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ナノセンシング磁気顕微鏡研究グループ　■西　尾　太一郎■

１．はじめに

　弱い外部磁場中で温度を下げていき、物質を超伝導
状態にすると物質から磁束が排除されることは、マイ
スナー効果としてよく知られている。強い磁場をかけ
たときの超伝導体の振る舞いは２通りあり、１つはあ
る外部磁場HCまで完全マイスナー効果が続き、HCで突
然超伝導状態が壊れ、常伝導状態に転移するもので、
このような振る舞いをする超伝導体を第１種超伝導体
という。もう１つは第２種超伝導体と呼ばれる超伝導
体で見られるもので、完全マイスナー効果を示す領域
が狭く、外部磁場 HC１（下部臨界磁場という）で磁場
の超伝導体への侵入が始まり、上部臨界磁場 HC２で常
伝導状態に転移する。HC１と HC２の間の領域は混合状態
と呼ばれ、超伝導状態と磁場の侵入した常伝導部分と
が共存している。この領域において、磁場は量子化さ
れた磁束渦糸となって超伝導体へ侵入する。その構造

は図１のようになっている。超伝導体は電子対の波動
関数Ψ（r）の空間的拡がりを表すコヒーレンス長ξに
わたり、自発的に超伝導状態を壊すことで、その領域
に磁束を侵入させている。磁束はロンドン磁場侵入長
λの範囲まで染み出しており（この領域に全磁束の大
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図１　磁束渦糸の構造。
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きさをφ０（＝２．０７×１０－１５ Tm ２）に保たせるように超伝
導電流が流れる）、結果として、図１で見られるよう
な磁場分布 h（r）になる。
　ところで、一般的に磁力線の空間分布は磁気双極子
を考慮して導かれる。渦糸の磁力線分布の計算結果を
見てみると（図２）１）、双極子による磁力線の回り込みの
ため、超伝導体の表面から深さλ程度まで渦糸を中心
として、磁力線は左右に拡がっていることがわかる。
注目すべきことは超伝導体の厚さがλより小さくなる
と、その表面効果がバルクの性質として残る、つまり
厚い膜に比べて有効的な磁場侵入長が増大することで
ある。Pearl は４０年前にこの結果を理論的に導き出し、
次の関係式を明らかにした２）。

dは超伝導体の厚さで、Λは有効的な磁場侵入長を表
し、Pearl 長と呼ばれる。Λの範囲で渦糸の磁場の強さ
は１/rの関数でゆるやかに発散する（厚い超伝導体で
は ln（r/ λ）で発散する）。そのため、渦糸間の相互作
用は長距離範囲で有効であり、磁束状態の特性が厚い

膜と比べて異なる。このため典型的な渦糸である
Abrikosov 渦糸に対して、薄い膜における渦糸を Pearl
渦糸と呼ぶこともある。
　さて、Pearl 渦糸の特徴的な量である Pearl 長を測定
することは非常に困難であり、我々が知る限りこれを
観測した例はまだ無い（それどころかPearl渦糸像を観
測したという報告もない）。磁場侵入長を測る手段とし
ては、磁化率の変化を精密測定すること、または、HC１

を磁化測定から求める方法がある。どちらの方法も結
果を解釈する際に Abrikosov 渦糸の特性を仮定するた
め、Pearl 渦糸の磁場侵入長を見積もるには適さない。
新しいミューオンスピン回転測定法３）は結果の解釈に
複雑さが伴い、上の関係式を検証しようというこの研
究の主旨には、やはり適さない。単純ではあるが、渦
糸の空間的な磁場分布を走査型プローブで直接観測す
る以外に手は無い。そこで、我々は薄い膜（d＞λ）に
生じる渦糸の空間的な磁場分布を走査型磁気顕微鏡に
よって測定することにより、Λを見積もることを試み
た。

　Λ＝��
２λ２

d

図２　薄膜内外の磁力線の分布［１］。２つの横線は薄膜の境界を示す。横軸、縦軸ともλでスケールされている。
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２．走査型磁気顕微鏡と試料

　現在、試料表面の磁場分布を測定する手段は少なか
らず存在する４）。どの手段も長所と短所があり、実験
目的によりそれらは使い分けられている。その中で走
査型磁気顕微鏡は空間分解能がそれ程高くはないもの
の、最も高い磁気感度をもっており、データ－の定量
性が問題になる実験の場合、最も適している。
使用した走査型磁気顕微鏡装置（SQM２０００）は当グル
ープとエスアイアイナノテクノロジー（株）によって共
同開発された。装置の詳しい解説は参考文献４）にある
とおりであるが、特徴としては磁気センサーと試料台
の冷却機構が独立しているため、試料温度を２．２～
１００Kまで変化させることができる（センサーの温度は
常に４Kに保たれる）。また検出コイルを層状にするこ
とによりコイルの形状からくる磁場分布の不正を取り
除いた。検出コイルの直径は１０μmで、後で示すよう
に超伝導体表面から～４μm離れた位置で、コイルを
走査して磁場分布を測定した。センサーの感度は５μ
φ０/（Hz）１/２ で、最高空間分解能は２．５μmであり、世
界で最も高い。これを生かして微小超伝導体の磁束状
態の研究がこの装置により行われてきた（例えば
５，６）。
　磁気顕微鏡の観測対象となる試料として、アモルフ
ァスのMoGe 薄膜を使用した。この超伝導薄膜は比較
的高い超伝導転移温度 TC（～６ K）と比較的長い磁場
侵入長λ（０Kで５５０nm）７）をもち、磁気顕微鏡の冷却機
構と空間分解能を考慮すると（例えば膜厚が１００nmの
とき、関係式からΛは６μmとなる）、観測対象として
は最適である。我々はスパッタ－装置により Si 基板の
上に膜厚の異なる５種類の膜（d＝３０、５５、１００、
２００、４００nm）を作製した。厚さは成長時間を変えるこ
とで制御した。

３．異方的ロンドンモデルと実験結果

　実験結果からΛを決めるには、理論モデルから導き
出された磁場分布との比較が必要である。超伝導体表
面における渦糸の磁場分布であれば、ロンドン方程式
を使って容易に計算することができるが８）、本研究の
場合、超伝導体から少し離れた位置での磁場分布を求
めなければならず、容易には行かない。しかしながら、

最近のイメージング技術の発達に伴い、理論にも進展
があり、理論モデルが構築されている。我々はKogan
らによって示されたモデル９，１０）を使って、以下に示すと
おりに超伝導体外側における渦糸の磁場分布を求め
た。
　まず、超伝導体の外では curl h ＝ div h ＝ ０である
ので、薄膜の外でスカラーポテンシャル�を定義でき
る。�は次を満たす。

h＝∇�，∇２�＝０
z＝０に薄膜が置かれているとして、z→∞で０に向か
うような�の一般解は次のとおりである。

ここで k＝（kx，ky）、r＝（x，y）、k＝│k│である。�（k）
は�（r，z＝０）の２次元フーリエ変換である。ロンド
ン方程式または薄膜の境界条件から次の関係式が求め
られる。

この３つの式から hの z成分である hZを求めた。hZは
簡単な式では表せず、数値的な解であるが、z（超伝導
体表面からセンサーの距離）とΛを２つのパラメータ
ーと考えて実験データ－と合わせることができる。
　図３の（a）及び（b）は膜厚が４００nmと３０nmの膜

図３　磁気顕微鏡によって捉えられた Pearl渦糸像（a、
b）。上図の点線部分における磁場のプロファイル
に対するフィッティング結果（c、d）。

�（k）＝－ ―――――　　
φ０

k（１＋ kΛ）

�（r，z）＝∫―――�（k）eikr-kz
d２k

（２π）２
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に磁場１μTを印加したとき生じた渦糸の磁気的な像
である。特徴的であるのは、膜厚が薄い場合、渦糸の
中心点での磁束密度の値が厚い場合に比べて低くなる
ことである。図３の（a）と（b）を比べるとその値は約１０
倍違っている。点線に沿った磁場分布の断面を調べて
みると図３（c）及び（d）のようになる。数値計算を断面
図に合わせてみると、それらはよく一致する。パラメ
ーターの値は図３（c）の場合Λが３．９μm、図３（d）では
５２μmであり、zは両方ともほぼ４μmである。この
結果から、膜厚が薄い場合に磁束密度が低くなるのは、
Λが大きくなったためであり（磁束密度のピークの半
値幅はΛを示しているわけではない）、磁束密度の大き
さはΛに強く依存することがわかった。磁気顕微鏡の
空間分解能がそれほど良くないにもかかわらず、Λを
決められるのはこのため（つまり高い磁気感度のため）
である。
　残りの薄膜でも同じような手順を踏んでΛを求め、
それらを膜厚に対してプロットし、その結果をPearlの
式と比較すると、図４で見られるようによく一致して
いる。このときλ（４．５K）の値は二流体モデルλ（T）＝
λ（０）（１－（T/TC）４）－１／２から求めた。実はすべての超伝導

体で、二流体モデルが成り立つかどうかは自明ではな
い８）。そこで、我々はΛの温度変化を測定することに
より、Pearl 渦糸において二流体モデルが適用できるか
どうかを確かめた。成り立っている場合、Λ＝２λ２/d
に二流体モデルの式を代入して、次の関係式が得られ
る。

　
　図５において測定結果と上の式との比較を示した。
Λは上記のとおりにフィッティングによって決めら
れ、関係式においてλ（０K）＝５５０nm７）、TC＝５．７K
（磁化測定から得られた）が代入された。観測されたΛ
の温度変化は上記の関係式とよく合っており、Pearl 渦
糸においても二流体モデルが成り立っていることを示
している。これにより二流体モデルから計算した 
λ（４．５K）の値は信頼できるものであることがわかり、
図４で示された観測値と理論式との比較は正当性をも
つことが確認された。したがって、我々は磁気顕微鏡
によって Pearl 渦糸の像を捉えることに成功し、Pearl
の関係式Λ＝２λ２/dが成り立つことを実験的に証明す
ることができた。

図４　観測されたΛの膜厚依存性と４．５Kにおける Pearl
の式との比較。

図５　観測されたΛの温度依存性と二流体モデルにおけ
る式との比較。

Λ（T）＝――――――
Λ（０）

１－（T/TC）４
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おわりに

　我々はPearl渦糸の存在を検証する目的で、薄い薄膜
において出現する渦糸の磁気像を観測し、理論による
磁場分布のフィッティングからΛを見積もった。そし
て、膜厚に対する系統的な見積もりにより、Λ＝２λ２/d
の関係が成り立っていることを実験的に示し、Pearl 渦
糸の実在を示した。
　d＝３０nmの薄膜において渦糸の構造が～１００μmに
も及んでいることは実に驚くべきことである。また、
本稿では触れていないが、d＝４００nmの薄膜では渦糸
間の距離が２０μmもある三角格子状態を観測した。こ
れらは Abrikosov 渦糸では到底観測されることのない
現象である。
　現在、磁束渦糸の研究は基礎的なものから渦糸の制
御などの応用研究へシフトしつつある。本研究は、基
礎的なものであるが、今後の応用研究などに役立てば
幸いである。
　本研究は小久保伸人氏（筑波大学　数理物質科学研
究科）との共同研究である。
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