

となるか ら､粒子数 と位相 とは互いに canonical (〕Onjugateな畳である｡

したがって SとNの間にHeisenbergの関係 を想定で きる｡

aJU
i.biTIJ-ELK,叫 -i-∂S

∂ノ訂

i雨 - 〔L',S〕--ir訂

(1i)

(12)

(-1ユ) は位相の異な る系の間で粒子が移動す るとい うJosephsom効果 の存在

を表わす.重二葉な式であるが､われわれは (12) の方 を考察 しよ う｡

H-〟N を使 うと (12)は

話芸 -p-〟o+‡ mvg2+ev
(13)

と書ける. ここで poは､平衡系 の Chemical poもentiaユであDVは系に与

え られた外場 のポテンシャルである｡

ところで前にふれた ようにAbrikosovは､-Ginzburg-Landau方程式に基

づいて､敢場中の牙二種超伝導体 のOrder 阿rameter 少 の研究智行ったO

それに よると牙 2図に模型的に描いたよ うに超伝導体内に､ f由小 さい故琴 の

通過す る領域が生ず る｡そ してそ の周辺に反磁性電流 の流れる領攻かある｡ こ

｢Å38-
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の電流密度は､Meissner効果によb中心か ら l程度の範囲に流れ､また fの

小 さい領域は けcoherenceユengもh汀f程度である (矛3図)

牙 2 図

牙 3 図

-方､deGennesetaユ.は､純粋な金属 の OoK におけ るexcitaもion

specもrum を計算 し､ energygapが敢束の周蹄で 4図 aのようになってVl

ることを示 した｡また excitaも土on の状態密度は牙 4図 bのようにな る｡ こ

こで Ai ～.AG2/EF≪ AQ.である. すなわち､蛍束線の中心領域では､

矛 4 図

orderparameterf回 は小さい準が らも有限であるが e･neTgyga･Pがな一b▲~

とい う､いわゆる f'gaple･cjSTegion打である. こ うVlう理論計算 を基礎 と し

て､磁束は中心が半径 EまでnO-r皿aユな金属 の円筒であ′るとい うモデルが よ く

使われる｡ deGenneseもa1.の理論を有限温度または､不純物のある壕 合

に拡張 した理論はないが､実験 をみるとす くな (とも矛-近似 としては このモ

デルで よさそ うである｡

§3 Vorも苧Ⅹの運動 -ヾ

平衡状態にあ_る牙二穫超伝導体では Orderparam6七erS(I),i(I)が以上

に略記 した如 く空間的変化 督なすが､ これ を実験的に探知するには何等か の

peTもurbation を外部か ら加え､それに対する反応 を観測せねばな らない O

電気伝導を測る実験では このPerturbation疫 もranspoTもcurrenも で加

ニえち れ､実験の結果はーAbrikos
O-#

もructure を してVlる磁束が空間的に動

いていると見た方が～番わか b易ho従って S(I,ち),i(r,ち)なる状態菅考 え

rA39-
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ざるを得ず O-LAG･理論 を時間を含めて一般化せねばな らぬが､ これは極めて

むづか しh問題で､今 のところモデル 智使った理論的考察 しかない .

さて､オ 5回のような実験 をしてみ ると､超伝導体 の両端に電圧が生ず るこ

とが判った｡

オ 5 図

もし､vorもexが動かないな ら､外か らの電流は nOr皿alな voT七ex中心 を

迂回 して抵抗は生 じないはずである｡ このことはVortexが移動することを意

味する. こd)モデルは単に凝場だけが移動するとい うことではな (､牙 3図の

gapless領域 の外側 の再鹿 の-Lおersisもenも.Currentの ''flow pattem ''

全体が移動 しているとみな しゼいる｡それ故 uvorもex"の運動 とみな したので

ある｡ こ のVOrtexの移動 を想定 した のは次 のような理'由~による｡ まず牙 6図

に示す よ うに transporも currentを通す とMaxwell 方程式に よb (牙1

図 a)試料 の内外に磁場が生ず る｡試料 の外側に出来る磁場′~の様子は矛 6図に

矢の頭 と尾 で措かれた向 きにできる｡ これに対応 して､試̀料唇 iごも盛栄が入 る.

牙 6 図

ところで もともと外場によって磁束が一一様に入っていた ら､電流に よる凝 束は

vorもexの密度 を図の ように上で うす く下で こ くする｡そ うすると磁束 の間の

Max町e11応力によbvorもexは一様になろ うと して下か ら上-移動する｡

それでは この ように してできたvor七exの移動は どのような電場 を作 るであ
I

ろ うか｡は じめの うちは実験結果か ら来 る必要性 もあって電場は敢束が動 くと

きの iIlduchtion mechanismに よる ものであることを仮定 したOすなわち

1 ∂B

▽ XEここ71丁 或は
E=ご k xB=nJ も ×p.

C C
(i4)

ここで VLは VOrtexの速度であbnは V.ortex の密度であるo ところが英r

一A40-
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際 の実験では外部感場 も transporもourrent も時間的に-定 してい るか ら

回路の中に inductionLによって電場が出ろはずがない という反論が出た.

vortexが動 くとい うことは量子性を含む新 しい概念なので ClaBSicalには

すつ きbした説明おむつか しい と払 う;わけ-1SL魯うて､.(lr4) に対する賛否 の議

論が多数出現 した｡モデルを使ってVOrもexm0tioo にまって生ず る電場 を

細か く計算 した論文 も数個あらわれた｡ こ こではわれわれ は (14) が結果 的に

見 て正 しい とい うことを (13) か ら導 き出 したho

試料 の甲にA,B2 点 を考え る て牙7~図つ':去 A,ーBの間を通過するVOfもex

があるoA,Bニ点の位相のちが高は (13)'●か ら

打電 竺-2e▽Ⅴ ｡r E-意 -昔 (15)

に従 うo ここで 2eは 〔旭oper‡免irに衷応七七いる.一個の fluxquan一

七ulmが通過するとA,Bそれぞれ の位相は 7E,-tr だけかわ るか ら位相差はそ

のとき 2方だけ変化す るo voTtexの速度 をvL,VOTもexの線密度 をnと し

て毎秒 nvL個のVOrもexが通過するか ら (15)か ら

缶 VL

選=∵言㌻vLn2才=nPo-C

これは (14)と同 じ結果である｡

(16): I,

vL の大 きさは どのよ うに して決定されるだ ろ うかoまず電流が voTもex

の中を通過すると考える去､雇疲定はLorenもZ 力が働 きそ の反作用 と して

昔ofLt̂e女は
l

∫
F=言Po

の力 を うけるO こ の力に よって VOr鵬Ⅹ が vLとい う速度で劫 (と

(17)
LI1 1

EI H

F==甲VL (18)
.●

こ こで 甲は vOrも句正一の運 動の際 の粘性係数で､与 え られたJに対 しvL が どれ

ぐらい大 き(なるかを決 めるO実験的に執る畳は flow resisHvity pf=
rA41-



研･究会報告 ､

茂/Jで (16),(18)よb

pf= PoB/qc2 (19〕

か ら甲がきまるo この pf と敢場 の関係は牙 8図のよ うになるoこの図でfl<

fic之 の領域は

pi=pn(H/Hc･2)

牙 8 図

¢0)!.

7 - -

1

I-I■｢ir11=ii

(20)の(白ノHc2)は試料の表面積 中に占めるVdrもexの面横の割合だか ら

(20)は丁度､ gapleBS領域を電流が流れたときの抵抗が flow r缶Sistiviちyヽゥ1

に等 しいちとを示 しているo実際に･ヽ■.

HコB-npo

Hc2-90/7rf2
を(20)に代入すると

pf=亀 n打f2

､■
l

がでるO これでVOrtexが移動 しているときは､ transport cuTrentは .
∫

normaユな vortex 中心を避けずに通 b抜けるわけである｡ 勿論 これは電場

を生 じこれが観測にかかると考えるわけである｡

こ のような実験 を定量的に解釈するための理論 として､Bardeen lたちの議

論 とⅦわkhamの議論がある｡この二つのや b方のちがhは前者は Orderpa-

rameterの位相 Sを主に考え､後者は fの運動 を問題にするb

vort,ex flowで観測される電場がOhmicproceBS によって理解出来な

LJlことは次の実験で確かめられたO(牙 9図) すなわち､超伝導体Pに絶縁体

をはさんで金属 S凌載せる､Pに電準を流すo Sが normalであると電場は誘

<-A42-
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起きれないがこれが超伝導だと三下ゐ磁束d濯轟が上の超伝導体中に も

cop･pleして電場が生ず も O このような現象は単なるObmicprocesBとして

は説明が出来ないo

なお (Fig･8)の C畢 Ve.はマイクロ波でJを誘起 LFも全 く同 じものが観:Ll･-

潮される｡最後に大 きな 月C2 をもった物質について付言する｡ 矛8図はNb-

Ta についで得 られたものであるが､ もつ と員C2~の大 きなNb-Ti,Nb-乞r等

でやるとれ 0図を得るO頁㌫は pqのたち上 Dを延長 した号もーの･であるがこの

値は

flc2-3×104pnrT0 -200荘oe
17～

の理論値と一致することが判った.牙 10図の観潮値であるHC2では大 きな故
LlIや 1'､

オ ユ0 図

場 中で電子ス ピyが揃 うためにOooperpairの反対ス ピン対がこわれて

nor皿aユSもaもeになるものと患われる?

以上の考察か らわかるように,VOrte意の運動 をmicroscopictheory

か ら導 き出す ことはかなbむづか しいが､現象論的な基礎は実験的に確立され

たと見てよho

l 以 上.ヽ

(付記)

こ のノー トは､Y･B･Kim 氏が研究会期間中の去 る2月 2日一､基研談話会で

行なわれたもの蟹記銀 して作 bま したO一応､Kim氏 に 目を通 していただ き

ま したが､聾者が力不足 と理解力の欠如で常連い も多 (あると思いますo責任

はすべて聾者にあbます｡なお詳 しい ことは ･RQu畠武 um FluidB打 ed.D.F_
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Brewer,JohnWilユey& Sons ‡nc/ぶ･Y(1966)にある諸論文な らびに

日本物理学会発行の ｢物理学論文選集 153｣ 一超伝導 pにある諸論文を参照

されたい とのことですo

東大物性研 川 村 ･酒

オ 1 図

牙 2 図-..

:normal core

:反液性電流.,
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㊥ タ柏 .らの磁場

牙 5 園
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6 図
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