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１．研究の背景と目標
巨視的量子凝縮状態の基底状態は、
「認識できる存在が何もない」という状態に相当する。存在とは、
「有」と「無」があって初めて、認識に到る概念であり、「有」がない世界では「無」も、「無」がな
い世界では「有」も「認識」できない。
物理は「存在」を前提にする学問であるから、「有」「無」の相対する概念の成立が、その学問の原
点になることは言うまでもない。
「認識できる存在が何もない」巨視的量子凝縮状態の基底状態に、
「有」
を生じせしめることは同時に、
「巨視的量子凝縮状態の基底状態」という「無」に意味を与えることに
なる。そして、それを可能ならしめているものはなんなのか、それを考え、多バンド超伝導体に、従
来の超伝導が作りだすことが出来なかった新しい巨視的量子凝縮状態を見出す事が、本研究の目標で
あった。
「有」と「無」の哲学的な意味に対する知的好奇心は、人によっては、存在に対する限りない不安
と不信に対する安寧への渇望とないまぜになり、
「巨視的量子凝縮状態」への探求心を突き動かしてき
た。そして、超伝導状態は、液体ヘリウムの超流動、原子ガスのボーズ・アインシュタイン凝縮状態、
宇宙のビッグバン以前の状態に並ぶ、代表的「巨視的量子凝縮状態」である。
超伝導状態の基底状態に相対する代表的な「有」とは、超伝導電子対の対破壊と、渦糸である。コ
ヒーレントな状態を壊さない点では、渦糸だけが、巨視的量子凝縮状態における「有」にふさわしい
と考えることもできよう。その意味で、渦糸は、しばしば、宇宙論、素粒子論における「素粒子」に
擬えられる。この概念を認める事は、革命的なことである。（A.A. Abrikosov, Sov. Phys. -JETP
5(1957)1174）2003 年（平成 15 年）の Abrikosov のノーベル賞受賞はまさにこの点が評価されてのこと
であろう。
一方で、宇宙には、クォーク、レプトン、光子、ヒッグス粒子、重力子など、多彩な粒子が、存在
し活躍している。超伝導では、渦糸のみがその存在を許された「粒子」的存在であり、その上、その
成立のためには、超伝導体の世界の外からの「磁束」という、別の存在を抱き込む必要があった。そ
の意味で、
「渦糸」は、超伝導状態の「有」ではあるが、その「有」を存在ならしめているのは、純粋
な「無」である超伝導凝縮状態だけではなく、巨視的量子凝縮状態における「無」に対しては、不完
全な「有」であったのだ。
取りうる複数の位相のなかから、ひとつの位相だけを選び出して実現する（ゲージ対称性の破れた
状態）ことが巨視的量子凝縮状態に科せられた絶対的条件である。そして、粒子密度が時間的に変化
しないという連続の方程式と、位相の空間微分が粒子の流れに相当するという条件がそれに加わるこ
とで、通常の渦糸以外のコヒーレントな励起状態、言い換えれば多様性をもつことが拘束され、ヘリ
ウム４の超流動においても、従来の超伝導においても、渦糸以外の、
「粒子的存在」は禁止されてきた。
この拘束を解くためには、巨視的量子凝縮状態自体に、拘束条件を緩和するための「柔軟性」を与え
てやらなければならない。人類は、ヘリウム３のトリプレット超流動で、そのような「柔軟性」を初
めて手に入れた。ヘリウム３という原子が 2 個対になり、軌道各運動量に由来する三つの自由度を手
に入れ、対のスピン状態がトリプレットとなることでスピンに由来する三つの自由度を手に入れる。
合計 6 つの自由度を使って、通常の渦糸以外の多彩なトポロジーを実現している。
（A. J. Leggett, Phys.
Rev. Lett. 14(1965)536, D. D. Osheroff, R. C. Richardson, and D. M. Lee, Phys. Rev. Lett. 28(1972)885.）この
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自由度を開放したことは、エポックメーキングな出来事であり、実際ヘリウム３の超流動の研究では、
2003 年（平成 15 年）に Leggett は理論でノーベル賞を受賞し、1996 年 Osheroff, Richardson, Lee は、実
験でノーベル賞を受賞している。
ヘリウム３のトリプレット超流動での成功、多くのトポロジカルな集団励起モードが織り成す多彩
な現象の神秘的な魅惑、見果てぬ宇宙の小さな実験室レベルの模擬システム構築への野心、これらは、
分かちがたく一体となり、人々を巨視的量子凝縮状態の研究の虜にしていった。
その中でも、トリプレット超伝導体の探索、多成分原子ガスのボーズ・アインシュタイン凝縮の研
究は、我々のプロジェクトと深いかかわりを持っている。トリプレット超伝導体においては、ヘリウ
ム３の成功と類推がどこまで超伝導体で実現できるか見極めようと、UPt3 に代表されるヘビーフェル
ミオン系超伝導体の開発とその物性研究が盛り上がり、つづいて、Sr2RuO4 の研究が進行した。これら
の超伝導体では、トリプレット超伝導が確かに実現していることを実験的に確かめることに多大な労
力が費やされている。理論的には、時間反転対称性の破れ、それに伴うドメイン構造の実現が、新規
かつ本質的なトポロジーとして 1980 年代に予言されており、2005 年頃から測定にかかり始めたかどう
かという状態になってきている。
一方、原子ガスのボーズ・アインシュタイン凝縮においては、1995 年の実験的成功の後、しばらく
は単成分系の研究が進んでいった。そこでは、実験的に渦糸を作り出すことがひとつの目標とされ、
さまざまな提案や試みがなされた。ボーズ・アインシュタイン凝縮においては、渦は系の平行移動に
対して非常に不安定である。渦糸を「ピン止め」するためにも、多成分化は有効な手段であった。成
分間には弱い斥力が働き、相分離を起す。土星を思い浮かべてもらえば分かりやすいが、１成分目は、
星になり、２成分目は、輪になる。星があるので、輪は星にピンされて、平行移動が抑えられるとい
う巧みなシステムが誕生するわけである。これらは理論的に予言されたものであるが、中でも、私た
ちのプロジェクトが始まる前（2000 年）に、千葉大の夏目らが理論的に予言した渦構造（K. Doi, Y.
Natsume, J. Phys. Soc. Jpn. 70 (2001)167）、すなわち星は回らず、輪だけが回る渦糸は、2001 年に我々が
超伝導で見出した Fractional Flux と同じ位相構造をもっている。この位相構造の研究はボーズ・アイン
シュタイン凝縮系で、理論的には、大阪市立大の坪田らなどによって発展展開され、2003 年（平成 15
年）頃には、入れ子構造の Vortex 構造の予言へと繋がった。その後ほどなくして予言された構造は実
験的に確認されている。似たような位相構造は、1970 年代から 1980 年代にヘリウム３の研究でもしば
しば取り上げらていた。多バンド超伝導とヘリウム３の根本的な違いは、超伝導における各成分の電
子対濃度が、超伝導状態になるまえの電子密度を決めている化学ポテンシャル（正確な言いかえでは
ないが格子の作り出す結晶場）によって、あらかた決まっているのに対し、ヘリウム３では、
（たとえ
ば）A-Phase、B-Phase の比率は、多バンド超伝導のように凝縮状態にならない高温状態で事前に決ま
っているものではなく、凝縮相でおきるダイナミクスによって自由に変化することである。また、原
子ガスにおいては、トラップはされているものの、空間に漂っている性質が色濃く残っており、その
濃度自体に濃淡が簡単についてしまう。これらの点は、三つの代表的な巨視的量子凝縮相において、
運命的な違いを生じせしめている。
これらの流れを受けて、2004 年（平成 16 年）の夏に、我々は、日本物理学会のシンポジウムを提案
している。残念ながら不採択にはなったが、そのときに、大阪市立大の中村勝弘氏や千葉大の夏目雄
平氏と議論する機会があった。「多成分量子凝縮系の進むべき道としては、3 成分系が非常に面白かろ
う。三成分間の位相ダイナミクスは、現時点では、まったく予想不可能で、多くの新現象を生み出す
潜在能力がある。
」そういう内容であった。この議論が関連しているかどうかは定かではないが、2005
年には、3 成分の巨視的量子凝縮系で、中村氏、夏目氏は巨視的量子カオスの出現を理論的に予言して
いる。
（H. Yamazaki, Y. Natsume, K. Nakamura, J.Phys.Soc.Jpn.74（2005）1887）歴史的に見て、古典的カ
オスは天体系の 3 体問題にその端を発しており、
「周期 3 はカオスを意味する」というカオス研究黎明
期の代表的な論文タイトルを見ても、
「３」という数字は、非常に神秘的かつ魅力的で、巨視的量子カ
オスにおいても、また 3 が来たという感じである。量子凝縮状態が多様性を許容できるように柔軟性
を付加するという指針に従えば、巨視的量子カオスの理論的な発見は、この系に究極の「多様性」が
付加できることを意味しており、非常に意義深い。
文部科学省も、平成 17 年度から平成 21 年度までの計画で、ヘリウムの超流動、トリプレット超伝
導、原子ガスのボーズ・アインシュタイン凝縮を抱き合わせる形で、科学研究費補助金「特定領域研
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究」制度で、
“スーパークリーン物質で実現する新しい量子相の物理」を、Osheroff 氏, Leggett 氏二人
のノーベル物理学賞科学者を評価者に加え、大型プロジェクトを走らせている。
我々のプロジェクトは、平成 14 年度から 3 年間と、萌芽的研究としては、例外的に長い研究期間を
認められ、研究が進められた。時流の流れとは独立した提案だったが、最後になって、関連性のある
大型プロジェクトが、世の中で走り出したということは、提案が時期を得ていたということである。
巨視的量子凝縮状態に、多様性を生み出すための、柔軟性を与えるということが、大きな研究指針
であるが、我々は、その多成分巨視的量子状態として、多バンド超伝導体を選択した。その意味で、
多バンド超伝導体というより多成分超伝導といったほうが、本質に近い呼び方になる。この分野は歴
史的には Nb など遷移金属超伝導体の研究によって生み出された分野である。理論研究としては、1959
年に BCS 理論が多バンドに拡張され、1966 年には、バンド間ジョセフソン相互作用による集団励起モ
ードを特徴とする Leggett 理論が提出されている。Leggett の多バンド超伝導理論はその後ヘリウム３
のトリプレット超流動の理論に進化し大きく花開いていることは、先に述べたとおりである。
一方で、多バンド超伝導自体については、従来の単バンド超伝導の修正で事は足り、それと一線を
画するような現象はないと 1960 年代の研究では、結論づけられた。多バンド超伝導の特徴はきわめて
精密な物性測定で、僅かな物性値の違いとして現れるだけとされたのだった。そして、その後 30 年以
上の間、忘れ去られるに近い形で、多成分超伝導の研究に本質的な進展はなかった。
超 伝 導材 料グ ル ープ では 、 酸化 物高 温 超伝 導体 の 材料 開発 へ の取 り組 み の中 で、 1987 年に
TlBa2Ca3Cu4Oy を見出した。これをきっかけに、単位胞に結晶学的に独立な複数の CuO2 超伝導面を持
つ多層型高温超伝導体の研究が推進された。そして、この系が典型的な多バンド超伝導体であり、多
成分超伝導が実現していることを、その後の研究で明らかにしていった。
2001 年 4 月 10 日早朝、私は、多成分超伝導では、従来の超伝導にはない成分間位相差ソリトン（ま
たは、バンド間位相差ソリトン、i-soliton）があることをはっきり認識した。二つの成分の位相は基底
状態では同一であるが、その位相が局所的に同一でなくなり、“位相差”が 360 度回ることができる。
これが i-soliton である。直ちに日本の欧文雑誌（Journal of Physical Society of Japan）、翌年に海
外雑誌（Physical Review Letters 誌）に発表されると、すぐに宇宙・素粒子論の研究者が“Higgs doublet
model”の立場からこの考え方の正当性を裏付けた。（正確には、宇宙・素粒子論の研究者の論文投稿
は Physical Review Letters 誌に投稿した論文の審査期間中であり、その時点では、我々の論文は未
公表であった。）i-soliton は、超伝導の位相欠陥ともいえる。i-soliton によって位相がずれるからであ
る。2003 年（平成 15 年）には、Gurevich と Vinokur が MgB2 に i-soliton 理論を適用し、従来の渦糸と
は異なる位相欠陥のダイナミクスを論じた。これらにより、多彩な物理的様相としての量子位相テク
スチャ－（位相の縞模様）という新しい考え方が生まれ、定着した。i-soliton は従来の超伝導の渦糸と
は違い、その存在のために、超伝導の外から磁束を召還することを必要としない。超伝導という量子
凝縮状態以外の力を借りることなく、“純粋な”「有」と「無」を生み出す能力を持つ。
2001 年 1 月に発表された MgB2 の超伝導の影響で、遷移金属超伝導体でなされた多バンド超伝導体
の研究が焼きなおされ、現在は非常に多くの報告がなされている。しかし、多くの研究では、ハミル
トニアンの形をそのまま表現した「多バンド超伝導」という用語と、ギャップ方程式の解の形をその
まま表現した「多ギャップ超伝導」という用語、トリプレット超伝導との混同を招く異方的超伝導（1960
年代は、ギャップの大きさがフェルミ面上で一様でない s 波超伝導が、そう呼ばれた。
）という用語が
入り乱れることに象徴されるように、多バンド超伝導において、物理的本質がなんなのかを見据えた
研究は、多くは見受けられない。多成分超伝導という呼び方もまた、トリプレット超伝導との混同を
招く言い方であるが、巨視的量子凝縮状態に柔軟性を付与し、その付与された性質が、多様性を生み
出すという考え方にしたがえば、一番相応しい呼び方であろう。
そもそも巨視的量子凝縮状態という概念自体は、もともと「量子位相テクスチャ－」を受け入れる
ことができる。そしてフェルミ粒子が対になって凝縮した超伝導状態は、別にトリプレット超伝導で
なくても、対の軌道角運動量に起源する自由度を隠しもっている。従来の超伝導体がもつ「量子位相
テクスチャ－」を嫌う硬直性とは、この隠し持った自由度を発現することに必要なエネルギーが、対
破壊とほぼ同じエネルギーか、それ以上という事情に起因しているだけである。隠し持った自由度を、
対破壊のエネルギーより充分小さいエネルギーで開放できれば、それに伴う集団励起モードをシステ
ムが持つことができるというのが、とどのつまり Leggett が指摘したことである。そして、この考え方
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に、位相幾何学的要素が加わったとき、量子位相テクスチャ－という概念がうまれる。多バンドによ
って付与された柔軟性は、付加的なものではなく、巨視的量子凝縮状態が本来隠し持っていた本質的
性質を呼び醒ます本来的なものである。その意味で、
「量子位相テクスチャ－」を許すような巨視的量
子凝縮状態の科学という枠組みがまずあり、従来の超伝導の科学はその限定的な例と位置付けられる。
２．研究の内容
研究は、理論的に発見された i-soliton がいったいどういうものなのか、それを実験的に捉えるに
はどうすればいいのか、それらを軸に、多成分系超伝導の「本当の意味」を考えることに集中した。
その中で、多成分系超伝導と、他の多成分系量子凝縮系との関係を整理理解することは、物理の理解、
実験立案の上でも非常に本質的なことであった。
中でも i-soliton の探索は、前代未聞の挑戦であり、まったくの手探りで行うしかなかった。
研究の第一ステップとしては、多層型高温超伝導体の成分制御などを通して、多層型高温超伝導体
の、多成分超伝導体としての振る舞いを検討した。第二ステップとしては、i-soliton 探索用の多層型
高温超伝導体の薄膜開発に力を入れた。第三ステップとして、探索手法の開発を行い、ソリトン捕獲
デバイスの設計を行った。現在までに、このデバイスによる初期的な実験にようやく漕ぎ着いた。
これらの研究と並行して、海外で、私の報告後出た、i-soliton に関わる重要な論文（A.A. Gurevich,
V. M. Vinokur, Physical Review Letters 90(2003)047004, E. Babaev, Physical Review Letters
89(2002)067001, E. Babaev, L. D. Faddeev, A. J. Niemi, Physical Review B 65(2002)100512）の
解析にあたった。これらの解析は、ソリトン捕獲デバイスの設計に大きく生かされた。また、1830 年
代に行われた水路による古典的ソリトンの実験の再現を行い、ソリトンデバイスの設計に役立てた。
水路によるソリトンの実験は、予想以上にソリトン捕獲デバイスの設計に役立った。またソリトンを
利用した超伝導エレクトロニクスの構築にも大きな示唆を与えた。
３．研究成果
【１】多層型高温超伝体 Cu-1234 のバルク試料における、成分制御の成功。ソリトンを与える目安と
なる温度 Tc2 が成分制御によって制御できる。この成功は、Cu-1234 が確かに多成分超伝導体であるこ
とを強力に示唆している。
nIP
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n
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図 1 Tc の制御の模式図ドーピングレベルによる
Tc2 の制御。二つ成分の超伝導ホール対密度（nOP
と nIP）はそれぞれ個別に制御できる。これらの成
分はホール濃度によって決まる固有の Tc を持ち、
その Tc はアニール処理で制御できる

図 2 NMR のナイトシフト
温度微分のピークが Tc と Tc2 を与える。阪大
の研究協力者による研究結果。
（未発表データー）
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-1
Stokes Shift (cm )

400

図 3 Cu-1234 のラマンスペクトル。温度
は 20K。(下)アニール前（上）アニール後。
点線で示したところが、小さなギャップ
に相当する構造。アニールによって消失
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している。

0
60

80
100
Temperature (K)

120

図 4 磁束融解磁場の制御
500℃アニールによって、Tc はかわら
ないが磁束融解磁場（Melting Field）
は変化する。

【２】ソリトンデバイス用 Tl-1223 薄膜の完成。もともとは、マイクロ波フィルター用に開発した
薄膜である。
わずか 500nm の超伝導薄膜であるが、液体窒素温度でも強いピン止めの効果があり、0.5mm
の基板とともに磁石による磁力で釣り上げることができる。このことは、液体窒素温度での、ソリト
ンの捕獲実験計画の立案を可能にした。

図 5．開発に成功した Tl‐1223 薄膜（電荷供給層の Tl サイトに Cu が置換しており、それが性能に大
きく影響するので正式な呼び方は（Tl,Cu）-1223 薄膜。）500nm の厚みでその 1000 倍の重さの基板
をぶら下げるほどの、強力なピン止め力を持つ。77K でのこのパフォーマンスは、ソリトン探索の切
り札になる。
【３】多層型高温超伝導体における磁束の量子化の確認。Tl-1223 薄膜に通常発生する Vortex は単
位磁束量子を持つことが、走査型 SQUID 顕微鏡の観測結果から明らかになった。多層型高温超伝導
体の Vortex のもつ磁束量が単位磁束であるかどうかということについての報告は、必ずしもなかった。
四角で囲んだ暗い濃淡は Vortex-Antivortex 対の可能性が指摘され、その解釈は理論的にも可能であっ
たが、その後の詳しい実験によって、不純物によるものであると結論した。この実験により、ソリト
ンによる中途半端な磁束の実験遂行「コスト」を見積もることができた。

100

0.010

y [μm]

60

0.005

40
20

0.000

0
0

50

100
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150

200

図 6 Tl-1223 薄膜中の単位磁束の走査型 SQUID 顕微鏡による観測。明る
いスポットが Vortex であり、単位磁束をもっている。
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【４】ソリトンキャッチャー（水路実験）。水路実験は、平成 16 年度から、産総研の一般公開にあわ
せて 3 回行われた。この実験の立案、実行には、i-soliton 捕獲デバイスと、量子チューリングマシン
に必要なアーキテクチャーを含む基本的なアイデアの創出を促す目的があった。
【５】i-soliton を使った量子コンピューターの原理の発明。i-soliton が電磁場と直接相互作用しない
性質は、環境ノイズに強い量子コンピューターの構築に最適であることを見出し、量子コンピュータ
ーに必要なすべての演算操作が可能なことを示した。
【６】i-soliton の基本的性質の理解。Babaev のいうところの Fractional Flux は位相構造において、
i-soliton による位相構造と同じである。i-soliton が超伝導における量子化条件を狂わせ、Fractional
Flux を生み出すことは、すでに私の第一報によって報告されていた。これに関しては、平成 15 年か
ら１年以上に渡って、Babaev 氏とメールで激しいやり取りをすることになる。Babaev 氏は、本人の
仕事の優位性を Physical Review Letters 誌にコメントとして発表したかった。しかし、結局は、これ
は諦めたようだ。また、i-soliton と非常に似た状態は、ヘリウム３で、スピン-質量渦糸の尻尾として
のソリトン壁が 1970 年代中盤から議論されている。
【７】i-soliton 捕獲デバイスの設計と初期的な実験結果の取得に成功。i-soliton の実験的証明におけ
る問題点が、i-soliton の発生と検出という二つの不確定な要素の存在にあるということを認識し、そ
れに対応するために、いちばんシンプルな実験が実行できる回路（実験ミニマム）を開発した。有意
な信号が観測にかかっている。（内容については、知的財産関係の手続きが終了次第公表の予定。）
４．今後の展望
稼動し始めた Soliton-Catcher で,観測にかかり始めている信号の真偽を確認していくことが急務で
ある。今後、FractionalFlux という動かぬ証拠を抑える方向で、研究を進めていくことになる。
今得られている信号は、i-soliton によるもの考えているので、知的財産の優先権や学術的な先行権
を失わないように慎重に研究を進めて行くつもりである。
５．研究発表・講演、文献、特許等
① 研究発表・講演
1)“Conceptual Scoepe of Multilayer Cuprate Superconductor: Implementation of Multiple Components on a
Macroscopic Quantum State Toward a New Quantum Phase Electronics ” , Y.Tanaka, TWELFTH
INTERNATIONAL CONFERENCE on COMPOSITES/NANO ENGINEERING (ICCE - 12) , Sheraton
Mencey Hotel, Tenerife, Spain (2005.8.2) (Invited Talk)
2) ” 多成分型超伝導における成分間位相差ソリトン(i-soliton)の捕獲作戦
～ 超 伝 導 を 使 っ た 新 た な 量 子 ビ ッ ト 構 築 へ の 挑 戦 ～ ”, 田 中 康 資 他 、 日 本 物 理 学 会 年 次 大 会
（2005.3.31）、東京理科大学（野田市）
3）”Microwave performance of double sided Tl-1223 films on LSAT substrate; A possible operation of device
at 90 K ”, A. Sundaresan 他, 6th European Conference on Applied Superconductivity , Napoli (Italy)

図 7 産総研のイベントに出展
されたソリトンキャッチャー。
10 メートル長の水路にソリトン
をつくり、そのダイナミクスを
観察する。人気イベントになる
とともに、参加者との議論から
多くの i-soliton デバイスの基本
回路の着想をえることができた
（写真は広報部にご提供いただ
きました。厚く感謝いたしま
す。）
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(2003.9.15) （Oral）
4）Dynamics of multiple oder parameters in the multi-band superconductor studied by Raman spectroscopy”,
Y. Tanaka 他, 15th International Symposium on Superconductivity, Yokohama (Japan) (2002.11).
5) Unconventional melting lines of vortices in (Cu,C)Ba2Ca3Cu4O12, A. Crisan 他、International Workshop
"Frontiers of Unconventional Superconductivity", organized by Institute of Physics (UK) （2002.11.27）.
6) 複数オーダーパラメーターのダイナミクスの実験的制御 ～ラマン分光と磁束格子融解磁場の
見地から～ ,田中康資他、日本物理学会 第 58 回年次大会 、東北大学川内キャンパス（2003.3.29）
7) 多層型（マルチバンド）高温超伝導体のラマン散乱 , 田中康資他、日本物理学会 2002 年秋季大

i-soliton (θ1≠ θ2 )

試料の端
θ1= θ2 = 0

θ1= θ2 = θsoliton
およそ100nm程度と考えている

θ1-θ2 2π

図8
i-soliton の構造。細長い薄膜を
想定した場合。上の図は、薄膜にでき
ると期待される実際の位相の縞模様。
成分１と成分２の位相差が 360 度
i-soliton のところで回っている位相構
造を下の図で示した。下の図の横軸と
上の図の横軸は同じ。

0

θ1 ＝θ2
θ1≠ θ2

成分2の渦糸の中心
中途半端な磁束
（Fractional Flux) 成分１の渦糸の中心（core)

図9
i-soliton が丸まった構造。
（左図）エネルギーは、i-soliton が短くなった方が得なので、
この構造は不安定、もしくは振動解を持つ。中央図は、丸まった i-soliton が切れた場合。i-soliton
が作り出す位相の歪み（空間の歪み）を終端させるために、Fractional Flux（中途半端な量子
数を持つ磁束）が登場する。Babaev の Fractional Flux がこれである。（ただし、i-soliton
を横切らない経路（点線）で位相の巻き数を数えれば、整数になる。また、境界条件が狂うこ
とにより、Fractional Flux が出現する機構とそのトポロジーは、Babaev より先に、私の論文
ですでに明らかになっている。）i-soliton は Fractional Flux 同士間で、距離に比例したポテ
ンシャルエネルギーを生み出し、強い引力を媒介する形になる。Fractional Flux の向きが同
じであれば、最終的に磁場のエネルギーを下げるために 2 成分の渦糸の中心がずれる可能性は
ある。この位相構造は、2004 年に多成分原子ガスボーズアインシュタイン系で坪田らが、渦
糸分子として議論している。Blatter も 2004 年に、2 成分系超伝導で同じ構造を指摘している。
このような構造と、素粒子論におけるメソン中のクォークと紐モデルによるクォーク閉じ込め
を比較すると、Fractional Flux →中途半端な電荷をもつクォーク、紐→i-soliton のアナロジ
ーが表面的には成立するように見える。Fractional Flux が単独で存在できないことも、クォ
ークが単独で取り出せないことを想起させる。Fractional Flux が単独で取り出せない理由は、
i-soliton の尻尾を切り落とせないというトポロジーの上制約にある。今後の研究の展開によっ
ては、素粒子論の知見を多成分超伝導の物理の理解や物質設計に生かすことができるかもしれ
ない。
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図 10 ヘリウム３超流動 B 相におけるソリトン。
i-soliton でいう位相差は、スピン空間と軌道空間の
スピン-質量渦糸
相対回転角に相当する。
（そのためθ-soliton と呼ば
（SMV)
れている。）上図の点線上の断面における回転角の変
化は、下図に概念的に示した。エネルギーを最少に
θ-soliton
する角度が二つあるのがポイント。多成分超伝導で
議論されている Fractional Flux は SMV に相当す
-1
θ cos (-1/4)
る。i-soliton と非常に似通った物理がある。１９７
０年代中盤から Maki などによって議論され、実験
的には、１９９０年代の前半、ROTA プロジェクト
-1
-cos (-1/4)
によって確認されている。ヘリウム３の超流動では、
現在でも北大の北らが、新しい渦糸状態を次々と理
θ：スピン空間と軌道角運動
論予測しており、将来的には、多成分超伝導の渦糸
量空間の相対的回転角
の物理との融合が期待される。

会、中部大学 （2002.9.6）
② 文献(誌上発表)
1)“Effect of surface needles on microwave surface resistance in Tl(Ba, Sr)2Ca2Cu3Oy superconductor films on
a LSAT substrate”, A. Sundaresan 他, Supercond. Sci. Tech. 17(2004)350.
2）“Vortex melting line and anisotropy of high-pressure-synthesized TlBa2Ca2Cu3O10-y high-temperature
superconductor from third-harmonic susceptibility studies”, Appl. Phys. Lett.83（2003）506.
3) “Crystal growth of Ba2Can－1CunO2n(O,F)2 (n = 3 and 4) multi-layered superconductors under high
pressure”, A.Iyo 他、Supercond.Sci. Tech.17(2003)143.
4）“Simple test for high Jc and low Rs superconducting thin films”, A. Sundaresan 他 、Supercond. Sci.
Tech.16(2003)L23.
5）
“Dynamics of multiple order parameters in the multi-band superconductor studied by Raman spectroscopy”,
Y. Tanaka 他、PhysicaC392（2003）161.
6) “i-soliton, fractional flux and breakdown of time reversal symmetry in multi-band superconductor”, Y.
Tanaka 他 Physica C388（2003）70
③ 特許等の状況
1) 複数のバンドを有する超伝導体を利用した情報記録方法、演算方法、情報伝達方法、エネル
ギー蓄積方法、磁束測定方法及び量子ビットの構成方法、田中康資他、特願
2002-308161 ( H14/10/23 )、特開 2003-209301 ( H15/07/25 )、米国移行中 10/494325 ( H14/10/10 )
2) 量 子 チ ュ ー リ ン グ 機 械 、 田 中 康 資 他 、 特 願 2003-316252 ( H15/09/09 ) 、 特 開
2005-085971 ( H17/03/31 )、PCT/JP2004/013093 ( H16/09/02 )、米国移行中 、インド移行中
（JST100％）
④ その他
なし
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