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第 1章

序論

1.1 超伝導の発見と歴史

　超伝導現象が世界で初めて確認されたのは 1911年，オランダ・ライデン大学の物理学
者 Onnes によって発見された [1]．そこから遡ること 3年，Onnes は 1908年にヘリウム
の液化に成功しており [2]，彼はこの液体ヘリウムを数 Kの極低温環境を作り出す寒剤と
して用い，極低温下における種々の金属の電気抵抗の測定に着手していた．当時，液体窒
素温度までは金属の電気抵抗は温度の低下にしたがって減少することが知られていたが，
絶対零度における振る舞いは理論物理学者の間でも意見が分かれていた．Onnes は金属
材料として，当時最も高い純度が得られた水銀を試料として用いていたが，あるとき液体
ヘリウム温度まで冷却した水銀の電気抵抗が突然測定不可能なほど小さくなってしまう現
象を発見した．これが偶然ではなく，実験のエラーでもないことを確信した Onnes は，
この不思議な現象を超伝導と命名した．その後，水銀以外の様々な金属でも各々固有の臨
界温度下で超伝導を示すことが知られるようになった．これらの一群の物質は超伝導体と
名づけられた．

　超伝導現象の発見と同時に，超伝導の物性に関する様々な研究が盛んに行われ，超伝導
の発生メカニズムや諸性質などが調べられてきた．1933年，Meissner と Ochsenfeld は
超伝導体に外部磁場をかけても磁場が弱いときには磁場を内部に通さない，すなわち超伝
導体が強い反磁性を持つこと発見した [3]．この現象は完全反磁性または Meissner 効果
と呼ばれ，1935年に London 兄弟によって理論的な説明がなされた．また，超伝導発現
のメカニズムについては発見後長らく謎とされてきたが，1950年に Ginzburgと Landau

が中心となり，2次相転移である超伝導-常伝導転移を巨視的現象論として捉えた．巨視的
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波動関数またはオーダーパラメータと呼ばれる概念の導入により特に第 2種超伝導体の熱
力学的性質，磁気的性質をうまく記述しており，Ginzburg-Landau (GL) 方程式として
知られている．

　一方で同じ 1950年，臨界温度 Tc と同位元素金属のイオン質量との間に相関があるこ
とが見出された [4, 5]．この同位元素効果を受けて Fröhlich は，超伝導現象は電子と格子
振動との相互作用が本質的であるとし，この洞察が超伝導の微視的機構を明らかにするた
めの重要な糸口となった [6]．1957年には，Bardeen，Cooper，Schrieffer が同位元素効
果による議論を発展させることにより，電子・格子相互作用に基づく超伝導の基本的な理
論である BCS 理論を作り上げた [7]．Fermi 粒子である電子が互いに逆向きの正準運動
量を持った物同士で Cooper対と呼ばれるペアリング状態を取り，Bose粒子として振る
舞う．こうなると，もはや Pauliの排他律による量子状態の制限から解放されるため，極
低温下で電子対の殆どは Bose-Einstein凝縮を起こし，集団で同一の基底状態を取ること
が許される．BCS理論によって超伝導状態が電子対凝縮現象であることが明らかとなり，
超伝導の理論は一応の完成を見た．

　 1962年，当時ケンブリッジ大学の大学院生であった B. D. Josephson は，薄い絶縁体
を挟んだ 2 つの超伝導体の間には原則的に GL 方程式に従い，オーダーパラメータの重
なりによって電圧降下を伴わない超伝導トンネル電流が流れるということを理論的に予言
した [8]．その後 Anderson と Rowell によって実験的に証明された [9]．この Josephson

効果は，超伝導の工学応用，とりわけエレクトロニクス分野において幅広く研究されて
いる．

　超伝導物質探索については，当初より追求されたのは，いかに転移温度の高い材料を発
見出来るかであった．酸化物材料による超伝導が見つかるまで，その殆どは金属あるい
は金属化合物であり，Tc も非常に緩やかなペースでしか上昇しなかった．こうした経緯
から，BCS理論では一般的な超伝導体の Tc は最大で 30 K程度，という曲解さえ生まれ
た [10, 11]．ところが，1986 年に Bednorz と Müller により Tc が 30 K という銅酸化
物超伝導体が報告されたのを皮切りに [12]，以降は堰を切ったように次々と高い Tc を持
つ様々な酸化物超伝導体が発見された．そして 1987年にはついに液体窒素温度（77 K）
を超える Tc（92 K）を持つ YBa2Cu3O7−x (YBCO)が M. K. Wu らによって発見され
た [13]．これらの酸化物超伝導体は高温超伝導体と呼ばれる．高温超伝導体の工学応用上
の最大の強みは，冷却コストの軽減である．地球の大気中に僅か 0.00007％しか含まれな
いヘリウムとは異なり，窒素は半永久資源であることから，液体窒素温度で利用出来る高
温超伝導体は，あらゆる応用分野において大きな意味を持つと考えられている．これによ
り超伝導の応用の幅がさらに広がることが期待され，研究者の間のみならず，社会的な
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高温超伝導ブームを巻き起こした．この後も図 1.1 に示したように超伝導転移温度は上
がりつづけ，1988年には Tc ＝ 110 Kである Bi2Sr2Ca2Cu3O10−x，同年に Tc ＝ 125 K

である Tl2Ba2Ca2Cu3O10−x, 1993 年には高圧下という条件付きで Tc ＝ 134 K である
Hg2Ba2Ca2Cu3O10−x が相次いで発見されている．
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図 1.1 超伝導転移温度変遷の歴史

　 21 世紀に入ってもなお物質探索は世界中の研究機関で日々行われている．2001 年に
は Akimitsuらによって発見されたMgB2 がある [14]．この材料が持つ Tc は 40 Kであ
り，金属超伝導体の中では非常に高い．更に構成元素がMg，Bという比較的豊富で良く
知られた資源であり，かつ酸化物超伝導体に比べ制御が容易という利点から大きな反響
を呼び，現在エレクトロニクスなど様々な分野で応用を目指し盛んに研究が行われてい
る．また 2008年には Hosonoらによって鉄系超伝導物質が発見された [15]．電子状態が
これまでの金属系，銅酸化物系とは異なることが示唆される結果が報告されている．一
般的に磁性を示す物質は電子スピン間相互作用が強いため，Cooper対を形成出来ないと
言われていた．この物質の発見により従来の定説が覆されたため，大きな注目を集めて
いる．
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1.2 超伝導の一般的性質

1.2.1 微視的性質

超伝導エネルギーギャップ

　金属など一般的な常伝導物質における自由電子は Fermi-Dirac 統計に従い，基底状態
では電子はエネルギー準位の低いところから順に詰められ，Fermiの海を作る事が知られ
ている．ところが超伝導状態では，電子－格子相互作用による電子間引力が働くようにな
り，これが Cooper 対形成の由来となる．BCS 理論によれば，このような電子対の凝縮
現象における凝縮エネルギーがエネルギーギャップ 2Δに相当しており，超伝導状態では
Fermi面とその上の励起準位との間に 2Δ の禁止帯が発現することで描かれる (図 1.2)．
半導体におけるキャリヤは価電子帯からエネルギーギャップ（バンドギャップ）を超えて
伝導帯を流れるのに対し，超伝導体では基底状態に落ち込んだ Cooper対が超伝導体にお
ける伝導キャリヤとして振る舞う点が大きく異なる．超伝導エネルギーギャップの大きさ
は Tc に直接的に関わっており，BCS 理論により求められる．この値は材料に依存する
が，金属超伝導体の場合は数 meV，酸化物高温超伝導体で数十 meV程度であることが知
られている．なお本研究で用いる YBa2Cu3O7−x は約 30 meVとしている．

図 1.2 超伝導体におけるエネルギーギャップの概念．横軸は状態密度を表す．
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1.2.2 磁気的性質

完全反磁性

　超伝導はある有限の温度以下で電気抵抗が突然消失するという奇怪な現象として現
れるが，この零抵抗は単なる完全導体のモデルからは説明出来ない．W. Meissner と
R. Ochsenfeld は，磁場を印加し試料を冷却する過程においてその初期条件によらず，
図 1.3のように超伝導体内部では磁束は排除される，完全反磁性を発見した [3]．これを
Meissner-Ochsenfeld 効果，または単にMeissner効果と呼ぶ．この現象は完全導体とは
異なる振る舞いであり，磁場中冷却（field cooling）を行う状況でその違いが現れる．常
伝導状態で磁場を印加して冷却を行なっても（図 1.3(a)），超伝導状態になると超伝導体
内部を貫く磁束は排除される（図 1.3(b)）．別の表現を用いるならば，完全反磁性とは外
部磁場を打ち消すように磁化される現象である．また，電磁誘導によって磁場を排除する
向きに超伝導体表面のある領域を電流が流れる．これを遮蔽電流と呼ぶ．

���� � ���� ���� � 	���

図 1.3 Meissner効果

磁場侵入長

　Meissner 効果は 1933年，London 兄弟によって説明された．超伝導体中を流れる電流
密度はベクトルポテンシャルに比例するという仮定を導入する事により，以下の London

方程式を得る．
j = − 1

μ0λ2
A (1.1)
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この式とMaxwell 方程式から，超伝導体内では一様磁場は存在し得ないという，Meissner

効果を説明する式を得る．
∇2B =

1
λ2

B (1.2)

いま，x = 0を境界として，x軸正の領域を超伝導体，磁場 B が x軸に垂直であると仮
定すると，

∂2

∂x2
B =

1
λ2

B ⇒ B(x) = B0 exp
(
−x

λ

)
(1.3)

となり，図 1.4のようになる． 　したがって磁場は超伝導体表面から λのスケールでわ

x

B

0

SuperconductorNormal conductor

λ

B0

図 1.4 London磁場侵入長

ずかに侵入しており，これより深いところでは事実上，磁場はゼロとなり完全反磁性が満
たされる．この特性長 λ のことを磁場侵入長 (penetration depth) と呼ぶ．上で述べた
遮蔽電流は，超伝導体表面から磁場侵入長程度を流れる．なお，この磁場侵入長を基にし
てナノブリッジの寸法が設定されるため，λは重要なパラメータとなる．

1.2.3 巨視的量子効果

　超伝導現象は，現在では巨視的量子効果が最も顕著に現れる例として取りあげられるこ
とが多い．これは超伝導状態の電子は集団で１つの巨視的波動関数として記述出来ること
に端を発する．本来原子レベルのスケールでしか発現しないはずの量子効果つまり波動関
数の位相が，超伝導体における物性を支配しており，実体のあるものとして観測される点
が特徴的である．以下に超伝導における代表的な巨視的量子現象である磁束の量子化と
Josephson効果について述べる．
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磁束の量子化

　中空の超伝導体による閉ループを考える．いま，Tc 以下でループ面に直交する向きに
弱い外部磁場を与えたとき，Meissner効果によって超伝導体の磁束は排除されるが，ルー
プ内では磁束が貫くことは許される．この状態で次に外部磁場を取り除くと，ループ内の
磁束はそのまま保持され，それに応じて超伝導ループには永久電流が周回する．ここで巨
視的波動関数の一意性から，位相は超伝導ループを 1周したときに周期的境界条件による
制約を受ける．量子力学における Bohrの原子模型とのアナロジーにより，量子化条件と
して位相変化は 2π の整数倍となる．この結果，永久電流すなわちループ内の磁束もとび
とびの値しか許されず，

Φ0 =
h

2e
� 2.0678× 10−15　 [Wb] (1.4)

という大きさに量子化される．ここで h はプランク定数，e は電気素量である．この Φ0

を磁束量子と呼ぶ．特に超伝導エレクトロニクスの分野では，ディジタル回路の情報担体
である等，極めて重要な物理量となる．

��

図 1.5 磁束の量子化

Josephson効果

　図 1.6のように 2つの超伝導体をごく薄い絶縁体を介して近接させると，巨視的波動関
数の滲み出しによってトンネル電流が流れる．これを Josephson効果といい，次の 2式
で記述される．
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図 1.6 Josephson接合

I = Ic sin φ (1.5)

V =
�

2e

∂φ

∂t
(1.6)

I は超伝導 Josephson電流，V , φはそれぞれ超伝導体間の電位差と位相差を表す．つま
り超伝導体間における巨視的波動関数の位相差により，電位差を与えずとも電流が流れて
しまうことを表現している．Ic を臨界電流と呼ぶ．上の式を直流 Josephson効果，下の
式を交流 Josephson効果と呼ぶ．また，図 1.6のような三層構造を Josephson接合と呼
ぶ． 式 (1.6)を式 (1.4)で表せば，

V =
Φ0

2π

∂φ

∂t
= Φ0f (1.7)

となる．上式中辺は超伝導体間の位相差の時間変化に対応した電圧が発生することを表
す．位相差 φが 2π 変化することは，Φ0 が１つ接合面内を通過してスイッチングがなさ
れることに対応する．最右辺は単位時間あたりに何個の磁束量子が通過するかを表してお
り，スイッチングの周波数である．また，この式は電磁気学の Faraday の法則に対応し
ている．

1.2.4 第 2種超伝導体の混合状態

　 1.2.2 節にて磁場侵入長 λを導いた．ここで超伝導の性質を特徴づけるもう１つのパラ
メータとしてコヒーレンス長 ξ について述べる．コヒーレンス長 (coherence length) と
は，端的に言えば「超伝導状態への移行に要する距離」である．つまり λと同様の表現を
するならば，境界からある ξ の距離を隔て，それより内部では完全に超伝導体が実現され



1.3 超伝導のエレクトロニクス応用 9

るということになる．BCS 理論によれば，超伝導状態では電子はクーパー対という 2つ
の電子がある種の結合状態になっており，その結合エネルギーが熱力学的自由エネルギー
の利得に相当する [7]．そのためコヒーレンス長 ξ は，クーパー対の空間的な広がりとも
表現される．超伝導体はこの λと ξ の大小関係によって大別され，それぞれ λ < ξ を第
1種，λ > ξ を第 2種超伝導体と呼ぶ．金属超伝導体の Nbや，本研究で用いる酸化物高
温超伝導体 YBa2Cu3O7−x は代表的な第 2種超伝導体である．両者の違いは熱力学的自
由エネルギーの観点から述べられ，第 2種超伝導体は超伝導と常伝導の界面が多いほうが
エネルギー的に安定な状態であるという特徴を持つ．故に図 1.7に示すように有限の磁場
(Hc1) で磁束が磁束量子の単位 (渦糸) で入り込み，超伝導と常伝導が共存する状態 (混合
状態) が現れる．磁場の増加に伴い常伝導状態の割合が増し，全てが常伝導状態になった
ところ (Hc2) で常伝導状態へ転移する．Hc1，Hc2 をそれぞれ下部臨界磁場，上部臨界磁
場という．これらの中間領域である混合状態における磁束量子は Abrikosov ボルテック
スと呼ばれ，コヒーレンス長程度の半径 ξ を持った有限質量の常伝導コアを持つ．また周
回電流が中心から半径 λ の範囲を流れており，これを 2 倍した値がボルテックスの実質
的な大きさ (直径)となる．本研究のナノブリッジではこの Abrikosov ボルテックスがブ
リッジ中を移動することで電圧が発生する機構を利用している．

Superconductor

Abrikosov vortex (Φ0)

図 1.7 第 2種超伝導体の混合状態と Abrikosov ボルテックス

1.3 超伝導のエレクトロニクス応用

　超伝導の発見からちょうど 100 年がたち，現在において工学的応用範囲は実に幅広い
ものとなっている．Tc 以下でのゼロ抵抗や完全反磁性といった特異な性質は当初よりそ
の工学的価値が見出され，注目されてきた．超伝導電磁石によるリニアモーターカーや超
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伝導送電線などといった重電関係への応用をはじめ，超伝導を用いたアナログ回路やディ
ジタル回路，あるいは電圧標準といったエレクトロニクス分野，そして超高感度・広帯域
な特性を活かした電波天文学，X 線天文学など学術分野にも広く用いられている．こと
エレクトロニクス応用に関しては，Josephson効果を利用した，超伝導薄膜の間にコヒー
レンス長程度で数 nmの薄い絶縁体を挟んだ Josephson接合がその中心的役割を担って
いる．

アナログ応用

　 Josephson 接合の代表的なアナログ応用例として，接合を含む超伝導ループにて構成
される超伝導量子干渉素子 (Superconducting Quantum Interference Device, SQUID)

が知られている [16]．特にループ内に接合を 2つ含むものを dc-SQUIDと呼び，超高感
度磁場計測器として既に医療分野などで心磁場や脳磁場という生体の微小磁場測定に応
用されている．その磁場感度は地磁気の 5000 万分の 1 以下，1 fT の変化まで検出可能
である．また，Josephson接合による Superconductor-Insulator-Superconductor (SIS)

ミクサは電磁波の高感度へテロダイン検出が可能で，電波天文学におけるミリ波～サブミ
リ波帯のコアとなる検出器として用いられている．

ディジタル応用

　 Josephson 接合のディジタル応用に関しては，金属超伝導体 Nb を用いた単一磁束量
子 (Rapid Single Flux Quantum, RSFQまたは SFQ)回路の研究が日米を中心として進
められている [17]．SFQ回路は既存の半導体回路とは動作原理が全く異なる．SFQ回路
では基本素子である Josephson 接合のスイッチング特性を利用しており，このスイッチ
ングは図 1.8に示すように磁束量子 Φ0 の伝播によるものとして描かれる．このとき幅が
数ピコ秒，高さ数百 μVの微小電圧パルスを伴い，接合を含む超伝導ループ内の Φ0 の有
無を 2値としたパルス論理演算方式を取る．また SFQ信号は無質量の電磁波として振舞
うため伝播速度は光速に近い．このような特徴から SFQ回路は本質的に高速かつ低消費
電力である．1論理ゲート当たりのスイッチング消費電力はサブ aJと極めて小さい．既
に素子数にして 1万以上の Josephson接合を用いた大規模集積回路が動作実証されてお
り，近年では，図 1.9に示すように，SFQ回路を用いた再構成可能なデータパス（RDP）
を持つプロセッサが提案されるなどの検討がなされている [18, 19]．
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図 1.8 SFQ回路の基本構造である Josephson伝送線路 (JTL)

図 1.9 4 × 3 RDPのチップ写真 [19]

1.4 高温超伝導体の応用

　これまで述べてきた，超伝導のエレクトロニクス応用に関して，現在に至るまでその
中心的な材料は専ら Nbである．これに対し，酸化物高温超伝導体を用いた応用も，特に
YBCOの発見当初から検討が行われてきた．代表的な応用例として，現在では送電線と
して Bi 系高温超伝導ケーブル実用化に向けたプロジェクトがアメリカで進行している．
またエレクトロニクス応用に関して言えば，携帯電話基地局用マイクロ波フィルタとして
既に実用化されている．ここでは特に超伝導のデバイス応用に着目した，高温超伝導体の
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表 1.1 冷凍機の種類とその性能 [20]

種類 到達温度 (K) 消費電力 (W) 寸法 (cm3) 　価格 ($)

”Cryotiger” 70 400 40×40×60 5500

単段スターリング 40 60 18×12×9 8000

単段 GM 30 1500 50×57×58 8000

2段 GM 8-10 1500 50×57×58 12500

2段 GM + 蓄冷材 　　 3 6500 30000

2段 GM + JT 4.5 4500 43×50×130 40000

Boreas 4.5 2900 50×60×150 40000

応用上の強みと，高温超伝導 Josephson接合の現状について述べる．

1.4.1 高温超伝導体を用いる利点

冷却コストの低減

　超伝導デバイスが動作するためには極低温環境を維持しなければならないことから，
システムの冷却機構のような超伝導デバイスの周辺技術についても検討する必要があ
る [20]．研究段階においては冷却方法として液化ヘリウムといった液体冷媒を用いること
が多いものの，実際のシステムには液体冷媒を使用することは難しい．また，冷凍機コス
トを含めるとシステム全体として既存のシステムに対する超伝導デバイスの優位性が成り
立たなくなってしまう．表 1.1に示したように冷凍機の到達温度が低いものほど消費電力
や大きさ，価格が増加している．Nbを用いた超伝導エレクトロニクスでは 4 K動作を想
定するため冷凍機としては 2段 Gifford-McMahon（GM）冷凍機 +蓄冷材，2段 GM冷
凍機 +Joule-Thomson（JT），Boreasといった高価で大型な冷凍機が必要となる．一方，
もし将来高温超伝導デジタル応用が実現できた場合，30～40K 動作でも動作可能である
ため単段 GM冷凍機あるいは単段スターリング冷凍機を用いればよい．そのため，消費
電力は約 1/4，価格は約 1/3～1/4に抑えることができる．また，冷凍機自体が小型・軽
量になるためシステム全体の小型化が図れる．このように，高温超伝導デバイスを用いる
ことにより冷却コストの低減といった利点もある．
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高速動作性

　さらに，高温超伝導デバイスに期待されることとして高速動作が挙げられる．例えば
Josephson接合の場合，スイッチングに要する時間は超伝導エネルギーギャップ 2Δに反
比例することが知られている [21]．また BCS 理論によれば Tc が高いほど Δ が大きい．
よって高温超伝導体を用いることで本質的に高速なデバイス動作が可能であり，理論的に
は現在主流の Nb接合を上回る，THzを超える潜在能力を有している．実際，多くの研究
機関において，高温超伝導薄膜からの THz放射あるいは THz発振などの実験報告がある
など，THz帯での応用が期待されている [22]．

1.4.2 高温超伝導 Josephson接合

　高温超伝導 Josephson接合については，多元素の酸化物であることから Nbほどの高い
プロセス信頼性が得られていないものの，小・中規模回路応用に耐えうるレベルの技術が
確立しつつある．特にこれまで多層化技術が乏しくプロセス制御が困難であった YBCO

積層型 Josephson接合において，1/2分周回路 (Toggle Flip Flop, TFF)回路が 500 GHz

で動作実証されている [23]．しかしながら積層型接合においては特に超伝導電極間のごく
薄い障壁層の制御が非常に難しいという問題に直面しており，作製技術に関してはやや停
滞している．今後，高温超伝導体を用いた THz領域でのディジタル応用へ向けた技術的
ブレイクスルーが期待される．

1.5 高温超伝導ナノブリッジ

　このように Josephson 接合は代表的な超伝導デバイスであり，多くの応用が期待され
ている．特に材料として酸化物高温超伝導体を用いることで理論的には THz を超える
デバイス動作が見込まれることから，応用上の期待は大きい．しかしながらその一方で，
Josephson 接合とは全く異なる思想に基づくデバイス構造も検討されてきた．その中の
一つに，Abrikosovボルテックスを利用したナノブリッジと呼ばれる超伝導デバイスがあ
る．以下，その背景と歴史について述べ，特に高温超伝導体 YBCOを用いたナノブリッ
ジの特徴と Josephson接合に対する優位性や応用について述べる．
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1.5.1 Abrokosovボルテックスフロートランジスタ

　 Josephson接合では，スイッチング動作としては磁束量子 Φ0 が無質量の電磁波として
伝播することは既に述べた．このように接合面内に発生する磁束のことを Josephson ボ
ルテックスという．これに対し，1.2.4 節で述べた第 2種超伝導体の混合状態で材料その
もののなかに生ずる Abrikosovボルテックスが存在する．この Abrikosovボルテックス
をデバイスとして積極的に利用する報告がなされたのは 1991年のことである．Martens

らによって提案された超伝導フラックスフロートランジスタ (SFFT) は，超伝導薄膜を
用いた 3 端子素子である [24]．単膜の形状を工夫することでデバイスを作製するという
コンセプトのもと，Josephson接合のような三層構造作製技術，とりわけ障壁層界面制御
の問題から解放されるため，開発が進められた．そして実際に YBCOを用いた SFFTに
て 93 GHz の動作周波数という高周波応答が報告された [25]．その構造はバイアス電流
による Lorentz 力でボルテックスフローが起こるチャネル部分の膜厚を薄くし，弱結合
部を形成している．作製プロセスが簡単になる反面，薄膜自体の特性に直接影響を受けや
すく，素子の特性歩留まりに課題があった．またこの他にも，Corrugation FFT [26]な
ど，SFFTの問題点を改良する試みがなされたが，Josephson接合を用いたボルテックス
フロートランジスタ (JVFT) と比較してデバイス速度などの性能向上が見られなかった
ため，現在では研究が進んでいない．その大きな原因は，Abrikosovボルテックスが薄膜
中を粘性を伴ってフローするため伝播速度の向上が困難な点にあった．そのためデバイス
としての高速動作性に限界があり，作製プロセス以外の Josephson 接合に対する優位性
を示すことが出来なかった点にあった．

1.5.2 ナノブリッジ

　 SFFTのデバイス性能における問題点を回避し，なおかつ SFFTのアイデアを活かす
デバイスを考える時，最も単純な方法としては寸法を小さくすればよい．このような発想
から，単膜構造の超伝導デバイスの微細化が進められた．一方で，Mochalkov らによっ
て，Josephson接合の代わりに非常に細いブリッジを並列接続することで dc-SQUIDと
しての動作が報告された [27]．この時用いられた材料は Alであったが，後述するように
高温超伝導薄膜を利用することでデバイスとして高速動作が期待出来ることから，90年
代半ばをピークに，オランダの Twente大学のグループをはじめとする幾つかの研究機関
で研究が進められた [28, 29, 30, 31]．そしてブリッジ構造の微細化によって，dc-SQUID
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動作のみならず，マイクロ波応答 [32]などの現象が次々と報告された．これらのことは，
Josephson接合のような構造を用いなくとも，薄膜を微小なブリッジ構造に加工すること
で Josephson 接合的な特性を得ることが可能であること，すなわち磁束量子のスイッチ
ング素子としての機能を持つことを示唆していた．そして後述するように，このような機
能を持った構造の典型的な寸法が数百ナノメートル程度以下であることから，この単膜超
伝導デバイスはナノブリッジと呼ばれている．

ナノブリッジの特徴

　ナノブリッジの特徴は，単膜構造という SFFTの特徴を維持しながらも，寸法を微細化
することで Josephson接合的な特性を示すという点にある．すなわち，磁束量子 Φ0 単位
でのスイッチング動作が可能になる．ただしそれには条件があり，ブリッジの長さ l ，幅
w としたとき，

l, w ≤ 2λ⊥ (1.8)

の関係を満たす必要がある．ここで λ⊥ は薄膜における膜面に垂直な磁場に対する実効磁
場侵入長と呼ばれるもので，膜厚 dがバルクの磁場侵入長 λより小さい時，以下のように
与えられる [33]．

λ⊥ =
λ2

d
(1.9)

　ナノブリッジが Φ0 単位でのスイッチング可能なボルテックスゲートとして機能する
には，ブリッジ中のボルテックスは高々 1 個である必要がある．つまり，ナノブリッ
ジの幅と長さがともにボルテックスの直径 2λ⊥ 以下であれば，1 つのボルテックスが
ブリッジ中にあるとき他のボルテックスは斥力相互作用によって侵入出来ない．　本研
究で用いる YBCO では c 軸方向の磁場における ab 面方向の磁場侵入長は物性値から
λ∼ 140nm なので，例えば膜厚 50 nm に対しては，Φ0 単位でスイッチング可能な最大
寸法は 2λ⊥∼ 784 nm となる．したがって，Josephson接合が数ミクロン角であるのに対
し，ナノブリッジは本質的に小さな素子寸法となる．

　一方，ナノブリッジの動作原理としては次のようになる．バイアス電流が臨界電流値
Ic 以下では電圧は発生しないが，Ic を超えるとナノブリッジ両側から互いに極性が逆向
きのボルテックス・アンチボルテックスが自己磁場によって対生成してブリッジ内に侵入
しはじめ，主にバイアス電流による Lorentz力を受けて駆動され電圧が発生する．よって
図 1.10に示すような I-V 特性となる．電圧 V は単位時間あたりにブリッジを通過したボ
ルテックス数 nで決まる．このように実際のナノブリッジの I-V 特性はボルテックスの
運動と深く関わっている．また，スイッチング時間は，ボルテックスが生成後ブリッジを
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図 1.10 ナノブリッジの原理と I-V 特性

横切り，中央で逆向きのボルテックスと対消滅するまでの時間で概ね見積もることが出来
る．つまり，およそ (距離)/(速さ)である．ボルテックスの平均速さはバイアス電流によ
る Lorentz力とおよび，物質中を移動する際に生ずる粘性抵抗との釣り合いである [34]．
粘性係数は材料に依存する一方で，超伝導キャリヤ密度と関連している．ナノブリッジ
中を走るボルテックスはある種の摩擦を受けて走行していることになる．YBCOではフ
ロー速度 vf はおよそ vYBCO = 104-105 m/s である [35]．一方，金属超伝導体，例えば
Nbでは vNb = 102 m/s であることから，ナノブリッジの動作速度については YBCOを
用いる方が圧倒的に高速動作が可能となる．また，ナノブリッジの場合，幅を細くすれば
するほどスイッチング時間が短くなることは明らかである．例えば幅が 100 nmのナノブ
リッジであれば，大雑把に見積もったとしても w/v =100 GHz-1 THzのスイッチング時
間が見込まれる．これは同じ YBCOを用いた Josephson接合に匹敵する．　

Josephson接合とナノブリッジ

　ここでは YBCO を用いた Josephson 接合とナノブリッジそれぞれの特徴について
表 1.2にまとめる．まず構造を比較すると，Josephson接合が三層構造であるのに対し，
ナノブリッジは単層構造である．この特徴は作製プロセスの単純化という意味では大いに
有利に働くが，その一方で超伝導薄膜の品質の善し悪しが素子の特性に直接反映されてし
まうという点に注意しなければならない．Josephson接合ではボルテックスが無質量であ
ることからフロー速度は速いが，ナノブリッジは一方で素子サイズが小さいためスイッチ
ング時間の差を帳消しにしている．Josephson接合におけるスイッチング時間は，Ic と常
伝導抵抗 Rn との積，IcRn 積と呼ばれる品質パラメータに反比例する．したがって動作
速度の観点から見ると Ic の高い接合が求められる．接合面積縮小による高密度集積化の
ためには臨界電流密度 Jc を大きくしなければならない．これは Josephson接合の障壁層
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をより薄くすることに対応しており，ナノメートルの障壁層を制御するプロセス技術の向
上が不可欠である．また，重要な回路パラメータである接合間の配線インダクタンス Lと
Ic の積 LIc などの回路設計上の制約もあり，微細化が難しい．そのため現在の接合面積
は数 μm角のものが用いられている．一方，ナノブリッジではボルテックスが対になって
ブリッジ両端に発生し，消滅するまでの時間がおおよそのスイッチング時間であるため，
幅を小さくするほど高速動作が可能となる特徴を持つ．また，Josephson接合と比較して
本質的に Jc が高い事や，IcRn 積のような制限が無いといった違いがあり，微細化するほ
ど性能は向上する．

表 1.2 Josephson接合とナノブリッジの特徴比較

素子 Josephson接合 ナノブリッジ

構造 三層 単層
素子サイズ 数 μm 数十-数百 nm

臨界電流密度 Jc 数 kA/cm2 数 MA/cm2

フロー速度 106-107m/s 104-105m/s

スイッチング時間 IcRn に反比例 概ね (幅)/(フロー速度)

特徴 ヒステリシス特性 小サイズ
電磁波パルス伝送 高 Jc

光との適合性
課題 障壁層の制御 微細加工技術

プロセスが複雑 膜質に特性が左右
デバイス物理

ナノブリッジの応用可能性

　このように，YBCO ナノブリッジ素子は高速なスイッチング，小さな寸法，単膜に
よるシンプルな構造といった特徴を備えたボルテックスゲート素子である．これらの
特徴を積極的に利用することで，Josephson 接合の代替素子として様々な応用が考えら
れる．

SQUID応用

　 2つの並列なナノブリッジを含む超伝導ループは dc-SQUIDとして機能する．SQUID

としての挙動は従来の Josephson接合とほぼ同じ形で記述することができ，ループ内に 1
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つずつ出入りする磁束量子の種類が Josephsonボルテックスか Abrikosovボルテックス
かの違いのみである．ナノブリッジによる dc-SQUIDの最大の特徴はループ面積が格段
に小さく，容易に 1μm2 以下のサイズに出来ることであり，近年 nano-SQUIDとも呼ば
れている．小面積化により磁束密度を高めることで素子感度や空間分解能を大幅に向上で
きることから，特に Nbや Alが用いたものでは，微小磁気センサや検出器あるいは走査
SQUID顕微鏡などへの応用に向けて，微細加工技術の発展とともに盛んに研究が進めら
れている [36, 37]．
　また，YBCO薄膜を用いたナノブリッジ SQUIDについても，これまでに幾つかの研究
機関で検討されてきた．高温超伝導体の特徴を活かし，70 Kを超える高い温度領域でも
数 μVの電圧変調が観測されるなど，応用上の期待は大きい．さらに YBCOナノブリッ
ジ内を出入りする Abrikosov ボルテックスの運動は，高温超伝導線材や薄膜における磁
束のピニング現象などと関連が非常に深いため，こうした物理についても波及効果が期待
されている．

光インターフェイス応用

　 YBCOは酸化物であるため金属よりも光の吸収係数が高い．これに加えてナノブリッ
ジは単膜構造であることから，THz技術をはじめとしたオプティクスとの融合も期待さ
れる．例えば，Nb-SFQ 集積回路の実用化に向けた課題の一つである，室温との光イン
ターフェイス技術を確立するための光/SFQ あるいは SFQ/光直接変換素子の候補とし
て，YBCOナノブリッジが挙げられている．
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図 1.11 SFQ回路と外部機器との光インターフェイスの概略図

　 SFQ回路は超高速かつ低消費電力といった特徴を持つが，その動作には極低温環境が
不可欠である．通常の電気信号を用いた方法では，10 GHz以上の動作速度を求めると，
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外部室温機器とを繋ぐ同軸ケーブルでの高周波による波形歪や SFQ回路側への熱流入と
いった問題に直面する．そこで近年，図 1.11 に示すように SFQ 回路における光を用い
た入出力インターフェイス技術が注目されている．これは光ファイバーを通じて光信号
を直接 SFQ 信号に変換するため，高周波損失などの問題を回避する事が出来る．現在，
光入力技術に関しては，波長 1550 nm 帯の金属/半導体/金属光検出器（MSM-PD）を
SFQ回路とフリップチップボンディング接続することによって光信号からの SFQパルス
生成に成功している [38]．また，フォトミキシングや超短パルス信号などの技術を用いた
SFQ用光入力素子の開発も行われてきた [39]．図 1.12に示すように，外部から来た光信
号の受光部に YBCOナノブリッジを置く事で，YBCOの高い光吸収係数および高速な応
答を利用した光/SFQ変換素子として機能すると考えられる．
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図 1.12 ナノブリッジを用いた光/SFQ入力インターフェイス

図 1.13 磁気光学効果による Faraday回転の原理

　一方，光出力技術は容易ではなく，システムの提案や要素技術の研究 [40, 41] はされ
ているものの，SFQ回路との接続・実証は行われていない．現在有力な光出力インター
フェイスの一つに磁気光学（MO）効果として知られる Faraday回転を利用した方法が挙
げられる．Faraday回転は磁気旋光とも呼ばれ，図 1.13に示すように磁場中に置かれた
透明な物質中を磁場と平行な直線偏光が通過する際，偏光面が回転する現象である [42]．
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図 1.14 SFQ/光出力インターフェイス

この方法は磁性体薄膜の磁区構造や，第２種超伝導薄膜の混合状態における磁束量子のダ
イナミクス観察などでは既に用いられている [43]．Faraday回転を利用した SFQ/光変換
を模式的に表したものを図 1.14に示す．SFQ回路からの出力信号を超伝導ループに保持
し，ループ内に偏光したレーザーを照射する．ループ内に磁束が存在する時は，ループ
上のMO薄膜によって光は Faraday回転を起こし，その出力差分を後段で検出する．現
在までに，Murakami らが Josephson 接合を用いて磁束量子単位で制御された信号検出
に成功しているが [44]，実用化に向けては更なる検出感度の改善が不可欠となっている．
YBCOナノブリッジを用いることで超伝導ループ面積を約 1桁縮小し，ループ内磁束密
度を大きくすることで容易に Faraday回転角を大きくすることが出来るため，SFQ/光変
換素子としての機能でも着目されている．
この他にも，Josephson 接合よりも高い臨界電流密度 Jc といった特徴を持ち，30-40 K

の温度領域での利用を考えた場合にも優位性があると考えられる．

1.6 本研究の目的

　これまで述べてきたように，YBCO 高温超伝導薄膜を利用したナノブリッジは，
Josephson接合と同様に Φ01個の応答を可能にする単一ボルテックスゲートとしての機
能を持つ．本質的に素子寸法が数十から数百 nmと小さいため，微細加工技術さえ確立出
来ればスイッチング速度は Josephson接合に匹敵する 100GHz-1THzに達し，また単膜
加工のみで得られるため作製プロセスの簡略化も期待出来る．ナノブリッジの応用とし
て，nano-SQUID のような磁気センサ応用については，小さなループ面積による高感度
化，平面構造であることによる設計自由度の高さを活かすことが出来る．更に酸化物は金
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属よりも光の吸収が良いため，光検出器や，光信号と SFQ信号とを変換する素子として
も有効である．このように，ナノブリッジには様々な応用が存在する．

　しかしながら，これらはあくまで Josephson接合の代替素子という位置づけである．言
い換えると，これらは全て Josephson 接合で培われた技術に基づき，ナノブリッジを用
いることで Josephson 接合では難しい領域への発展が見込まれる応用として挙げられて
いる．しかし，ナノブリッジの動作原理は Josephson 接合とは全く異なるため，本来ナ
ノブリッジのみが持つ特色を活かすことで，Josephson接合では今まで検討すらされてこ
なかったような新しいデバイス応用可能性を探るべきである．本研究ではこのような立場
から，

• デバイス構造的優位性

• ボルテックス制御性

というナノブリッジのみが持つ 2 つの点に特に着目し，これらの特長を積極的に利用し
た，ナノブリッジ独自の応用を模索する．よって本研究では，

「高温超伝導ナノブリッジの新たな特長を見出し，新しい超伝導デバイスを提案する
こと」

を目的とした．これに向けて，本研究では具体的に以下に述べるような 3つの課題を設定
し，それぞれに対して順に検討を行った．

　一つめの課題は，再現性・制御性を伴うナノ構造作製プロセスの確立である．ナノブ
リッジはその構造上，高度な YBCO薄膜の微細加工技術が不可欠である．しかしながら
加工技術が未熟であったために，性能向上は難しかった．中でも加工の際のナノブリッジ
の超伝導性劣化は致命的で，幅の細いナノブリッジほど特性劣化は顕著に見られ，再現性
が低いため特性改善の指針も得られなかった．そこでまずはナノブリッジ作製技術の向上
を目指す．その中で，２章で述べるナノブリッジの劣化に対する新しいプロセス方法を提
案し，その有効性について議論する．

　二つめの課題は，ナノブリッジ単体特性改善と性能評価である．過去の研究においてナ
ノブリッジのボルテックスゲートとしての機能は実証されていたものの，上で述べた問題
が回避出来ず，更なる性能向上への指針が立てられなかった．そこで，次にナノブリッジ
の素子特性，特に電流電圧特性について，ボルテックスのダイナミックな挙動など基本的
なデバイス物理に立ち返って議論することで，ナノブリッジの性能向上に向けた知見を得
る．そしてこれを踏まえ，ナノブリッジのスイッチング時間を見積もり，その高速性を確
かめる．
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　三つめの課題は，ボルテックス制御性を積極的に利用したナノブリッジのデバイス応用
である．ここでは，これまでに得られた結果をもとに，ナノブリッジ特有の Josephson接
合には無い機能を付加することをねらいとした．具体的には５章で述べるが，ナノブリッ
ジの形状を工夫することでボルテックスの侵入を制御できることを見出した．これについ
て具体的なデバイス応用方法も含めて議論する．

1.7 本論文の構成

　本論文は，高温超伝導ナノブリッジによる独自のデバイス応用を目指し，微細加工プロ
セス技術，デバイス性能評価，ボルテックスの物理といった多方面からのアプローチに
よって得られた一連のナノブリッジに関する研究結果をまとめたものである．

　まず本章では，超伝導の歴史あるいは基本的超伝導現象から振り返り，その工学応用か
ら見た魅力について述べた．特に Josephson 接合を主流とした超伝導エレクトロニクス
応用に着目し，応用上の期待と現状について述べた．また，材料として高温超伝導体を用
いることで更に高性能化が可能であることを述べた．一方で Josephson 接合以外の超伝
導デバイスとして Abrikosovボルテックスを利用したデバイスについて触れ，中でも高温
超伝導 YBCOナノブリッジは Josephson接合と同等のスイッチング機能を有しながら，
接合には無い省面積や光との親和性について述べた．これまで Josephson 接合の代替素
子としてしか検討されて来なかったのに対し，本研究では高温超伝導ナノブリッジのみが
持つ特徴を引き出すような全く独自の応用を目指すべきという立場を示した．そして，そ
の実現に向けた 3つの具体的な研究課題を挙げた．

　第２章では，一つめの課題である再現性・制御性を伴うナノ構造作製プロセスについて
検討を行う．はじめに本研究で用いる YBCOの特徴と薄膜作製方法について述べ，その
後ナノブリッジ微細構造作製プロセスについて述べる．そこで長らく問題となっていた，
加工によるナノブリッジ側面の YBCO損傷層について，従来とは異なる観点からのアプ
ローチである再蒸着法を提案し，ナノブリッジに適用した結果について述べる．また一方
で，YBCO損傷層についても考察し，表面改質型 Josephson接合での過去の実験結果を
参考に議論する．再蒸着法の有効性を確認した後，プロセス条件によって特性が制御可能
かどうかを調べる．

　第３章では，二つめの課題であるナノブリッジ単体での特性改善とデバイスとしての
性能評価を行う．はじめにナノブリッジに形成される表面バリアについて述べる．次に
表面バリアモデルでのボルテックスの挙動について述べ，I-V 特性との関わりについて
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述べる．その後，表面バリアの高さをナノブリッジの I-V 特性の温度依存性から見積り，
数値計算による結果と比較する．次にナノブリッジの素子性能向上には Ic 直上のダイナ
ミック抵抗 rd が大きいものが望ましいことを述べ，rd の大きな特性を目指し改善を行
う．表面バリアモデルではブリッジ側面の状態が影響すると予想されるため，幾つかの方
法により特性評価を行った結果について述べる．とりわけ基板材料を変え YBCO膜厚を
30nmまで減らしたナノブリッジの特性は幾つか興味深い結果が得られており，それにつ
いて述べる．これらの結果を受けて，２並列ナノブリッジによる超伝導ループを作製し，
dc-SQUID的動作すなわち Φ0 単位の周期的変調深さと周波数との関係からナノブリッジ
の動作下限周波数を見積もり，高速動作性を実証する．

　第４章では，ナノブリッジの高速応答メカニズムについて別の角度から調査するため，
ナノブリッジの光照射効果についての検討を行う．はじめに超伝導薄膜の非平衡光応答に
ついて述べ，過去に行われた YBCOマイクロブリッジや Josephson接合の光応答につい
て述べる．これらを元にナノブリッジの光応答に関する研究意義について述べる．次に大
阪大学のグループと共同で行われた実験内容と結果について述べる．今回，ナノブリッジ
に光パルスを当て，サブピコ秒の時間分解能を有する計測システムによってダイナミック
な応答観測を試みる．ナノブリッジから発生する電圧の光強度依存性や得られた時間波形
などから，過去の実験と比較したナノブリッジにおける光応答のメカニズムの違いなどに
ついて検討する．

　第５章では，これまでに得られた結果を踏まえて，三つめの課題であるナノブリッジの
ボルテックス制御性を積極的に利用した新規なデバイス応用について検討する．はじめ
に，ナノブリッジの形状によりMeissner効果以外の電流分布が不均一に流れる効果につ
いて述べる．これを利用して，ナノブリッジの形状を左右非対称に加工し，さらに外部磁
場によるMeissner効果と組み合わせることで非対称な I-V 特性が得られることを示す．
非対称な特性は，超伝導ダイオードとして応用可能であり具体的な応用方法例についても
触れる．そして，実際に非対称ナノブリッジを作製し，その特性を評価する．I-V 特性の
外部磁場依存性や，異なるナノブリッジの幅・膜厚の依存性について考察し，非対称特性
の機構がボルテックスの侵入方向を制御したことによるラチェット効果であることを示
す．また，Meissner 効果による遮蔽電流を見積もることで，非対称特性の妥当性を評価
するとともに，整流素子応用を目指した今後の展望について述べる．

　最後に，第６章で以上を総括する．
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第 2章

ナノブリッジ作製プロセス

2.1 概要

　本章では，再現性および制御性を伴う YBCOナノブリッジ作製プロセス確立に向けた
検討について述べる．1 章で述べたように，ナノブリッジによる磁束量子デバイス応用を
目指す上で，再現性の低さは大きな問題となっていた．中でも加工によるナノブリッジの
特性劣化は致命的であるため，これをいかに抑制するかが特性改善の鍵となる．ここでは
ナノブリッジ作製の基盤技術となる YBCO薄膜作製およびナノメートルの薄膜加工法に
ついて述べる．次にナノブリッジを作製し，得られた特性について議論する．本章の後半
ではナノブリッジの劣化に対する従来とは異なるアプローチである再蒸着法を提案し，こ
れによって作製されたナノブリッジの特性を評価して従来の特性と比較を行う．また，表
面改質型 Josephson 接合の障壁層構造に関する過去の知見から，ナノブリッジの側壁劣
化について考察し，より効果的な再蒸着の条件について議論する．

2.2 酸化物高温超伝導体 YBa2Cu3O7−x

　 YBa2Cu3O7−x (YBCO) は世界で初めて液体窒素温度を上回る転移温度 Tc に達し
た超伝導体である [13]．沸点 4.2 K の液体ヘリウムに比べて約 1/10 の価格で済む，沸
点 77.4 K の液体窒素を寒剤に用いることが可能であるという事実は応用上極めて大き
な利点となる．また YBCO は高い Tc および鋭い転移という優れた超伝導特性を持つ
ことから，基礎物性から線材デバイスなどの応用に至るまで様々な分野で研究されて
きた．
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図 2.1 YBCO の結晶構造

　 YBCO の結晶構造を図 2.1に示す．YBCO に代表される銅酸化物高温超伝導体はペ
ロブスカイト構造を持つ [45]．ランタノイド Yをブロック層とし，その上下面に位置す
る CuO2 プレーンと呼ばれる二次元的なユニットが超伝導発現の舞台となる．電荷キャ
リア (YBCO の場合はホール) が Ba 原子間の面内に位置する CuOチェーンと呼ばれる
一次元鎖レイヤーから供給され，CuOチェーンの酸素量により CuO2 プレーンのキャリ
ア濃度が制御される．YBa2Cu3O6 を母物質とし，供給酸素量と共にキャリア濃度が増
加する．一般的に酸素欠損量 xの値が小さくなるにつれ Tc は上昇する．また，CuO2 プ
レーンに平行な a,b 軸方向と比較して c 軸方向の超伝導性は弱く，結晶構造や表 2.1に
示す主な物性値から，強い二次元異方性を持つ材料であることがわかる．

2.3 YBa2Cu3O7−x 薄膜の作製

　はじめに YBCOの成膜方法について述べる．ナノブリッジは単膜によるシンプルな構
造であり，これが Josephson 接合とは異なるナノブリッジの特徴の一つとなっている．
しかしその反面，電気的特性は膜質に大きく依存する．したがって，高品質な YBCO薄
膜が求められる．ここで言う高品質とは，高い Tc を持つこと，薄膜の平坦性が高いこと，
膜中の欠陥や常伝導析出物が少ないこと，などである．特にナノブリッジのような酸化物
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表 2.1 YBa2Cu3O7−x の主な物性値

a-b軸方向 c軸方向

結晶構造 斜方晶
臨界温度 Tc 93 [K]

格子定数 [nm] a : 0.3820 b : 0.3892 c : 1.1688　
熱膨張係数 (×10−6/◦C) 10～11 -

コヒーレンス長 ξGL [nm] 2.2 0.67

磁場侵入長 λ [nm]（H⊥c） 780 95　
磁場侵入長 λ [nm]（H//c） 140 －　
臨界電流密度 [A/cm2] 1.0×107 1.2×106 　

高温超伝導体を利用したデバイスでは，このような薄膜を再現良く得られることが必要で
ある．しかしながら，YBCOのような酸化物超伝導材料の薄膜化技術は金属超伝導材料
と比較すると容易ではない．YBCO の成長様式は Stranski-Krastanov 型と呼ばれ，三
次元的なスパイラル成長であることが大きな特徴となっている [46]．本研究では，代表的
な酸化物高温超伝導薄膜の作製方法である，RFマグネトロンスパッタリング法を用いて
YBCO成膜を行った [47]．

　スパッタリング法では通常，基板とターゲット材料とを対向させる形で配置する．ス
パッタリングガスには反応性の低い Ar が通常用いられる．高真空チャンバ内に Ar ガス
を導入し，そこに高電圧を印加する事で Ar プラズマを発生させる．尚この時ターゲット
側は陰極，基板側は陽極となっている．その中の Ar イオンが陰極近傍の陰極電圧降下で
加速されターゲット陰極表面に衝突し，ターゲット表面をスパッタ蒸発させる．スパッタ
された粒子は陽極上に配置された基板上に沈着して，ターゲット材料からなる薄膜が形
成される．特にターゲットが絶縁物である場合，ターゲット表面での正帯電によって放
電が持続しなくなることを防ぐため，直流ではなく高周波電源 (RF)が広く用いられてい
る [48]．特にマグネトロンスパッタリング法では，陰極裏側に配置された永久磁石による
直交磁場が発生しており，陰極付近で生成したプラズマを閉じ込める役割を担っている．
これによりスパッタリング効率が上がり成膜速度が速まるだけでなく，基板側が高温のプ
ラズマに曝される危険性も低減する．一方，酸化物高温超伝導体の成膜においては，Ar

ガスの他に O2 ガスによる反応性スパッタリングも同時に行われる．酸素イオンは負電荷
を持つため，基板表面に衝突させることで酸化物材料にとって重要な酸素供給が可能とな
る．しかし，スパッタリングに寄与する粒子の運動エネルギーは一般的に数 keVと，蒸
着法のそれと比較してかなり大きいことから，基板表面に堆積した粒子の再スパッタリン
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表 2.2 主な基板材料の比較

基板材料 結晶構造 格子定数 [nm]
YBCO との
格子不整合 (％)

熱膨張係数
(×10−6/◦C) 比誘電率

YSZ 立方晶 0.363 5.0 10.3 27

SrTiO3 立方晶 0.391 1.4 11.1 310

MgO 立方晶 0.421 8.6 13.8 10

LaGaO3 斜方晶 0.379 1.6 12.1 25

LaAlO3 菱面体 0.380 1.0 12.6 15

SAT 立方晶 0.3895 1.2 9 12

LSAT 立方晶 0.3890 0.5 8-10 22

グによって膜質が低下する恐れがある．この影響を緩和するため，本研究ではチャンバ内
のガス全圧を 50 Pa 程度と高く設定することでスパッタリング粒子の平均自由行程を短
くした．

　またスパッタリング法での薄膜成長は基板の堆積温度に強く依存する．これはスパッタ
リングされ基板に到達した粒子による，表面拡散過程でのマイグレーションエネルギーの
大きさが堆積温度に依存するためで，薄膜の結晶性を大きく左右する．例えば堆積温度を
高くすると超伝導性や結晶性は向上するが，薄膜表面の凹凸が激しくなり析出物などが発
生しやすく，表面の平坦性が失われる [49]．特にナノブリッジ中に常伝導析出物が存在す
ると，ボルテックスの膜中の移動を妨げるピニングセンターとして振舞う．YBCO線材
などの分野では，このようなピニングセンターを積極的に利用して Jc を高める工夫がさ
れているが [34]，デバイスにとっては逆に特性のばらつきが大きくなる恐れがある．一
方，膜の平坦性を重視しすぎると，今度は結晶性が悪くなり，Tc の低下として現れる．こ
れはナノブリッジにおいて Jc 低下，また後の章で詳しく触れる表面バリアの低下を意味
しており，本質的なデバイス性能低下につながる．このように結晶性と平坦性はトレード
オフの関係となっていることが知られている．将来的なナノブリッジの応用を見据えた場
合，デバイスパラメータの一つである Ic のばらつきは少ない方が望ましい．よってここ
では析出や欠陥の少ないものを目指すことに加え，多少 Tc の低下が見られても YBCO

薄膜の平坦性を重視する．
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2.3.1 基板材料の選択

　良質な YBCO エピタキシャル薄膜を得るためには，まず適切な基板材料を選ぶ
必要がある．主な基板材料の比較を表 2.2 に示す．基板材料に求められる条件と
しては ，YBCO に対し格子不整合が小さいことや，熱膨張係数が近いことなど
が挙げられる．またデバイス作製上，誘電率が低いことや表面が十分平坦である
ことなども加わる．以上のような条件下で，本研究では基板材料として MgO(100)

単結晶および (La0.3Sr0.7)(Al0.65Ta0.35)O3(LSAT) を用いた．基板の寸法はいずれも
10mm×10mm×0.5mmとなっている．MgO については若干の格子不整合があるものの，
熱膨張係数が近く誘電率が低いことが特徴で，高周波回路応用に有利である．またMgO

基板上に YBCO を成膜した場合，自然配向性により比較的容易に c 軸配向膜が成膜可能
となる．LSATについては YBCOと格子整合性が非常に良いことから，MgOよりも膜
厚を下げることができる．膜厚を下げたことによるナノブリッジの特性の違いについては
3 章で議論する．なお本研究では，LSAT基板は THEVA社によって作製された YBCO

薄膜を使用している．

2.3.2 スパッタリング法による YBCO成膜

　本研究で用いた 4元マグネトロンスパッタリング装置の概略図を図 2.2に示す．本装置
はスパッタ・アップ型で 4 つのカソードを持ち，1 つの DC 電源と 3 つの RF 電源およ
びマッチングボックスがそれぞれ独立して接続されている．これにより複数の異種材料を
in-situで多層成膜することが可能だが，ナノブリッジは基本的に単膜なので YBCOある
いは電極パッドとして用いる Auのみ成膜を行う．YBCOの成膜温度は通常 600◦C以上
と高いため，成膜中の基板はヒータ加熱によって高温に保つ必要がある．本実験では基板
直上にランプヒータが設置されており，図 2.3にその構造の模式図を示す．ランプ (フィ
ラメント)の輻射が Auめっきの反射板により基板裏側に集中することで 1000◦C近くま
での高温を得ることが出来る．基板温度は熱電対で観測し，PID による自動プログラム
制御にて温度を精密に管理する．なお，熱電対の先端は基板近傍に設置されており，真の
基板温度とは若干の差異があると考えられる．よってここでの成膜温度とは熱電対によっ
てモニタリングされた温度である．排気系にはロータリーポンプとクライオポンプを用い
ており，チャンバ内を 10−4 Pa 台まで高真空にすることができる．また，スパッタリン
グガスである Ar と O2 はマスフローコントローラにより各々独立に制御できる．
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図 2.2 4元マグネトロンスパッタリング装置
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図 2.3 ランプヒータ加熱部

　ターゲットとなる YBCO は Y : Ba : Cu = 1 : 2 : 2.5 の組成比による焼結体を粉末
状に細かくしたものを用いた．これはスパッタリングの度に粉末をよく混合することで，
ターゲット表面の組成ずれを回避することができるためである．また，Cuを YBCOの
化学量論組成である 3よりも少なめにした理由は，Y，Ba，Cu各元素のスパッタリング・
イールドの違いに因る．これら 3元素の中では比較的軽い Cuが最もスパッタリングされ
やすい．したがって，ターゲット材料と実際にスパッタリングによって得られた薄膜との
組成は異なり，これを補正するために最適化されたターゲット組成比となっている．な
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表 2.3 YBCO 成膜条件

項目 パラメータ

温度 670◦C

ガス種 Ar, O2 混合
ガス圧力 全圧 55 Pa

流量比 [sccm] Ar : O2 = 20 : 15

ターゲット - 基板間距離 (T-S) 50 mm

RF電力 80 W

成膜時間 2.5 hours

成膜レート 約 30 nm/hour

お，本章の後半で出てくる Cu-richターゲットは組成比が Y : Ba : Cu = 1 : 2 : 3 のも
のを用いた．これは一般的な YBCOの組成比となっているが，上述の理由により成膜後
の組成比は Cu-richな組成となる．

　ここで，具体的な薄膜作製手順を示す．まず YBCO粉末をターゲット皿に盛り，表面
をすり切り均した後，装置内に設置する．基板は専用のホルダを用いて図 2.3の下部のよ
うにランプヒータ直下に取り付けられる．このとき基板内での温度のムラを防ぐため，基
板の裏側に同じ寸法で切り出したセラミックのバックプレートを置く．ランプヒータ周囲
はステンレス製の筒状カバーで保護されており，このカバー底面にホルダの爪を引っ掛け
るようにして固定する．セッティング後，真空引きを行いつつ約 1 時間かけて基板を成
膜温度まで昇温し，更に 30分その状態を維持して温度およびバックグラウンド真空度を
安定させる．このヒータによる加熱および温度維持の過程は全て PID 制御されている．
チャンバ内の圧力を B-Aゲージ（電離真空計）でモニタリングし，圧力が 5× 10−4 Pa以
下になったら， Ar と O2 の混合ガスをチャンバ内に導入し，プラズマを発生させる．こ
の時シャッターは閉じた状態で，設定した成膜ガス圧に安定するまで約 30分程度プレ・
スパッタリングを行う．その後プラズマが十分安定したのを見計らい，シャッターを開け
成膜を行う．終了後，直ちに圧力 20 Torr にて酸素パージを行う．なお，この時の圧力は
ダイヤフラム真空計でモニターしている．ヒータを止め，そのまま室温まで酸素雰囲気中
で自然冷却する．表 2.3に成膜条件をまとめる．
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2.3.3 YBCO薄膜評価

　前節の方法によって得られた YBCO 薄膜の結晶性や配向性を調べるため X 線回折法
(X-Ray Diffraction ; XRD) による測定を行った．強度対 2θ グラフを図 2.4に示す．膜
厚は約 100 nmである．ピーク強度からこの薄膜は c 軸配向しており，余分なピークも見
えないことから YBCOがエピタキシャルに成長していると判断できる．

図 2.4 X線回折強度対 2θ グラフ

図 2.5 原子間力顕微鏡による表面モフォロジ．(a)10 μm 角，(b)1 μm 角

　次に，YBCO 薄膜の平坦性を調べるために原子間力顕微鏡 (Atomic Force Microscope
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図 2.6 転移温度

: AFM) を用いて薄膜の表面モフォロジを観察した．図 2.5 に YBCO 薄膜の AFM 画
像を示す．図中 (a)は 10 μm 角，(b)は 1 μm 角の領域をある．10 μm 角での，表面モ
フォロジーを評価するための指標である P-V (Peak to Valley) 値は 22.4 nm であった．
高圧スパッタリングにより YBCOの 3次元的成長が抑えられ，異相や析出物が殆ど見ら
れない平坦な薄膜を得ることが出来ている．また，粒塊の大きさも揃っており，良好な
YBCO薄膜の状態となっている．
　最後に薄膜の転移温度 Tc を評価した．典型的な抵抗-温度特性を図 2.6に示す．今回用
いた薄膜の Tc の多くはおよそ 83-85 K程度であった．なお，YBCOの理想的な Tc であ
る 93 Kよりやや低いのは，結晶性をやや落として平坦性を重視した結果である．

2.4 電子線露光による微細パターン描画

2.4.1 電子線リソグラフィ

　次にナノブリッジ作製に用いた電子線 (Electron Beam: EB) 描画法およびその手順に
ついて述べる．EB露光は通常の光学露光と同様に，電子感光材であるレジストに EBを
照射し，化学変化を起こさせることによってレジストにパターンを書き込んでいく方法で
ある．電子の de Broglie波長が通常 0.1Å以下 (加速電圧 10kV 以上)で，その最小寸法
は試料に到達するときの電子ビーム径にして数 nm のオーダーであり分解能が非常に高
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いことが最大の特徴である．露光媒体として電子線を選ぶことでナノブリッジのような微
細なパターニングが可能となる．また電子制御が容易であることや，走査型電子顕微鏡
(Scanning Electron Microscope: SEM)と基本的に機構は同じであるため反射電子や二
次電子像で対象物の観察を同時に行えるといった特徴も持つ．EBによる具体的な露光方
法は幾つか存在し，マスクなどを利用せずに直接ウエハ全面を露光する直接描画法，光電
物質などからできているマスクに紫外光を照射し，光電子で描画するカソードルミネッセ
ンス法，金属マスクを用いて EBにより露光する縮小投影描画法などがある．この中で直
接描画法はスループットが低く露光に長時間を要するという欠点があるが，マスクが不要
で直接パターンデータを制御系に入力すれば良く，ナノブリッジの寸法や形状の設計柔軟
性は非常に高い．よって本研究では直接描画法を用いて描画を行った．

図 2.7 電子線描画装置のブロック図

　本研究で用いた Elionix社製 TFE電子線描画装置 (ELS-7500) のブロック図を図 2.7

に示す．また図 2.8 に装置の写真を示す．電子銃には ZrO/W 熱電界放射型を用いて
おり，最高 50kV の加速電圧が設定できる．最小ビーム径は 2 nmφ で最小描画線幅は
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図 2.8 電子線描画装置

10 nm になる．本体の構成は電子銃フィラメントや対物レンズなどが置かれる照射系，試
料の描画または SEM観察を行うための試料室，試料を交換するための交換室から成り，
各部はアイソレーションされる．照射系にはスパッタイオンポンプ，試料室にはターボ分
子ポンプでそれぞれ 10−5Pa程度以下の高真空状態を保っている．
　実際の描画や SEM観察は専用のコンピュータにて制御する．ECAシステムと呼ばれ
るコントロールシステムにより，図 2.9に示すような GUIで容易に操作することが可能
となる．また描画したいパターンを汎用の CADソフトでレイアウト設計し，EB装置内
のコンピュータに読み込ませることで，任意の形状のナノブリッジを作製することが出来
る．システムの概要を図 2.10に示す．また，レジストレーション機能による重ね合わせ
描画が可能で，複数回の異なるパターン描画プロセス，或いはフォトリソグラフィなどの
異なるプロセスとの組み合わせであっても，正確な位置決めを行うことが出来る．

2.4.2 電子線描画プロセス

　 EB露光の際は，レジストや基板のような物質中での主に散乱電子に起因する近接効果
の影響に注意しなければならない．レジスト中での散乱電子の重なりはパターニング精度
を低下させる要因となるため，露光条件は十分に最適化する必要がある．電子の散乱には
前方散乱と後方散乱の 2種類が存在するが，特に後方散乱は基板からの反跳電子による散
乱過程であり，レジスト中での電子の空間的広がりは大きくなるためパターニング精度は
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図 2.9 GUIによるパターン設計画面

悪くなる．故にサブミクロン以下の微細パターンを得るには出来る限り後方散乱を抑制し
なければならない．一般的に電子を加速させる電界が強いほど，後方散乱の影響は減り前
方散乱が支配的となるため，本研究では EBの加速電圧は最大の 50kVで固定した．

電子線露光条件の最適化

　電子線レジストについては日本ゼオン製 ZEP520Aのポジ型レジストを用いた．レジス
トプロセスの手順として，まず基板上にレジストを滴下し，スピンコートにて塗布する．
回転数は 1st，2ndの 2段階で設定可能であり，主に 2ndの回転数でレジストの膜厚を決
定する．塗布後，ホットプレートにてプリベーキングを行う．次に，帯電防止剤を同様に
スピンコートにて塗布する．これは EB描画時に，絶縁体基板上で電子が滞留 (チャージ
アップ)することにより描画ずれなどの問題が起こるのを防ぐ役割を持つ．帯電防止剤に
は昭和電工製のエスペイサーを用いた．これは水溶性の高分子材料であり，描画後の現像
前に純水で簡単に取り除くことができ，下地のレジストには殆ど影響を与えることが無
い．以上のプロセスに於ける各条件をまとめたものを表 2.4に記す．

　ナノブリッジ作製に先立ち，微細なラインパターンを描くことで EB 露光条件の最適化
を行った．通常，EB の最適露光条件は用いるレジストの必要ドーズ量で決まる．今回，
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図 2.10 描画系コンピュータコントロールシステム概略図

(a)75 μC/cm2，(b)80 μC/cm2，(c)85 μC/cm2 とドーズ量を変化させた時に得られたレ
ジストパターンを図 2.11 に記す．左側が 500 nm，右側が 200 nm の設計幅でパターニ
ングされている．75 μC/cm2 のものは露光仕切れなかったレジストが残留しており，ア
ンダー露光であったことがわかる．80 μC/cm2，85 μC/cm2 ではあまり違いが無く，露
光量は適切である．また，設計幅と実測幅とのずれをグラフにしたものを図 2.12に示す．
露光量による違いは殆ど見られず，全体的に設計値より縮小傾向にあるが，縮小幅はグラ
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表 2.4 EB 描画条件

項目 パラメータ

加速電圧 50 kV

ドーズ時間 0.1μsec/cm2

ビーム電流 5.0×10−11A

EBレジスト ZEP520A

レジスト厚さ 300 nm

プリベイク温度/時間 180◦C/2 min

ポストベイク温度/時間 135◦C/2 min

現像液 o-キシレン
現像時間 180 sec

リンス液 ZMD-B

リンス時間 30 sec

フからほぼ一定なので，設計側で補正すれば良く問題は無い．よって今回は 80 μC/cm2

を採用した．

2.5 Arイオンビームエッチング

　次に，YBCO薄膜のエッチング方法について述べる．高品質なナノブリッジは，EB露
光による微細なレジストパターン形成のみならず，それを YBCO薄膜に転写する技術と
合わせて初めて得ることができる．特にサブミクロンでの微細加工においては，エッチン
グガスをプラズマ化してそこに電場を与え異方的に削るドライエッチングが主流となって
いる．プラズマドライエッチングの種類はプラズマ生成法，エッチングガス種などの違い
により様々なものが知られている [50]．本研究では図 2.13に示す，電子サイクロトロン
共鳴 (Electron Cycrotron Resonance: ECR)プラズマによる Arイオンビームエッチン
グを用いた．YBCOのような銅酸化物高温超伝導体では，金属などで良く用いられる反
応性イオンエッチング (Reactive Ion Etching: RIE)による加工は難しく，Arイオンに
よる物理的エッチングが一般的となっている．また，ECRプラズマを選んだ理由はイオ
ン電流のばらつきが小さいことや，使用ガス圧が低いため異方的エッチングに適している
ことなどである [50]．

　当然のことながら，Ar イオン衝撃による YBCO 薄膜への損傷は可能な限り抑制しな
ければならない．加工に伴うナノブリッジの特性劣化は主に，プラズマ照射に伴う基板温
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図 2.11 左：500 nm，右：200 nmのレジストパターン．ドーズ量：(a)75 μC/cm2，
(b)80 μC/cm2，(c)85 μC/cm2

度上昇を抑えることである程度回避することが出来ると考えられてきた．特に YBCOは
酸化物であり，CuOチェーンを担う酸素が拡散しやすい．そのため基板温度上昇やイオ
ン衝撃がこのような酸素欠損の支配的要因となり，薄膜の超伝導性が低下する．よく用い
られる方法としては，エッチング時の試料ステージを液体窒素やエチレングリコール不凍
液などで冷却する方法がある [51, 52]．しかしながら，これらの冷媒は特にチャンバ内を
大気解放する際や，真空度が悪化すると冷却系周辺が忽ち結露あるいは凍結してしまうた
め，取り扱いに注意を要する．一方，プラズマ照射と非照射 (冷却)を短い周期で断続的に
繰り返すことで基板温度上昇を抑制する，間欠エッチングの効果についても報告されてい
る [53]．こちらは冷却時間さえ十分であれば，通常の水冷でも対応可能である．そこで本
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図 2.12 レジストパターン設計幅と実測幅の関係

図 2.13 ECRプラズマエッチング装置の模式図

図 2.14 エッチング装置内の試料ステージ周辺模式図
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図 2.15 エッチング中の試料の写真

表 2.5 Arイオンビームエッチング条件

項目 パラメータ

加速電圧 300 V

引出し電圧 100 V

マイクロ波電力 400 W

使用ガス Ar

ガス流量 3.0 sccm

ステージ角度 （プラズマ入射方向に対し）90◦，ステージ回転式
エッチング方式 間欠 (ON 10 sec : OFF 30 sec)

ビーム電流密度 0.3 mA/cm2

研究では，間欠エッチングを採用した．図 2.14に示すのはエッチングの際の試料周辺の
イラストである．均一なエッチングを得るため試料ステージは回転機構が備わっている．
実際の試料ステージの写真を図 2.15に示す．また，試料ステージ冷却を行う冷却水循環
装置 (チラー)に高圧ポンプを装備することで冷却効率の改善を図った．水温は外気温と
の差で配管が結露しない最低の温度を選び，10◦Cで固定した．更に試料とステージとの
間に熱伝導シート α-gel を挟むことにより基板との密着性を高めた．以上に述べた方法に
よる，エッチング条件を表 2.5に示す．



42 第 2章 ナノブリッジ作製プロセス

2.6 ナノブリッジ作製手順

　ここでは，ナノブリッジの作製手順について述べる．全体の作製プロセスを
図 2.16(a)-(e) に示す．作製工程においてナノブリッジ加工後に別の工程を入れない
ようにすることで少しでも影響を避ける工夫がされている．

(a)はじめに，MgO基板上に YBCOを表 2.3で示した条件で成膜する．さらにその上に
膜厚 2-30 nmの Ptを DCスパッタリングによって堆積する．この Ptはプロセス保護層
として機能しており，以降のレジストプロセス等から YBCO表面を守る役割を担ってお
り，ナノブリッジ加工が終わった後に最終的に取り除かれる．

(b)次にナノブリッジ以外の配線パターンを加工する．これは従来のフォトリソグラフィ
で行われる．

(c) その後，Au を 100 nm 堆積させる．この Au は電極パッドとして用いるためのもの
で，上と同様にフォトリソグラフィで形成する．

(d)その後，2.4.2 節で述べた条件で EBを用いてナノブリッジを形成する．また，2.5 節
の方法で Ar イオンビームエッチングによって転写する．加工後は O2 プラズマによる
アッシングにて残留レジストを取り除く．

(e)最後に Pt保護層を Arイオンビームエッチングにて除去する．

ナノブリッジの寸法と形状

　本研究で設計したナノブリッジの形状は合計で 3種類あり，それぞれ図 2.17(a)-(c)に
示す．ナノブリッジの形状は主に図中 (a)に示すような中央が括れた形状を用いた．これ
はボルテックスの侵入箇所をナノブリッジの長さ方向に対して最も細いただ 1点に限定さ
せるためである．なお，４章ではこれに加え (b)の直線形状のものを作製した．(a)，(b)

のそれぞれの形状を合わせた (c)の形状については，非対称ナノブリッジとして５章で詳
しく述べる．配線を細く彫り込んだギャップの部分を長さ l，最も細くなっている部分を
幅として，wl = 1 μm，wは最小で 30 nm，最大で 3 μmのものを作製した．
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図 2.16 ナノブリッジ作製プロセス

��� ��� ���

図 2.17 本研究で用いたナノブリッジの形状：(a)括れ構造，(b)直線構造，(c)非対称構造

2.7 ナノブリッジの特性評価

　作製したナノブリッジの電気特性評価に先立ち，まずは測定系について述べる．試料
は主に 4.2 Kの液体ヘリウム中で測定される．作製した試料は図 2.18に示す専用のチッ
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プパッケージに接着し，電極部と Alワイヤボンディングによって配線する．このチップ
パッケージを図 2.19に示す測定用治具に取り付け，液体窒素による予冷をした後，液体
ヘリウムが充填されたデュワー内へ挿入する．なお，図 2.20に示すように治具の試料装
着部には銅巻線コイルが隣接しており，3 章および 5 章でナノブリッジの磁場特性を評
価する際には，このコイルにより生成した磁場を用いている．また，試料装着部近傍に
セルノックス温度素子が付いており，素子の抵抗値によって温度をモニターすることが
出来る．治具は図 2.21に示した専用の中継ボックスと接続されており，このボックスか
ら BNC端子にて室温の各計測機器へと繋がる．外部由来の磁気や電磁波を遮断するため
測定はシールドルーム内で行われる．素子の電流電圧 (I-V ) 特性測定は一般的な 4 端子
法を用いて行われる．I-V 測定系を図 2.22に示す．超伝導デバイスは基本的に電流駆動
であるため，100 Ωまたは 1 kΩの抵抗を外部電源と直列に挟むことで電流源として用い
る．超伝導デバイスの I-V 特性評価で見られる電圧は μV以下～mV程度と小さいため，
低ノイズ差動増幅器によって 100倍に増幅してオシロスコープでモニターする．

　本研究においては，臨界電流密度 Jc の定義は Ic を単純にナノブリッジの断面積 S で
割った値 Jc= Ic/S として定義する．断面積については加工後のナノブリッジの SEM像
から実測した幅と膜厚の積によって計算した．しかし加工時にレジストの後退などによっ
てブリッジ断面は完全な長方形ではなくやや台形となっている．また，ここでいう幅とは
SEM観察によって測ったナノブリッジの上底のことを指す．

図 2.18 ボンディング後の試料とチップパッケージ

　幅 50 nmのナノブリッジの I-V 特性を図 2.23に示す．また，同一試料内の異なる幅の
ブリッジについて Jc の幅依存性を図 2.24に示す．図 2.23から計算される Ic は 20 μA，
Jc はブリッジ単体あたり 4.4× 105A/cm2 であった．
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図 2.19 ナノブリッジ測定用治具

図 2.20 治具の試料取り付け部分の拡大図とコイルのイラスト
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図 2.21 中継コネクションボックス

臨界電流密度のブリッジ幅依存性

　 Jc の大きさは薄膜のサイズや膜質などで変化するが，今回の結果は理論値と比較する
と 2桁程度小さい [34, 54]．特に図 2.24における細い線幅の領域での Jc 低下が大きく，
ばらついている．つまり線幅が 細い領域では種々のプロセスによって蓄積された薄膜へ
の損傷が無視できなくなり，超伝導性の悪化が起こることを示している．これまでに度々
触れているが，YBCO は化学的に活性な材料であるために，作製時の超伝導性劣化が大き
な課題である．また，素子特性の再現性は悪く，その他の多くの試料では超伝導性が完全
に失われてしまっていた．その典型的な例として，図 2.25はブリッジ幅 350 nm におけ
る SEM像である．なお，図 2.23で評価した試料とは別のものである．ナノブリッジの薄
膜微細加工は出来ていても，超伝導性が劣化してしまうという課題が残っている．

　これらの結果を踏まえると，劣化はパターニングの崩れなどではなく，結晶レベルでの
劣化が起こることで超伝導性が失われると考えられる．ナノブリッジの劣化に関しては楠
らによる先行的な研究がされている [55]．それによると図 2.26に示すように，エッチン
グ工程において YBCO 薄膜の表面は金属保護層（本研究では Pt）によって劣化を抑制
しているが，イオンビームで直接削り出す側面は保護されないため，加工に伴うナノブ
リッジの特に側壁部分が局所的に劣化することが主な原因であると指摘されている．これ
により実効的な幅が小さくなり Ic が低下するか，細い幅によってはブリッジ全体が絶縁
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図 2.22 I-V 特性測定系

図 2.23 幅 50 nmのナノブリッジの電流電圧特性
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図 2.24 臨界電流密度 Jc の幅依存性

図 2.25 ブリッジ幅 350 nm における SEM 写真

化する．なお，図中には示されていないが，Pt保護層によって劣化を防いでいるものの
YBCO表面にも幾らかの劣化領域があると同時に，基板と YBCOの界面付近でも格子不
整合による超伝導性への影響は存在するだろう．しかし，いずれについても側壁からの劣
化と比較するとその影響は小さいと考えられる．
　一方，劣化のミクロな物理的描像についてはあまり理解されていない．過去の研究で
は，エッチング時のイオンビーム衝撃によって基板温度が局所的に上昇し，側壁で YBCO

の酸素欠損が起こっていると考えられてきた [55]．これは YBCOに代表される酸化物高
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図 2.26 ナノブリッジ加工時における劣化

温超伝導体は結晶中の酸素量に Tc が強く依存するという性質に基づいている．しかしな
がら，2.5 節で述べたように，基板温度上昇の対策はこれまで幾つか行ってきた．そこで
次に考えられる酸素欠損以外の可能性としては，Ar イオンビームが YBCO 結晶に直接
侵入し結晶を破壊するという劣化プロセスであるが，この場合は加工プロセスそのものを
再検討するか，何らかの方法で超伝導性劣化を帳消しにする必要性がある．イオンミリン
グによる薄膜加工を用いている限り，このような劣化は避けられないためである．ナノブ
リッジの特性や再現性を向上させるには，根本的な解決策を検討すべきであると考えら
れる．

2.8 YBCO極薄膜の再蒸着による損傷層回復プロセス

2.8.1 損傷層回復プロセスの目的

　本節からはナノブリッジの Jc 改善に対する新しい方法について述べる．前節にてナノ
ブリッジの特性を評価したが，やはり幅が細くなるにつれ Jc 低下は顕著に見られた．こ
れはナノブリッジ表面および側面がエッチングによって損傷を受け絶縁化することが第一
の原因と考えられた．これまでにこうした損傷を抑制するための作製プロセス上の対策は
幾つか講じてきた．しかし，YBCO薄膜の加工方法が物理的に削り出すイオンミリング
である以上，薄膜に対してある程度の損傷は不可避である．現実的に全く損傷の無い加工
法などは存在しないため，この問題に対しては今までとは異なる視点から取り組まなくて
はならない．そのような思想に基づき，加工後に受けたブリッジ側壁の劣化層の超伝導性
を「回復」させる方法について議論する．ここではナノブリッジ作製後に再び YBCO 薄
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膜をわずかに堆積させる，再蒸着法を適用することで超伝導性の回復を試み，その特性評
価を行った．

2.8.2 YBCO薄膜の表面改質層

　再蒸着法の説明に先立ち，まずは YBCO 積層 Josephson 接合の作製方法を例に挙げ
て述べる．図 2.27は表面改質型と呼ばれる接合の作製プロセスの概略図である [23]．下
部 YBCO電極表面を Arイオンでスパッタエッチングすることで表面アモルファス層を
形成し，トンネル障壁層の前段処理を行う．その後，酸素雰囲気で高温アニールを行い，
続けて in-situ でそのまま上部 YBCO 電極を成膜する．ここで表面改質および成膜方法
は 2.5 節，2.3.2 節で述べたものと同じ方法を用いている．上部電極成膜の初期過程で何
らかの組成ずれ，元素置換あるいは結晶周期構造の乱れなどが起こり，そのまま界面付近
に残る．これが最終的に接合の障壁層として機能するものと定性的には考えられている．
Josephson接合の障壁層厚さは一般的に用いる材料のコヒーレンス長 ξ 程度である必要が
あり，YBCOの c軸方向では約 1 nmである．各々の電極が障壁層に近接する領域では
超伝導性がやや弱まった層（S’層）あるいは常伝導層（N 層）に近い状態になっている可
能性を含めてもその範囲は 10 nm程度と見積もられており [23]，表面改質による薄膜へ
の人工的損傷の大部分は上部電極成膜と共に再結晶化しているものと予想される．いわば
薄膜表面を Arで“叩く”Josephson接合に対し，ナノブリッジでは側面を Arで“削る”
という違いはあるものの，基本的には同じ方法で作られている．したがって，ナノブリッ
ジに関しても「上部電極成膜」のようなプロセスを適用することで，損傷層が再結晶化す
る可能性がある．

2.8.3 再蒸着法によるナノブリッジ作製

　次に再蒸着の方法について述べる．ナノブリッジ自体の作製そのものには条件などの
変更は無いため，2.6 節で既に示した手順でプロセスを進める．その後，酸素アニールお
よび YBCOの再蒸着を行う．アニール温度は成膜温度に合わせ，アニール時間は 2 hと
した．成膜条件は時間以外のパラメータは全て，始めに YBCO薄膜を堆積したときと同
じ条件，すなわち，薄膜作製のために最適化された値を用いる．今回はスパッタ時間を
8 minとした．言うまでもなく，スパッタリング粒子は試料全体に行き届くため，再蒸着
時間が長すぎると全体が YBCO薄膜化してしまう．よって，再蒸着時間すなわち膜厚は，
基板と YBCOとの格子定数の違いによってミスフィット転移が起こる臨界膜厚以下であ
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図 2.27 表面改質型 Josephson接合作製例 [23]

る必要がある．しかしながら，今回の条件としては膜厚に換算すると約 4 nmであり，こ
の膜厚で YBCOが超伝導薄膜として機能する可能性は極めて低く，十分な薄さであると
いえる．実際に本研究では YBCO 配線上に 1μm 以下の空隙を形成し，配線の存在しな
い部分では絶縁性が保たれていることを測定時に確認している．なお，再蒸着時間依存性
については 2.9.2 節で述べる．

2.8.4 再蒸着法を用いたナノブリッジの特性評価

臨界電流密度の評価

　再蒸着法を行ったそれぞれ異なる試料（Sample A, B, C）と行わなかった試料（Sample

D, E, F）との Jc のブリッジ幅依存性を図 2.28 に示す．再蒸着法を用いることで，Jc

は大きく向上している．また，再蒸着を行わずに作製した，これまでの 3 桁近い大きな
チップ間のばらつきも同時に抑えられていることから，ナノブリッジの再現性も同時に
改善している．Jc の大きさは膜質または超伝導性の指標となり，ナノブリッジの場合は
特に重要なパラメータとなることから，ブリッジ部分の損傷層が YBCO 再蒸着によっ
て超伝導性を効果的に取り戻し，特性が改善したものと考えられる．また，本研究では
最も細い 30 nm 幅で設計されたナノブリッジの SEM 写真および I-V 特性をそれぞれ
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図 2.29，図 2.30 に示す．Jc は 1.3 × 108A/cm2 と，細い領域でも劣化が起こっておら
ず，超伝導特性は保たれている．これにより今回適用した再蒸着法の有効性を示すことが
できた．

図 2.28 再蒸着を行ったものと行わないものとの Jc の幅依存性の比較．Sample A-C

が再蒸着あり，D-Fが再蒸着なしの試料である

図 2.29 幅 30 nmのナノブリッジ SEM写真

　図 2.28において，幅が細くなるにつれて Jc が増大している．この傾向は，超伝導体を
流れるバイアス電流の分布が不均一であることに起因している [21]．ナノブリッジ断面の
電流分布は図 2.31のように端に集中して流れると考えられている．薄膜にて形成される
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図 2.30 幅 30 nmのナノブリッジの I-V 特性

� � ��

��� ���� ��
図 2.31 Meissner効果による電流分布の模式図

超伝導線では，膜厚 d，幅 wはそれぞれ d << λ//，w >> λ⊥ の条件が満たされている．
ここで λ//，λ⊥ はそれぞれ膜に平行および垂直な実効磁場侵入長である．本研究で用い
ている c軸配向 YBCO薄膜の場合，λは約 780 nmであることから，膜厚方向の電流分
布は一定と考えてよい．電流は超伝導体の端から磁場侵入長程度の領域に集中するため，
上の条件が満たされていれば図 2.31(a)のように薄膜の Jc としては一定値を示す．した
がって通常求める Jc は Ic をブリッジの断面積で単純に割った平均値として算出可能であ
る．ところがナノブリッジの場合は w ∼ λ⊥ 或いは w < λ⊥ であり，(b)に示すように電
流密度の分布が無視出来なくなり，幅が細くなると見かけ上の Jc が大きくなる．この不
均一性の起源はMeissner効果とナノブリッジの表面バリアの影響を反映しているものと
理解されており，実際，過去の研究でも実験的に確認されている [55]．なお表面バリアに
ついては 3 章で述べる．また，λ⊥ よりも十分に細い領域ではMeissner効果のみならず，
ナノブリッジの形状によって電流分布が偏っている効果が支配的となっていると考えられ
ており，これについては 5 章にて詳しく述べる．
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電流電圧特性の温度依存性

　図 2.30で示した幅 30 nmのナノブリッジの電圧状態において，Ic 直上に変曲点が存在
している．これは Ic を超えるバイアス電流を流すと，薄膜中のボルテックスが Lorentz

力に従って動き出す，いわゆるフラックスフローの特性とは異なる．フラックスフロー特
性は一般的に，電圧がバイアス電流の 2乗に比例する，上に凸の緩やかな電圧特性となる
ことが知られている [56]．よって図 2.30はボルテックスフロー特性の変化を示唆したも
のである可能性がある．また図 2.32には同じ 30 nm幅のナノブリッジにおける異なる温
度 (20 K, 30 K, 50 K, 70 K)の I-V 特性を示す．この温度領域では図 2.30の 4.2 Kで
の測定で得られた電圧の変曲点は見られなくなっている．詳細な議論は 3 章に譲るが，ボ
ルテックス侵入の際に感じる，ナノブリッジ表面のポテンシャルバリアが影響している可
能性がある．ポテンシャルバリアは膜質と深く関わっているため，ナノブリッジの超伝導
性が改善したことにより今まで見られなかった特性が現れてきたと考えられる．

図 2.32 30 nm幅のナノブリッジ温度依存性，20, 30, 50, 70 K
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2.8.5 劣化のメカニズムに関する考察

　ここで再蒸着法により何故ナノブリッジの超伝導性が改善されたのかということにつ
いて考える．Josephson 接合の場合，表面改質の後に酸素アニールおよび上部電極のス
パッタリングを経ることで YBCO の再結晶化が進んでいるものと理解されている．表
面改質後あるいは接合界面の障壁層構造については X 線光電子分光や分析透過電子顕
微鏡 (TEM-EDS)による組成分析を用いて詳しく調べられており，損傷を受けて絶縁化
している改質層の YBCO 組成は特に Y-rich，Cu-poor であることが明らかにされてい
る [23, 57]．表面改質には Arプラズマによるドライエッチングを用いており，原理的に
はスパッタリングと同じであることから，この状況は YBCO各元素のスパッタリング・
イールドの違いによって引き起こされていると考えられる．すなわち，最も軽い Cuの損
失がナノブリッジの超伝導性低下についても大きく寄与していると推測される．実験結果
で示してはいないが，再蒸着を行わず単に酸素アニールのみ行ったナノブリッジでは改善
が見られなかったことから，加工プロセスで失われた Cu元素を補充することで初めて超
伝導性が回復することは妥当であると考えられる．
　ただし，Josephson接合における改質は表面であるのに対し，ナノブリッジ形成は側面
について議論しており，この水平・垂直による薄膜劣化の程度やメカニズムの違いは考慮
していない．接合のときに用いられた TEM-EDSのような手法はナノブリッジの断面で
は同等の評価が難しく，今後の検討課題である．

2.9 損傷層回復プロセスの最適化

　ナノブリッジの加工による劣化を根本的に回避することが出来る再蒸着法の適用によっ
て，ナノブリッジの Jc 改善に成功した．ここでは以上の結果と考察を踏まえて，再蒸着
時のスパッタリングターゲット材料の違いによる特性変化について述べる．また，再蒸着
のプロセス条件最適化のため時間を変えて作製を行った結果について述べる．

2.9.1 ターゲット材料依存性

　これまでの実験結果に関して得られた知見から，エッチングによって損傷を受けた層は
Cu-poorとなっており，再蒸着では主として Cuを補う働きをしている可能性が示唆され
た．そこで，従来の YBCOターゲットよりも Cu含有量がやや多いターゲット（Cu-rich



56 第 2章 ナノブリッジ作製プロセス

表 2.6 YBCOターゲット組成比の比較

target ratio (Y : Ba : Cu)

conventional YBCO 1 : 2 : 2.5

Cu-rich YBCO 1 : 2 : 3

ターゲット）を新たに用意して，作製されたナノブリッジの特性評価を行う．表 2.6にそ
れぞれの組成比をまとめる．なお，再蒸着時のターゲット変更以外の作製条件は全て同じ
である．

Cu-rich ターゲットを用いた再蒸着法

図 2.33 Cu-rich ターゲットによる再蒸着を行った幅 80 - 500 nmのナノブリッジの I-V 特性

　同一試料内における幅 80 - 500 nm のナノブリッジの I-V 特性を図 2.33 に示す．測
定温度は 4.2 K である．異なる幅においても，極端に Ic の低いものや I-V 特性が異な
るもの等が見られることは無く，チップ内ばらつきが抑えられているものと考えられる．
Jc についても各幅において 1-5 × 107A/cm2 程度となっており超伝導性は十分高いと考
えられる．これにより，ターゲット材料を変更しても再蒸着法が有効であることを確認
した．

　次に電圧状態の特性について調べる．図 2.35に示す Ic 直上の電圧状態において，V1 の
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図 2.34 異なるターゲット間でのダイナミック抵抗 rd の幅依存性

図 2.35 ダイナミック抵抗 rd の定義

電圧での微分抵抗をダイナミック抵抗 rd として定義する．rd は元々 dc-SQUID として
のナノブリッジの特性評価に用いられ，Josephson接合の I-V 特性における常伝導抵抗
Rn に代わるパラメータである．この値が大きいほど Ic 近傍で急峻な電圧発生であるた
め，次章で述べる dc-SQUIDの電圧変調をより大きく得ることが出来る．V1 の値は電圧
変調深さ程度であり，多くの場合 50-200μV程度が用いられる [55, 56]．ここでは 200 μV

の電圧発生時の微分抵抗として定義する．縦軸に rd，横軸に幅をとり，異なるターゲット
間で比較したものを図 2.34に示す．従来のターゲットを用いるよりも，Cu-richターゲッ
トを用いて再蒸着を行ったナノブリッジはより大きな rd を得ることが出来た．Cu-rich
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ターゲットを用いたもののうち，80 nm 幅のナノブリッジのみ rd の低下が見られるが，
全体の傾向としては幅が細くなるにつれて rd が大きくなる傾向が見られた．図 2.34 の
青い丸印は，過去の我々のグループでの研究において dc-SQUID動作が確認出来たナノ
ブリッジの rd である [58]．よって，今回の方法で作製したナノブリッジは，ボルテック
スゲートとして動作するポテンシャルを持っていると考えられる．得られた以上の結果か
ら，Cu-richターゲットを用いた再蒸着法により，効果的に Cuを補うことができ，更な
るナノブリッジの膜質改善に成功した．また，ナノブリッジで超伝導ループを構成した場
合，磁束の量子化に伴う周期的電圧変調の深さは rd に比例し，ナノブリッジのスイッチ
ング速度を評価する上でも重要となる．

2.9.2 再蒸着時間依存性

　次に最適な再蒸着プロセス条件を探るため，再蒸着時間依存性についての実験を行っ
た．既に述べたように，再蒸着時間が長すぎると試料全体が超伝導薄膜化してしまいナノ
ブリッジとしての評価が出来なくなるため，特に時間の最適化は重要となる．ここでは
Cu-richターゲットによる再蒸着時間を 4 min，8 min，16 minと振り，それぞれの特性
を評価した．

実験結果

図 2.36 再蒸着時間 4 min

　再蒸着時間 4 min，8 min，16 minの 4.2 Kにおける各 I-V 特性をそれぞれ図 2.36，
図 2.37，図 2.38 に示す．再蒸着時間 4 min のものは Ic が非常に小さい (約 5μA) もの
や，抵抗状態になっており超伝導電流が確認出来ないものが混在しており，特性がばらつ
いている．一方，再蒸着時間 16 minでは逆に 100 mA近いバイアス電流印加によっても
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図 2.37 再蒸着時間 8 min

図 2.38 再蒸着時間 16 min

図 2.39 異なる再蒸着時間における Jc のブリッジ幅依存性
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Ic は見られなかった．したがって 16 minでは超伝導薄膜として配線全体がショートして
しまうことがわかる．再蒸着時間 8 min ではブリッジ以外の超伝導配線ショートも見ら
れず，Ic の大きさも再現よく得られることから，8 min 程度が最適な時間であると判断
出来る．次に，臨界電流密度のブリッジ幅依存性を図 2.39 に示す．ここで 16 minの試
料と 4 minの一部のブリッジは Ic を得ることが不可能であったため，プロットしていな
い．図からわかるように，8 minの試料では幅縮小に伴う Jc 増加の傾向も再現されてい
る．またこの結果から，更に細かく再蒸着時間を変えることによって Jc の値を制御でき
る．ただし再蒸着のスパッタリング条件は時間以外にも成膜温度やガス圧などに依存する
ため，今後これらのパラメータについても詳しく検討することにより，デバイスパラメー
タとしての Jc をプロセス制御にて決められる可能性は十分に考えられるといえる．
　なお，次章以降のナノブリッジは，特に断りの無い限り，Cu-rich ターゲットにより
8 minの再蒸着時間に固定して作製されたものを用いている．　

2.10 本章のまとめ

　本章では，再現性かつ制御性を伴うナノブリッジ作製プロセスの確立を目標として，
それに向けた様々な検討について述べた．はじめに YBCO の特徴から本研究で用いた
YBCO薄膜作製方法について述べ．その後ナノブリッジ作製に最も重要なプロセスであ
る EB露光による薄膜微細加工法について述べた．ここでナノブリッジのパターニングは
最適化されているにも関わらず良好な I-V 特性が得られず，Jc は約 1× 105A/cm2 程度
とナノブリッジの超伝導性劣化を示す結果となった． そこでこのような劣化は本質的に
防ぎきれないという立場から，次に，加工によるナノブリッジの YBCO損傷層について
これを回復させるため，ナノブリッジ作製後に再び YBCOを極薄く (約 3～4 nm)スパッ
タリングで堆積する再蒸着法を提案，ナノブリッジに適用した．その結果，最も細い幅
30 nm のナノブリッジの超伝導性を損なわず作製する事に成功した．超伝導性の一つの
指標となるナノブリッジの臨界電流密度 Jc は 2桁以上改善し，ばらつきも低減した．再
蒸着法によりナノブリッジの作製技術を大きく進展させる結果を得た．一方，再蒸着法の
有効性を評価するため，YBCO損傷層について考察した．表面改質型 Josephson接合作
製プロセスで過去に得られている知見から，その原因はプラズマエッチングの過程で，特
に Cuが選択的に飛ばされる事で YBCO結晶が壊されていることが予想された．そこで
再蒸着時の YBCO ターゲットを従来のものより Cu-rich な材料を用いて比較を行った．
その結果，ボルテックスの伝導性向上を示唆するこれまでより数倍高いダイナミック抵抗
を得た．Cu-richターゲットによる再蒸着ではブリッジ部分の YBCO損傷層をより効果
的に回復している事を示唆する結果となった．また，再蒸着時間依存性について調べ，こ
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れにより少なくとも再蒸着には最適な時間が存在し，またこれにより Jc も制御可能とい
う応用上意味のある結果を得た．以上から，基礎的なナノブリッジ作製法はある水準に達
したといえる．
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第 3章

素子特性向上を目指したナノブリッ
ジの静特性評価

3.1 概要

　 2 章で提案した再蒸着法により，ナノブリッジの超伝導性は劇的な改善が見られた．本
章では研究課題として掲げた次のステップとして，デバイス応用のためのナノブリッジ単
体特性向上を目指して行われた様々な実験とその結果について述べる．ナノブリッジの場
合，最も細い幅が 2λ⊥ 以下という条件によってボルテックスの通り道はほぼ 1カ所に限
定され，なおかつ同時に 2つ以上のボルテックスが薄膜中に存在できない．これが結果と
して単一ボルテックスゲートの役割を果たしているが，一方でこのような状況下では高々
1個のボルテックスがブリッジ中をどのように伝播するかが重要になってくる．つまり，
ボルテックス 1個の挙動がナノブリッジの I-V 特性に深く関わってくる．ここでは，ナ
ノブリッジの I-V 静特性について詳しく評価していく．とりわけ Ic 或いはその近傍の電
圧状態の特性に焦点を当てることで，ボルテックスの挙動についての理解を深め，素子特
性向上への指針を得ることを目的とする．より具体的には，ナノブリッジのデバイス応用
に必要不可欠とも言える Φ0 単位での応答を得るための検討を行う．

　本章の前半では，現在までに知られているナノブリッジの I-V 特性への表面バリアの
影響について議論し，どのような I-V 特性が求められるかを述べる．その過程で，これま
で実験的に確かめられていない表面バリア高さを今回実際に見積もり，その結果について
述べる．後半ではボルテックスのスイッチング特性向上を目指した，幾つかの実験につい
て述べる，中でも LSAT基板上に作製された 30 nm厚 YBCOのナノブリッジは，従来
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のMgO基板上のものとは異なる I-V 特性を示した．これについて議論していき，最後に
デバイスとしての動作速度を評価する．

3.2 ナノブリッジ中のボルテックスと表面バリア

3.2.1 Abrikosovボルテックス

　ナノブリッジは，Abrokosovボルテックスと呼ばれる量子化磁束を利用した超伝導デバ
イスである．Abrikosovボルテックスは超伝導体中の量子化磁束であり，第２種超伝導体
特有の現象である．磁場中におかれた超伝導体は超伝導相と常伝導相との界面を出来るだ
け多く取ろうとする．これは超伝導体の界面エネルギーが負となるためであり，熱力学的
には自由エネルギーが最小となるような状態を選ぶことに対応する．磁場のエネルギーが
ある臨界値を超えると，超伝導体内部にまで磁束が侵入を始める．この磁束を含めた位相
の周回積分には周期境界条件が適用され，その結果として磁束は Φ0 = 2.07× 10−15[Wb]

で量子化される．また中心にはコヒーレンス長程度の半径 ξ を持った常伝導コアを持っ
ている．コアは 2個の準粒子つまり励起電子であり，これによりボルテックスの質量m∗

はm∗ = 2me となる．me は電子の質量である．コアを中心として磁束密度には勾配があ
り，これに伴う周回電流が中心から半径 λ⊥(バルクの場合は λ)の範囲を渦を巻くように
流れている．これを Abrikosov ボルテックスという．特に薄膜中のボルテックスによる
渦電流の電流密度は中心からの距離 r において，以下のように書ける．

j(r) =
Φ0

2πμ0λ3
⊥

K1

(
r

λ⊥

)
(3.1)

　ここで，μ0，K1 はそれぞれ真空の透磁率，1次の変形 Bessel関数である．このように
ボルテックスは渦糸とも呼ばれるように，超伝導体中を渦電流を纏いながら貫く磁束量子
Φ0 のことを指す．当然ながら電磁気的な力の影響を受け，またボルテックス間の相互作
用も存在する．

3.2.2 表面バリア

　次にナノブリッジの I-V 特性をボルテックスの観点から議論する上で重要な概念と
なる，表面バリアについて述べる．表面バリアはナノブリッジ表面付近に形成され，ボ
ルテックスがブリッジ内に侵入しようとする際に感じるポテンシャル障壁として振る舞
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う [54, 59]．ポテンシャルを構成する要素は現実には様々であるが，主に鏡像による力と
バイアス電流による力で定性的に議論することができる．

鏡像による力

　表面バリアの初期の議論は Beanと Livingstonによるものが良く知られており，超伝
導-常伝導の境界面においてボルテックスの鏡像を仮定し，渦電流の法線成分がゼロにな
るよう境界条件を適用した [60]．薄膜中のボルテックスはこの逆向きの極性を持った鏡像
ボルテックスとの引力によって薄膜の外側へ排除される．表面バリアとは，この界面 (表
面)で起こる鏡像との相互作用をポテンシャルで表現したものをいう．
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図 3.1 薄膜細線中のボルテックスとその鏡像

　ナノブリッジのような細線構造における表面バリアの計算は，ボルテックスの鏡像法
を拡張したものを用いて議論された [54]．ナノブリッジは幅が細いため，すなわち両側
の境界面が近いため，図 3.1 に示すように薄膜中の 1 つのボルテックスについて左右両
側の鏡像，更にその鏡像の鏡像といった一連の鏡像ボルテックス列について計算されて
いる．

バイアス電流による力

　ナノブリッジにバイアス電流を印加すると，ボルテックスはバイアス電流による
Lorentz 力によってブリッジを横切る方向に駆動される．ボルテックスが受ける力の大
きさは FL = jΦ0 で表され，j はボルテックスの位置におけるバイアス電流密度である．
Lorentz力は表面バリアを下げると同時に力の大きさに依存した勾配を与え，このときボ
ルテックスはポテンシャルの坂を転がるようなイメージとして描かれる．ボルテックスは
質量を持ち，薄膜の材料に依存する粘性抵抗の影響を受け，バイアス一定の時はその運動
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がある終端速度を迎える．これがフロー速度であり，Abrikosovボルテックスフロー素子
のスイッチング速度を見積もる一つの目安となる．ただし後述するように，ポテンシャル
の勾配による議論のみではボルテックスを制御することは出来ない．

3.3 ボルテックスの挙動と電流電圧特性

　ナノブリッジに Ic 以上の電流を流すと，ボルテックスはブリッジ内を横切る．この時
ナノブリッジ両端に電圧 V が発生するが，V は単位時間あたりにブリッジを通過したボ
ルテックス数 n，およびボルテックスの速度 v で決まり，平均電圧として

V =
dΦ
dt

= nΦ0v (3.2)

で表される．これは電磁気学の Faradayの法則に対応しており，超伝導では磁束は量子
化されるため再右辺のように書ける．臨界電流密度 Jc あるいはその後の有限電圧状態は，
ナノブリッジ内にいつボルテックスが侵入を始め，その後どのような振る舞いをするかに
よる．このように，ボルテックスの挙動は I-V 特性に強く反映される．前節で述べた表面
バリアは，ナノブリッジの静特性をある程度リーズナブルに説明出来ることから，過去の
研究においても比較的よく用いられてきた．表面バリアモデルによる I-V 特性は，図 3.2

の模式図に示すように，これまでに大きく分けて 2種類の状態が知られている．

3.3.1 熱活性型の特性

　ひとつは，バイアス電流によって下げられた表面バリアをボルテックスが 1つずつ熱的
に乗り越える，熱活性型のモードである．この時ボルテックスの通過はポテンシャルの高
さ Umax と熱エネルギー kBT によって規制され，I-V 特性における電圧 V とは以下のよ
うな関係で結びつけられる．

V ∝ exp
(
−Umax

kBT

)
(3.3)

　ボルテックスの熱活性に関する議論は初め，超伝導薄膜中の結晶粒界や欠陥あるいは不
純物などに起因するボルテックスのピニングに関する研究の中で見出された．Anderson

は，有限温度にて超伝導体中にピン止めされたボルテックスが熱励起によってデピニング
するという，フラックスクリープ現象を指摘した [61]．この場合，式 (3.3)の Umax をピ
ニングポテンシャル Upin で置き換えただけの関係となる．超伝導体中のローカルなピニ
ングポテンシャルをボルテックスが熱的に乗り越えるという描像を，ブリッジ全体に渡る
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図 3.2 ナノブリッジ表面に形成される表面バリアとボルテックスの挙動との関係

表面バリアについても同様の議論が可能であるとして用いられる [62, 63, 64]．
　式 (3.3)が示すように，言わば確率的にボルテックスは侵入を許される．よって熱活性
型は電圧状態の中でも比較的表面バリアが高い，すなわち低バイアス電流での傾向として
しばしば議論される [55]．

3.3.2 フラックスフロー型の特性

　もうひとつはフラックスフロー型のモードであり，薄膜中のボルテックスの運動が実質
的にバイアス電流による Lorentz 力のみで規制される状態をいう．ボルテックスは表面
バリアの高さではなく，今度はバイアス電流による表面バリアの勾配にてその運動が線形
的に与えられる．I-V 特性上の電圧状態は概ね以下のような形になる．

V ∝ (I − Ic)n (3.4)

n は 1 から 2 の間の値となる．その理由は定性的には次のようになる．例えば薄膜や線
材における I-V 特性は，Ic でボルテックスが受けるピニング力と Lorentz力，そして粘
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性による力がちょうど釣り合った状態を指す [34]．I >Ic ではある一定のフロー抵抗に
よって発生電圧が決まり，ohmicな特性となり，n = 1の場合に対応する．一方，そもそ
も Lorentz力は電流と磁場の積であるため，バイアス電流の自己磁場によってボルテック
スを生成しているナノブリッジでは，どちらもバイアス電流に依存する．自己磁場の効果
は高々 n � 1と考えられるので，式 (3.4)のように書ける．ここでフラックスフローの特
性は，電極間に単位時間あたりどれだけのボルテックスが通過したかで決まるため，ボル
テックスの大きさに比べて大きなサイズのマイクロブリッジ等で典型的な特性となる．ま
たナノブリッジにおいては，ボルテックスの熱活性エネルギーに対する表面バリアの高さ
が十分低い場合，すなわち高バイアス電流での特性としても議論される．

3.3.3 ボルテックスゲートとして必要な特性

　ナノブリッジが既存の超伝導デバイスに匹敵することを示すには，ボルテックスを 1個
単位で高速で制御できることを証明するほか無い．当然のことながら，ナノブリッジでは
ボルテックスが 1個ずつ表面バリアを乗り越える熱活性型の特性が望ましい．

3.3.4 その他の要因

　ナノブリッジでは，ボルテックス間の相互作用によりナノブリッジ内に存在する磁束は
ただ 1つしか許されない．しかし Pedyashらにより，十分高バイアスのもとでボルテッ
クスの通過経路が複数出現し，ブリッジ長さ方向に複数のボルテックスが並んで侵入する
という指摘がされた [65]．ボルテックスの経路の数に対応して I-V 特性あるいは微分抵
抗に何らかのステップが見えるとしている．数値計算による結果から，長さが 2λ⊥ 以下
のナノブリッジでも起こるとしているが，理論モデルは通常の粘性抵抗を含む薄膜中のフ
ラックスフローであり，表面バリアなどの議論は含まれていない．
　一方，I-V 特性上の電圧状態における急激な「とび」について幾つか報告がある．Ic 直
上の電圧状態で数 10-100 mVの大きな電圧のとびが確認されており，これは巨視的量子
効果によるオーダーパラメータの変動に伴う熱的な位相すべり (phase slip)によるものと
説明されている [66, 67, 68]．また，同じ細線構造であるナノワイヤ単一光子検出器に関す
る研究では，Semenovらや Yamashitaらが窒化ニオブ NbNを用いたナノワイヤの特性
について報告しており，この中で Berezinskii-Kosterlitz-Thouless (BKT) 転移 [69]によ
るボルテックス・アンチボルテックス対分離の可能性を示唆している citeYama11Origin．
ここでいうボルテックスとはこれまで述べてきたバイアス電流の自己磁場によるものと
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は異なり，薄膜中にローカルに磁束がペアリングを起こしている状態のことである．た
だし，BKT 転移は一般的に膜厚方向が数 ξ 程度で 2次元的な状況下での議論である．ま
た，Yamashitaら は更に 1K以下の極低温領域では表面バリアの巨視的量子トンネリン
グ (Macroscopic Quantum Tunneling, MQT)が現れることを指摘している [70]．

　このように，ナノブリッジの I-V 特性に関わるその他の要因については，実際には理論
と実験ともに未だ十分な検討がされておらず，物理として完全には理解されていないのが
現状である．

3.4 表面バリア高さの実験的評価

　以上述べたように，表面バリアは I-V 特性と深いつながりがあるだけでなく，ボルテッ
クスの出入りを制御する意味においても重要な役割を担っていることがわかる．しかしな
がら，実際の表面バリアの特性を決定づけるパラメータは様々であり，温度やバイアス電
流のみならず，膜質，Tc，断面や側壁形状などが複雑に関わっているため，厳密な評価は
容易ではない．ここでは Ic 近傍で熱活性的なボルテックスの挙動を与える，表面バリア
の高さを I-V 特性およびその温度依存性から実験的に見積もった．

3.4.1 発生電圧の温度依存性

　実験に用いたナノブリッジの SEM写真および I-V 特性をそれぞれ図 3.3，図 3.4に示
す．SEMによる計測で幅 220 nm，Jc は 4.2 Kのとき 1.4× 107A/cm2 であった．また
異なる温度 T =15 K, 30 K, 45 K, 60 K における I-V 特性を図 3.5 に示す．温度上昇
に伴い，Ic は減少するため，バイアス電流を一定にしたときの発生電圧は温度依存性を
持つ．

　次に Ic 近傍での一定のバイアス電流における，発生電圧の温度依存性を図 3.6に示す．
縦軸は電圧の対数，横軸は温度の逆数でプロットしている．また異なるプロット点は Ic

近傍の異なるバイアス電流量によるものである．電圧と温度の間には logV ∝ T−1 の関
係が見て取れる．この関係は式 (3.3)で示したようにボルテックスが熱活性型の挙動をし
ていることを表している．つまり，

logV = α− β

T
(3.5)

V = exp(α) · exp
(
− β

T

)
(3.6)
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図 3.3 幅 220 nmナノブリッジの SEM写真

図 3.4 幅 220 nmナノブリッジの I-V 特性

という関係式となることが予想される．式 (3.3) との比較によって α，β はそれぞ
れ，

α = log V0 (3.7)

β =
Umax

kB
(3.8)

となる．よって β がバリア高さ Umax を与えることがわかる．　なお，今回は取り扱っ
ていないが，V0 = Φ0f0 は超伝導材料に依存する値であり，中でも f0 はボルテックスが
薄膜内への侵入を試みる頻度を与える試行関数 (trial function) となっていることから，
attempt frequencyと呼ばれる [62]．YBCOでは，V0 � 100mV であることが数値計算
により見積もられている [71]．
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図 3.5 幅 220 nmナノブリッジの I-V 特性の温度依存性

3.4.2 表面バリア高さのバイアス電流依存性

　温度依存性から求めた，各バイアス電流における Umax を数値解析によって求めた理論
的な Umax を重ねたものを図 3.7に示した．理論値（黒および中空のプロット）と実験値
（赤丸のプロット）には大きさ，傾向ともに大きなずれは見られず，ボルテックスの熱活
性型の挙動に基づく実験結果の解析の妥当性を示すことが出来た．

3.5 素子特性改善に向けたアプローチ

　本節ではナノブリッジの単体特性向上を目指して行われた幾つかの実験結果について述
べる．I-V 静特性における，特に Ic 近傍の微分抵抗を調べることでナノブリッジの素子
特性すなわちボルテックスの伝導特性を議論し，デバイス性能を改善するための指針を
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図 3.6 幅 220 nmナノブリッジの発生電圧の温度依存性

得る．

3.5.1 Ic 近傍の電圧状態の特性改善

　ナノブリッジ中をボルテックスが走行すると，ブリッジ両端に電圧が発生する．前節の
表面バリアに関して述べてきたように，ボルテックスの伝導特性と I-V 特性の微分抵抗
dV /dI は深く関わっている．また，2.9.1 節で議論したダイナミック抵抗 rd は，言わば
dc-SQUID特性の指標であった．デバイス応用の観点から見た場合，rd が大きいほど Ic

近傍で起こる電圧の周期的磁場変調深さも大きくなる [72]．よって本研究では Ic 近傍で
の電圧立ち上がりが急峻な特性を目指した検討を行う．
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図 3.7 表面バリアの計算結果と実験から見積もられた Umax との比較．図中の赤い丸
が実験から見積もられた値を示している．

3.5.2 ブリッジ側壁の状態の改善

　再蒸着法はナノブリッジの Jc 向上に大きな役割を果たしたが，素子特性そのものまで
改善したわけではなかった．2.9.2 節で効果的な再蒸着条件の最適化も行われたが，再蒸
着を用いたナノブリッジ dc-SQUIDによるボルテックス 1個単位での応答については検
証されていない．これに対し，ブリッジ側壁の制御性が不十分であることによるボルテッ
クス伝導特性の悪化を推測した．

　本章ではこれまでに I-V 特性における表面バリアの高さがボルテックス制御に必要で
あることを述べてきた．このような特性を目指すには，表面バリアの，特にボルテックス



74 第 3章 素子特性向上を目指したナノブリッジの静特性評価

が侵入し始めるブリッジ端での様子が重要になってくることは想像に難くない．事実，ナ
ノブリッジ作製プロセスにおいて最も重要なポイントは側壁の超伝導性劣化であり，これ
を回避するために考案されたのが再蒸着法であった．理想的な状況は，この方法によって
側壁の末端に至るまでブリッジ断面の全ての領域が超伝導として機能しており，かつ完全
な垂直加工により断面が長方形となっていることが望ましい．しかしながら，実際は側面
または表面の大気に触れるごく薄い (恐らく数ナノメートルの)領域は，たとえ再蒸着を
用いたとしても超伝導性が不全となっている．また表面のみならず，基板との界面につい
ても，初期成長段階での格子歪みによってやはり超伝導性が悪くなっているといえる．更
に，実際のブリッジ断面も僅かながらテーパが存在し完全な長方形ではなく台形になって
いる．こういった領域は，ボルテックス侵入の際の伝導性を阻害する原因となりうる．そ
こで本研究では，

• ナノブリッジの加工プロセス

• ナノブリッジの低膜厚化

という 2つの観点でこれらの問題解決を図った．次節以降で，これらの実験結果について
順に述べる．

3.6 加工プロセスの改善

　まずはブリッジ加工の際のエッチングによって側壁のテーパ形成にどのような影響を与
えているのかについて調べた．膜厚 100 nmの YBCO薄膜上に 100 nm-1 μm幅のライ
ンパターンを形成し，エッチングプロセス前後における実際の断面を SEM 観察すること
でその形状を評価した．図 3.8(a)-(c) で示した SEM 写真はそれぞれ，エッチング時間
(a) 0 min(レジストパターン)，(b) 10 min，(c) 25 min である．なお，YBCOのエッチ
ングレートは予め段差計で測定しており，レートは約 3-5 nm/min であった．エッチン
グ時間が増えると幅が増大し，テーパが形成していることが分かる．この側壁のテーパが
具体的に何の成分で出来ているかは不明だが，少なくとも絶縁物であることは間違いな
い．EBレジストを直接マスクパターンとして加工していることから考えると，薄膜の再
スパッタリングよりもレジストの後退や再付着が主であると推測される．
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図 3.8 エッチング前後における YBCO薄膜およびレジストの断面 SEM像：エッチ
ング時間はそれぞれ (a) 0 min，(b) 10 min，(c) 25 min．薄膜のエッチングレートは
3-5 nm/min．
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3.6.1 エッチング条件によるテーパ抑制

　次に異なるエッチング条件により，同様にテーパの様子を観察した．エッチング条件に
ついては，イオンエネルギーを大きくすることで垂直加工性の向上をねらい，今回は Ar

イオンの加速電圧のみをパラメータとして変更した．300 V，700 V，1200 Vの加速電圧
を用いてそれぞれナノブリッジを作製し，その他の条件は表 2.5と同じとした．

線幅の拡がりと加速電圧との関係

　異なるブリッジ幅における側壁テーパの広がりと加速電圧との関係を図 3.9に示す．縦
軸はブリッジ断面を台形として見たときの上底Wt と下底Wb の差であり，イラストで示
すと図 3.10のように書ける．いずれも SEMによる実測値である．僅かではあるが，加
速電圧を上げることでテーパを抑制することが可能である．

図 3.9 側壁の広がりとエッチング加速電圧との関係．凡例の数値はライン幅の設計値を表す．

電流電圧特性と加速電圧との関係

　それぞれの加速電圧条件にて作製されたナノブリッジの I-V 特性を図 3.11(a)-(c)に示
す．幅はすべて 50 nm である．また，ここから Jc を計算し，加速電圧との依存性をプ
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図 3.10 側壁が広がったナノブリッジの断面の様子

ロットしたものを図 3.12に示す．I-V 特性，Jc の大きさいずれについても明確な相関は
見られなかった．YBCOの膜質のばらつきが原因か，或いはエッチング条件のばらつき
が原因か，今回の実験では試料の数が少ないため，系統的な議論は難しい．よって今後は
更に試料を増やし統計的に評価する必要がある．また更なる高度な垂直加工を得るには，
エッチング条件やプロセスの再検討も考えるべきである．今回は加速電圧のみに着目した
が，本来は Arガス圧や ECRプラズマのマイクロ波電力など多くのパラメータについて
それぞれ調査することが望ましい．しかし YBCOナノブリッジの場合，物理的加工法で
あるミリングを用いているためレジストとの選択比を確保出来ず，相応の工夫が必要とな
る．そこで今後は，エッチング耐性のある硬い金属材料に微細パターンを転写し，メタル
マスクとして用いる方法など [73]を検討することにより側壁テーパの更なる抑制による
改善が見込まれると考えている．
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図 3.11 異なるエッチング加速電圧で作製された 50 nm 幅のナノブリッジの I-V 特
性 (a)300V，(b)700V，(c)1200V

図 3.12 50 nm幅のナノブリッジの Jc における加速電圧依存性

3.7 (La0.3Sr0.7)(Al0.65Ta0.35)O3 基板を用いた膜厚 30 nmの
ナノブリッジ作製と特性評価

3.7.1 低膜厚化の目的

　次に，より膜厚を薄くしたナノブリッジを作製し，得られた特性について述べる．はじ
めに，膜厚を薄くする目的について，その理由は大きく分けて 3つある．

　一つは，側壁の劣化層の影響を低減するためである．既に述べたように，ナノブリッジ
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の大部分は再蒸着により超伝導性が元に戻るが，界面のある領域はどうしても補償されな
い．しかも側壁にはテーパが形成されていることから，ブリッジ端の表面バリアの，高さ
以外の効果について考察することは非常に難しい．ところがこの状況は言い換えると，側
壁に欠陥が存在することでボルテックスが侵入し始める部分のすぐ近くにピニングサイト
があるようなものである．側壁の状態がボルテックスの伝導特性に影響しているのなら
ば，まずこうした側壁のピニングポテンシャルの影響を和らげれる対策をとれば良いこと
になる．これを抑制するには，膜厚を薄くする方法が有効であると考えられる．

　二つめは，Ic を低減することによりナノブリッジで dc-SQUIDの変調深さを大きくす
ることが出来る点にある．ナノブリッジを用いた dc-SQUIDでは，ループ内の磁束の量
子化に伴う周回電流の変化とバイアス電流がブリッジ部分で干渉することによって周期
変調が起こる．この変調の大きさはループインダクタンス L と Ic の積に依存する．こ
の周回電流の値は一般的に非常に小さな変化である一方，ナノブリッジの Ic は大きいた
め，Josephson接合と比較すると変化は小さくなる傾向にある．よって Ic を下げること
で変調効果が相対的に大きくなることが期待される．ただし，この場合ナノブリッジの
インダクタンスも同時に変化するため単純に膜厚に反比例した効果が得られるわけでは
ない．

　三つめの理由は，光照射効果を期待したものである．詳細は 4 章で述べるが，直流電流
バイアスされたナノブリッジに光パルスを照射することで瞬時的に Cooper対を破壊し，
準粒子を生成する．その生成率は材料の吸収係数やフォトン入射エネルギー，ブリッジ内
のキャリヤ数によって概ね決まるため，膜厚が薄い方がより効率的な光電流変調を起こす
ことが可能であると考えられる．

3.7.2 基板材料の変更

　ナノブリッジの膜厚を薄くするにあたり最も重要なことは，膜厚とともに膜質を落とし
てはならないということである．これまで用いてきたMgO基板は YBCOとの格子定数
のずれがやや大きく，あまり膜厚を薄くすることが出来ない．よって基板材料の変更が必
要となる．本研究ではより YBCO との格子整合性の良い (La0.3Sr0.7)(Al0.65Ta0.35)O3

（LSAT）基板を採用した [74]．しかし過去に LSAT 基板による安定した YBCO 薄膜作
製の実績が無いことから，本研究では THEVA社による LSAT上 YBCO薄膜を使用し
た．これにより従来の 1/2～1/3の膜厚である，30 nmの膜厚にてナノブリッジを作製し
た．表 3.7.2に，両基板の特徴をまとめる．作製方法については２章で述べた手順・条件
に沿い，Cu-richターゲットを用いた再蒸着も行っている．
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表 3.1 基板材料の比較

項目 MgO LSAT [74]

比誘電率 10 8.5

YBCOとの格子定数のずれ 約 10％ 1％以下

3.7.3 基板材料による特性の比較

YBCO薄膜特性

　 XRD，AFM による LSAT 基板上の膜厚 30 nm の YBCO 薄膜特性評価を行った．
図 3.13，図 3.14 にそれぞれの結果を示す．XRD の結果から，ピークの位置やピーク
バランスは MgO 基板上に成膜したものとおおよそ同じであることがわかる．ただし
(006)面は基板のピークに埋もれてしまっており測定が出来ていない．図 3.14において，
peak-to-valley は 4.6 nmであり，良好な平坦性を持っていることが分かる．また，Tc は
約 83 Kである．２章で評価したMgO基板と同様，異相のない平坦な c 軸配向膜が得ら
れていることがわかる．

図 3.13 LSAT基板上の YBCO薄膜の X線回折強度対 2θ グラフ
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図 3.14 LSAT基板上の YBCO表面モフォロジ

電流電圧特性の評価

　MgO基板上，LSAT基板上に作製されたナノブリッジの，同じ幅 100 nmにおけるそ
れぞれの I-V 特性を図 3.15に示す．測定温度は 4.2 Kである．特に Ic 近傍での電圧状
態が大きく異なっていることがわかる．LSAT基板を用いたナノブリッジでは，これまで
MgO基板上のナノブリッジでは見られなかった急峻な電圧立ち上がりを示している．ま
た，図 3.16にそれぞれの Jc の幅依存性を示す．LSAT基板上に作製されたナノブリッジ
の Jc の値はおよそMgO基板上のものと同程度であることがわかる．

図 3.15 (a)LSAT 基板，(b)MgO 基板上に作製されたナノブリッジの I-V 特性．幅
はともに 100 nm
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図 3.16 異なる基板上に作製されたナノブリッジの Jc の幅依存性

ダイナミック抵抗の評価

　次に I-V 特性から電圧 200 μV におけるダイナミック抵抗 rd を求め，同様に比較を
行った．図 3.17に結果を示す．縦軸が rd，横軸に幅をとっている．LSAT基板によるも
のはプロット数が少なく幅に対する依存性が出来ないものの，rd は約 20 ΩでありMgO

基板と比較すると 1 桁程度大きな値を示している．膜厚を薄くしたことで上述の局所
的なピニングポテンシャルの影響が緩和され，表面バリアによるボルテックス制御性が
改善したものと考えられる．また，LSAT 基板を用いることで YBCO の膜質そのもの
が改善したことにより，ボルテックスの伝播特性が向上したことも一つの要因と考えら
れる．

電流電圧特性の温度依存性

　 LSAT基板を用いて作製したナノブリッジの特性について更に詳しく評価するため，温
度依存性を調べた．先ほどの幅 100 nmのナノブリッジの I-V 特性を 4 Kから順に 60 K

まで測定したものを図 3.18に示す．また，これらを一つのグラフにしてまとめたものを
図 3.19に示す．低温側と高温側では特に Ic 直上の低電圧領域における振る舞いが大きく
異なっていることが見て取れる．低温側では I-V 特性上に変曲点が存在し，傾きが変化
している．この傾向は温度が上がるにつれて消失する．なお，60 Kの I-V 特性について
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図 3.17 異なる基板上のナノブリッジの rd 比較

は，複数回測定の熱サイクルなどの影響によりブリッジを含め YBCO薄膜の超伝導性劣
化が起こってしまったものと考えられる．しかし少なくとも LSAT 基板上のナノブリッ
ジに関しては，複数の試料で再現性のある I-V 特性となっており，Tc が低下している影
響は無いものと考えている．以下，得られた特性について，Ic および dV /dI それぞれの
温度による変化を評価する．

臨界電流の温度依存性

　図 3.20に Ic の温度依存性を示す．概ね温度に比例して Ic が減少しており，低温側の
4～10 Kあたり以外は，ほぼ線形に近い傾向となっている．超伝導線における Ic と T の
関係は，

Ic ∝ (1− T/Tc)α (3.9)

となることが知られており，比較的幅が太いフラックスフローの特性をもつブリッジの
場合は α = 2 − 2.5，ナノブリッジでは α = 1 − 1.5 程度となる [52]．この関係に従っ
てフィッティングを行ったものが図 3.20 中の赤線で示したものである．計算の結果，
α ∼ 1.1であった．また，フィッティングから横軸切片を外挿することにより，このナノ
ブリッジの Tc を求めたところ約 73 Kであった．
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図 3.18 LSAT基板上に作製した幅 100 nmのナノブリッジの異なる温度（4～60 K）
における I-V 特性写真
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図 3.19 LSAT基板上に作製した幅 100 nmのナノブリッジの異なる温度（4～60 K）
における I-V 特性

図 3.20 LSAT基板上に作製した幅 100 nmのナノブリッジの Ic-温度依存性

微分抵抗の温度による変化

　次に得られた I-V 特性から微分抵抗 dV /dI を求めた．縦軸に dV /dI，横軸にバイア
ス電流をとり，異なる温度でプロットしたものを図 3.21に示す．微分をとることで I-V

特性の温度変化をより反映している．この結果について，ボルテックスの挙動の観点から
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図 3.21 異なる温度（4～60 K）での微分抵抗のバイアス電流依存性

以下に考察を行う．

　まず，Ic 近傍の立ち上がりが低温域から高温域に行くにつれて dV /dI の傾きが変化し
ており，特に高温域で dV /dI∝ I すなわち V ∝ I2 となっている状況について考察する．
式 (3.2)で示したように，電圧状態はボルテックスの数 nと速度 v に比例する．本章のは
じめに述べたように，ナノブリッジにおけるボルテックスはバイアス電流による自己磁
場によって生成されることから，n ∝ I であると言える．一方，v はバイアス電流による
Lorentz力を考えれば明らかに v ∝ I である．したがって，温度の高い領域ではフラック
スフロー型の特性となっている．逆に 20 K以下の低温ではより急峻な変化をしており，
指数関数的な熱活性型の挙動となっている可能性がある．Ic よりも十分大きなバイアス
電流を印加した時は，dV /dI は温度に関わらず一定の値に収束している．この状況では，
式 (3.2)における実効的なボルテックス数密度は飽和し，バイアス電流に依存しなくなる．
すなわち n が一定となる．電圧はバイアス電流による駆動力と材料の粘性抵抗によって
決まる速度 vにのみ比例する．この状況は薄膜や線材における抵抗状態の議論と同じであ
るため，やはりフラックスフロー型の特性である．

　図 3.22に示すのは，先ほどの dV /dI に対し横軸に電圧をとったものである．グラフか
ら，およそ 1-2 mVを境に傾きが大きく変化している．仮に，これがボルテックスの動作
モードの変化を表しているとする場合，やはり熱活性型からフラックスフロー型への移行
である可能性が高い．また，このような 1-2 mVを境とする I-V 特性の変化は複数の試
料で見られた．しかしながら，この傾向が一般的にナノブリッジにおいて成り立つかどう
かについては，慎重に検討する必要がある．
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図 3.22 異なる温度（4～60 K）での微分抵抗の電圧依存性．各グラフにオフセットを
加えている．

　以上述べたように，ボルテックスの挙動に関する 2 つのモデルによってある程度の解
釈が可能であることがわかった．その一方で，dV /dI に明確な極大値が見られることや，
そのピークが 10 Kを超えたあたりから徐々に下がり 25 K程度以上でほぼ無くなる点に
ついては，物理的な意味が存在するかどうかも含めて検討の余地が残されている．そのた
めには，今後ボルテックスの運動に対する摩擦の項を含めた表面バリアモデルの数値計算
などによる評価が必要だと考えられる．
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3.8 2並列ナノブリッジを用いた dc-SQUID作製と特性
評価

3.8.1 2並列ナノブリッジを用いた超伝導ループ

　次に，LSAT基板上にナノブリッジを 2つ並列に作製し，dc-SQUIDとしての動作を評
価した．測定方法としては，試料のすぐ近くに外部コイルを置き，試料面方向に対し垂直
に磁場を印加した．評価に先立ち，ガウスメータを用いてコイル中央の磁束密度を予め測
定しておき，コイルに流す電流量と対応させている．また，磁場生成にコントロール電流
ではなく導線によるコイルを用いていることから，磁場方向の掃引は 1 Hz以下の周波数
で行った．予想される電圧変調は数十 μV 程度と小さいため，測定機器由来のノイズを
除去する目的でオシロスコープへの入力前段に図 3.23に示すカットオフ周波数約 13 Hz

のローパスフィルタを通している．

図 3.23 ローパスフィルタ

3.8.2 2並列ナノブリッジの周期的磁場変調

　図 3.24，図 3.25に示すのは 80 nm幅のナノブリッジ (試料名 nb-26L)の I-V 特性お
よび SEM写真である．このナノブリッジループの電圧 V -磁場 Φ特性を図 3.26に示す．
測定温度は 4.2 Kで，バイアス電流を 3.24 mAとしたときの特性である．peak-to-peak

で約 40 μV の周期的変調を観測し，変調周期は約 0.13 mT であった．このような特性
は，超伝導ループ内に磁束量子が 1 個ずつ出入りすることを端的に表しており，ナノブ
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図 3.24 2並列ナノブリッジの SEM写真（ともに幅 80 nm）

図 3.25 2並列ナノブリッジの I-V 特性（幅 80 nm）

図 3.26 幅 80 nmのナノブリッジの電圧-磁場特性
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リッジが Josephson 接合と同様のゲート機能を持っていることを意味する．また，この
試料では臨界電流 Ic の周期的変調も同時に観測されており，Ic-Φ特性を図 3.27に示す．
Josephson接合による dc-SQUIDでは通常，Ic の磁場変調を評価するが，ナノブリッジ
はその性質上，このような Ic の変調を観測することが難しい．理由は主に 2 つあり，1

つはナノブリッジ自身の Ic が大きい点である．図 3.28 に示したのはナノブリッジによ
る dc-SQUIDの模式図である．ループ面に直交する外部磁場中において，ナノブリッジ
を流れる電流成分はバイアス電流の他に，磁場を排する遮蔽電流とループ内の磁束に応じ
た周回電流が発生し，これらが最も細い経路すなわちブリッジ部分で干渉することにより
変調が起こると理解されている．これらの電流成分による変調深さを Icir とするとき，一
般的に Ic>> Icir となるためナノブリッジでは電流の変調は観測しづらくなる．一方で，
Ic 近傍で急峻な（大きな rd を持った）特性を得ることさえ出来れば電圧の変調を取り出
すことは比較的容易であるため，過去の研究では殆ど V -Φ特性が評価されてきた．もう
1 つの理由はインダクタンス L が比較的大きいことが挙げられる．ここで，L は超伝導
ループのインダクタンスと，ナノブリッジが持つカイネティックインダクタンスの和であ
る．図 3.29は dc-SQUIDの等価回路，および図 3.30は縦軸を電流，横軸を外部磁束と
した静特性を表しており，それぞれ接合のゼロ磁場における Ic，磁束量子 Φ0 で規格化し
てある．n はループ内に存在する磁束の数を表す．一般的に L が大きくなると，変調深
さの指標である β は小さくなる．いま，ナノブリッジのループ面積は非常に小さいため，
ループインダクタンスの効果よりもナノブリッジのカイネティックインダクタンスの効果
がより顕著に効いているものと考えられるが，ここでは単にインダクタンスとして値を見
積もる．図中の Ic の谷に相当するところは Φext − nΦ0 = 0.5Φ0 である．図 3.27から読
み取った電流の変調を約 0.1 mAとして，ナノブリッジの SQUID内のインダクタンス L

は以下のように見積もられる．

L =
0.5Φ0

Icir
=

0.5× 2.07× 10−15[Wb]
0.1[mA]

∼ 10[pH] (3.10)

　今回作製したナノブリッジによる dc-SQUID特性は，電極部分を含めた構造上，外部
コイルによる磁場を用いてしか評価できない．そのため，Ic-Φ 特性のみからループイン
ダクタンスとカイネティックインダクタンスを区別することは難しい．よって今後はコン
トロール電流を用いた直接注入型の dc-SQUIDを作製して，通常用いられるループ部分
の配線におけるインダクタンスを見積もっておく必要がある．また，Ic の大きさに関する
検討のみならず，現在よりも更にループの面積を小さくして β を下げることで，より大き
な変調を目指した検討を行う．これにより，高感度な YBCO-nanoSQUIDとしての応用
も視野に入れることが出来ると考えられる．
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図 3.27 Ic の周期的磁場変調

図 3.28 ナノブリッジによる dc-SQUIDの磁場中における電流
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図 3.29 dc-SQUIDの等価回路．（×印は Josephson接合のシンボルを表すが，便宜
上ナノブリッジにおいても用いている）

図 3.30 dc-SQUIDの閾値特性

3.8.3 磁束集中効果

　変調周期はループ内の磁束の量子化に対応しており，磁束密度 B とループ面積 S を
用いて，Φ = BS の関係から見積もることが出来る．SEM 写真から計測された S は
1.34× 10−6μm2 であった．よって設計値は

B =
Φ0

S
=

2.07× 10−15[Wb]
1.34× 10−6[m2]

� 1.55[mT] (3.11)

となり，実際に観測された変調周期と 1桁程度ずれが生じている．これは次に述べる磁束
集中効果を反映しているものと考えられる．
　ナノブリッジの全体の構造は，図 3.31 に示すように細く絞られたブリッジ部分 (チャ
ネル)と電極部分 (バンク)からなる．ナノブリッジと比較するとバンクの面積は大きいた
め，試料に外部磁場を印加するとMeissner効果によってバンクに当たる磁束は排除され
る．ここでナノブリッジが形成されている両電極間のギャップ部分は 1 μmと狭いため，
この領域での磁束密度は実効的に増えることが知られている．これを磁束集中効果と呼
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び，実験で得られた変調周期がループ面積で決まる設計値のそれと比較して短くなった理
由である．
　これを確かめるために，異なるループ面積のナノブリッジ（試料名 nb-28L）を作製し，
比較を行った．その結果を表 3.8.3に示す．試料名 nb-26Lが図 3.24で示したナノブリッ
ジである．設計周期 B と，実測値 B′ との比である focusing factor B/B′ は同程度の値
が得られており，磁束集中効果による考察が妥当なものであることを示している．またこ
れにより，ナノブリッジの dc-SQUID的動作が複数の試料で再現性を伴って得られてい
ることを保証する結果となっている．

図 3.31 バンクを含めたブリッジの構造とMeissner効果による磁束集中効果

表 3.2 異なる試料によるナノブリッジ超伝導ループの比較

項目 nb-26L nb-28L

ループ面積 [μm2] 1.34 0.22

変調周期に対応する磁束密度（設計値） B [mT] 1.55 9.38

変調周期に対応する磁束密度（実験値） B′ [mT] 0.13 0.75

focusing factor 12.0 12.4
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3.8.4 電圧変調のバイアス電流および温度依存性

　 3.8.2節で示した同じ試料における電圧変調深さΔV とバイアス電流との関係を図 3.32

に示す．異なるプロットは測定温度の違いで，4.2 Kから 30 Kまでを示している．温度
上昇に伴い，ΔV は小さくなっており，また Ic 低下を反映してその最大値も低バイアス
側へシフトしている．ナノブリッジにおける電圧変調深さ-バイアス電流特性は定性的に
図 3.33のようになることが知られており，最大値を中心に低バイアス側では下に凸，高
バイアス側では上に凸となる傾向が見られる [55]．図 3.32においても，温度の高い領域
でこのような傾向が比較的顕著に現れている．

図 3.32 異なる温度における電圧変調深さ ΔV のバイアス電流依存性

　一方，低温側では変調深さの特性が劇的に変化している．最大変調深さ ΔVmax と温度
との関係をグラフにしたものを図 3.34に示す．およそ 10 K近傍で急激にΔVmax は減少
している．ここでは一つの試料の特性として示しているが，複数の試料で同様の実験結果
が確認されており，やはり 10 Kを境に傾きの変化が見られていることから，一般的現象
と見てよい．このような変調深さの温度依存性については過去に，近接効果によるブリッ
ジ周辺での Tc 減少を仮定したモデルによって，今回の結果と似た特性を数値計算によっ
て求めた例がある [65]．しかし，このモデルではボルテックスの挙動との関わりについて
は一切触れられていない．本来，電圧の周期的変調はボルテックスの 1個単位でのスイッ
チング特性を反映したものであるため，図 3.34の依存性はボルテックスの振る舞いに変
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図 3.33 電圧変調深さとバイアス電流との関係

図 3.34 最大変調深さの温度依存性
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化が起こったことを示唆した結果であるといえる．しかしながら，この特性がこれまでの
表面バリアを主とした議論で説明が可能かどうか，あるいは別の効果が現れているのかは
今のところ不明である．これは今後の大きな課題であるが，温度の上昇によってボルテッ
クスのモードに何らかの変化が現れていることを示す今回の結果は，ボルテックスの振る
舞いを解明するための重要な手がかりとなることが期待される．

3.8.5 スイッチング速度の見積もり

　最後に，本研究において最も大きなΔVmax = 250μVを得た，幅 300 nmのナノブリッ
ジ dc-SQUIDの I-V 特性を図 3.35に，磁場による電圧変調を図 3.36に示す．測定温度
は 4.2 Kで，715 μAのバイアス電流を印加している．過去に国内外で報告されているも
のと比較しても，最も大きい部類の変調深さとなっている．他の研究機関との比較として
表 3.3にまとめる．このような大きい変調が得られた理由は，このナノブリッジの Jc が
5.5 × 106A/cm2 と比較的小さかったこと，そして 3.8.2 節のものと比較して幅が大きく
インダクタンスが小さくなったことが挙げられる．これにより LIc 積が低下して大きな
変調が得られたものと考えられる．

�����������	
�
������������	
�
�������

図 3.35 最も大きな変調を得た幅 300 nmのナノブリッジの I-V 特性

表 3.3 ナノブリッジを用いた dc-SQUIDの電圧変調の比較

最大の電圧変調深さ [μV] 測定温度 [K] ブリッジ幅 [nm]

Schneider et al. [30] 50 4.2 240

Romaine et al. [31] 6 28 180-250

Pedyash et al. [75] 45 4.2 150

our data 250 4.2 300
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図 3.36 磁場による電圧変調特性（バイアス電流：715 μA）

　得られた電圧変調の深さ ΔV を用いて，このナノブリッジのおおよそのスイッチング
周波数を見積もる．式 (3.2)より，見積もられる周波数Δf は，

Δf =
ΔV

Φ0
=

250× 10−6[V]
2.07× 10−15[Wb]

� 125[GHz] (3.12)

となる．一方，3.8.2 節で述べたように，V -Φ特性から得られる変調深さはインダクタン
スによる制約を受けており，この値が大きいと変調は小さくなる．したがって，応答周
波数の下限値を与えている．つまりボルテックス 1 個単位の出入りによるナノブリッジ
のスイッチング周波数は 125 GHz 以上，スイッチング時間に直せば τ = f−1 ∼8 ps 以
下で応答可能である．また，ここから更にボルテックスのフロー速度 v を単純に見積も
ると，

v =
w

2τ
=

300× 10−9[m]
2× 8× 10−12[s]

∼ 1.9× 104　 [m/s] (3.13)

が得られる．この値もまた下限値を与えることから，妥当である．また，この動作速度は
Josephson接合に十分匹敵する性能である．

3.9 本章のまとめ

　本章では，ナノブリッジ単体の電気的特性向上およびナノブリッジのデバイス性能を評
価するための研究に取り組んだ．はじめに現在までに知られているナノブリッジの I-V

特性への表面バリアの影響について述べた．次に表面バリアをベースにナノブリッジ中の
複雑なボルテックスの挙動について述べ，ナノブリッジに求められるボルテックス制御性
の伴う I-V 特性について議論した．その後，これまで実験値と比較されてこなかった表
面バリアの高さをナノブリッジの I-V 特性の温度依存性から見積もったところ，表面バ
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リアの高さは数値計算による結果と矛盾しない結果を得たことでこのモデルの妥当性を示
した．次にナノブリッジの電圧状態において，素子性能を評価する上では Ic 直上のダイ
ナミック抵抗 rd が大きいものが望ましいため，rd の大きな特性を目指した．表面バリア
モデルにおいては，ブリッジ側面の状態が特性に強く影響すると予想されるため，本研究
では 2つのアプローチを試みた．まずはブリッジ側壁のテーパ抑制のためエッチングのよ
り垂直な加工条件について検討したが，I-V 特性や Jc に反映されることは無かった．次
に従来基板として用いていたMgOにかえ，(La0.3Sr0.7)(Al0.65Ta0.35)O3（LSAT）基板
を用いた 30 nmの YBCO膜厚によるナノブリッジを作製し，検討を行った．その結果，
rd は約 20 Ω と，これまでの 3 倍以上大きな値を得る事に成功した．これは側壁の影響
が低減したのみならず，LSAT基板の YBCOとの格子整合性の良さのために膜質そのも
のも改善したと考えられる．以上の結果を受けて，２並列ナノブリッジによる超伝導ルー
プを作製した．ナノブリッジの Ic 近くにバイアスをかけ，ループ面すなわち試料に垂直
に磁場を印加したところ，dc-SQUID 的動作が複数の試料で高い再現性を伴って見られ
た．また，周期的変調深さや I-V 特性自体の温度依存性から，これまで検討されていな
い 10 K程度での劇的な特性変化が見られ，ボルテックス伝導モードが変わる可能性を示
唆する結果を得た．一方，本研究では最大で 250 μVの変調深さを観測した．これは他研
究機関の結果と比較しても非常に大きく，電圧と周波数との関係から見積もられるナノブ
リッジの動作下限周波数は約 125 GHzであり，ナノブリッジの性能が Josephson接合に
匹敵する事を示した．
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第 4章

ナノブリッジの光照射効果

4.1 概要

　前章ではナノブリッジの I-V 特性を調べることによって素子性能の改善に向けた検討
を行った．その結果，100 GHzを上回る周波数でのスイッチング動作が可能であること
を示した．しかしながら，ナノブリッジの高速性はボルテックスの動的挙動と深く関わっ
ているため，静的挙動を反映している I-V 特性の評価だけではデバイス物理を完全に理
解することは難しい．そこで次にナノブリッジの高速応答性について別の角度から調査す
るため，ナノブリッジの光照射効果についての検討を行った．また，ここでの研究のもう
一つの工学的な目的として，光／単一磁束量子変換デバイスへの応用を念頭に置いてい
る．はじめに高温超伝導体の光応答に関する先行研究について述べ，ナノブリッジの光照
射効果を調べる意義を述べる．その後，今回採用したダブルパルス法と呼ばれるサブピコ
秒の分解能で時間波形計測が可能なフェムト秒パルスレーザー照射システムについて述べ
る．その後実際にナノブリッジに光を照射したときの変化と，その応答特性を議論する．
一方で，より幅の太いマイクロブリッジを作製し，同様に光照射効果について調べる．得
られた実験結果から，ナノブリッジとマイクロブリッジそれぞれの光応答特性の違いにつ
いて比較検討を行う．　
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4.2 高温超伝導体の光応答

4.2.1 超伝導体の非平衡な応答

　超伝導体の光応答は，平衡応答と非平衡応答の 2 種類に大別される．平衡応答は熱的
なプロセスであり，熱拡散による温度変化を検出するボロメトリックな応答である．特
に転移温度 Tc 近傍における急峻な抵抗変化を利用した転移端検出器 (Transition Edge

Sensor, TES)などの基本原理として知られている [76]．光照射によって生じた熱は薄膜
に吸収された後，基板やヒートシンクなどに伝導していき，熱エネルギーはやがて平衡状
態に移る．すなわちフォノンを媒介した散逸過程であり，平衡状態に戻るまでの緩和時間
は超伝導薄膜の熱容量，薄膜と基板もしくはヒートシンクの間の熱伝導率などに依存して
いる．これまでに様々な応答時間が報告されているが，それらの多くは数ミリ秒からナノ
秒である [77]．

　一方，非平衡応答は超伝導ギャップ 2Δ 以上のエネルギーをもつ光子を照射し，直接
Cooper 対を破壊する光直接励起である．非平衡応答に関する研究は Tc 近傍より僅かに
低い温度で，ボロメトリックな特徴を表す dR/dT に比例しない応答が観測されたことに
端を発する．超伝導体の非平衡応答に関する初期の研究は Frenkelらによって進められ，
低温超伝導材料だけでなく高温超伝導材料における平衡状態と非平衡状態についても言及
している [78]．その後，超伝導薄膜の高速な非平衡応答が多くの研究グループによって報
告された [79, 80]．これらの結果に対して，電子とフォノンの温度に関する 2温度モデル
を用いて，高温超伝導体の非平衡応答が説明されている．このモデルでは，光子の対破壊
によって生じた準粒子が引き起こす電子-電子散乱や電子-格子散乱の緩和時間を見積もる
ことで，光応答時間を求めている．これにより，ピコ秒オーダーの光応答の可能性を示唆
している [81]．

4.2.2 マイクロブリッジの光応答

　超短パルスレーザー技術の進歩により，フェムト秒時間スケールにおける電荷の励起お
よびそのダイナミクス観測が可能となり，非平衡応答のメカニズムが議論されてきた．高
温超伝導体に関して言えば，Tonouchiらは電流バイアスされた幅 10 μmの YBCOマイ
クロブリッジに極短パルス光を照射することで，THz電磁波放射の観測に成功している
[82]．古典電磁気学では，電磁波放射は電流の変調として説明される． すなわち，YBCO
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の THz電磁波放射は，現象論的には極短パルス光照射に起因する超伝導電流の高速変調
を反映したものとして理解されている．以下，その機構について簡潔に述べる．

図 4.1 Cooper対の光照射に伴う準粒子生成とその緩和

　超伝導薄膜に光を照射すると，Cooper 対の一部が対破壊という形で直接励起される．
光励起そのものに寄与する Cooper対はキャリヤ数に対してごく僅かだが，励起により生
成される高いエネルギーを持った準粒子 (ホットエレクトロン)が雪崩効果により副次的
に周囲の Cooper対を破壊する (図 4.1)．これは Cooper対密度が瞬間的かつ局所的に低
下した状態である．この超伝導電流変調の過程で発生する電磁波は，次のように表すこと
ができる．

E ∝ dJ s

dt
= qvs

∂ns

∂t
+ qns

∂vs

∂t
(4.1)

　ここで E は放射電場ベクトル，J s は高温超伝導体に印加される超伝導電流密度，q，
ns，vs は Cooper対の電荷，密度および速度をそれぞれ表す．右辺第 1項は Cooper対
密度の時間変化，第 2項は Cooper対の加速に伴う成分である．特に第 2項はキャリヤ減
少による超伝導電流の変化を補うために生じるが，ゼロ電圧でも電流が流れる超伝導状態
では電子の慣性が無視出来ず，即座に速度を変化できない．よって，THz 電磁波放射現
象は過渡的な非平衡超伝導状態で繰り広げられる Cooper対の過渡応答と密接に関係して
いるものと考えられる．また，この励起や緩和に要する時間がピコ秒程度であることから
THz電磁波の放射が起こりうる．



102 第 4章 ナノブリッジの光照射効果

4.2.3 Josephsonボルテックスフロートランジスタの光応答

　 YBCOの Josephson接合に対する光照射実験も同様に行われており，やはりピコ秒の
高速応答が観測されている．ここでは Dodaらによる先行研究について述べる [83]．バイ
クリスタル基板上に作製された YBCO粒界接合によるジョセフソンボルテックスフロー
トランジスタ (Josephson Vortex Flow Transistor, 以下 JVFT) を用いて光照射実験を
行っている．電流を印加した JVFT のチャネルに超伝導ギャップ 2Δより遥かに大きな
エネルギーをもつフェムト秒レーザーパルスを照射すると，高温超伝導ストリップライン
と同様に，各 Josephson 接合周辺の Cooper 対が破壊されることで超伝導電流は瞬時に
減少し，JVFT の両電極間には電圧が発生する．この JVFT からの電圧信号をポンプ・
プローブ法を応用した方法でサンプリングし，約 5 psの電圧パルスを計測した．電圧パ
ルスは，光照射に伴う電流変調によって Josephsonボルテックスが各接合に侵入する，磁
束量子のスイッチング動作によるものとされている．したがって，JVFTによる実験結果
は，ボルテックスダイナミクスとの繋がりを指摘したものとなっている．

4.2.4 ナノブリッジの光応答

　一方，高温超伝導ナノブリッジについては，現在までに非平衡な光応答が直接観測され
た例は無い．ほとんど同様のナノスケール細線構造を持つナノワイヤを用いた検討が最近
になって行われているが，ナノブリッジの場合，同じ細線構造である一方でボルテックス
ゲート素子としての側面を持っており，言わば JVFT的な特徴も兼ね備えている．こう
した中間的ともいえるナノブリッジの光応答特性を調べることは興味深い．また，ナノブ
リッジの高速性実証のみならず，複雑な機構を持つナノブリッジのデバイス物理を解明す
る手がかりを得られる可能性がある．
　前章で議論した I-V 静特性の実験結果から，YBCOナノブリッジのスイッチング速度
は少なくとも 125 GHz以上であることを既に実証している．そして，このスイッチング
はナノブリッジ dc-SQUIDによる周期的変調特性からも明らかなように，ボルテックス
1 個単位で出し入れ可能なゲート機能を有している．したがって JVFT と同様な，ボル
テックス 1個が高速応答するメカニズムは確実に存在している．そこで本章では，ナノブ
リッジのピコ秒オーダーでの高速光応答観測を目指して行われた光照射実験と，その結果
について述べる．
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4.2.5 光応答計測の目的

　ナノブリッジの光照射効果を研究する目的として，それぞれ以下に述べるような工学的
側面と物理的側面の主に 2つの観点がある．

光／単一磁束量子変換素子

　まず工学的観点においては，ナノブリッジの光照射効果を用いたアプリケーションの一
つに，SFQ 回路における光／単一磁束量子変換技術がある．現在の SFQ 大規模集積回
路が抱える技術的課題は集積化技術，冷凍機技術，そして室温半導体機器とのインター
フェイス技術と大きく分けて 3つ存在する．SFQ 回路は極低温にて動作するため，実用
化レベルの段階まで考えたとき，室温にて動作する外部機器を包含したシステムを構築し
なければならない．しかし，従来の電気信号による接続では数十 GHzの周波数領域に対
応出来ず，高周波損失や分散，ケーブル間クロストーク，室温からの熱流入などの問題に
直面する．これを回避するものとして，光/SFQまたは SFQ/光直接変換インターフェイ
ス技術が提案されている．とりわけ光入力に関しては，超伝導デバイスへ直接照射するこ
とによる光生成磁束を利用しており，このようなデバイスには高速性，光との親和性が
求められる．YBCOナノブリッジは，酸化物材料であるため金属超伝導材料と比較して
光エネルギーの吸収が良い．そして，高速スイッチング素子でもある．さらに平面単膜
構造なので Josephson 接合よりも光照射が容易である．これらの特徴から，ナノブリッ
ジは光/SFQ 変換素子として有効である．また，準粒子生成によるカイネティックイン
ダクタンスの変化を利用した検出器 (KID)[84] などといった光検出器への応用も期待さ
れる．

ボルテックスの動的振る舞い

　 2つめの目的は物理的な面から，ナノブリッジ中での単一ボルテックスの動的振る舞い
について調べ，ナノブリッジの I-V 特性発現機構を明らかにすることである．3 章では
ナノブリッジの静特性について述べ，ナノブリッジに形成される表面バリアがボルテック
スの伝導特性に支配的影響を与えていることを明らかにした．しかしながら，表面バリア
モデルでこれまでの I-V 特性を全て説明出来るわけではない．例えば図 3.15のような電
圧の変化や Josephson 接合に近い特性などは，従来の熱活性やフラックスフロー特性と
は明らかに異なる．我々が観測している通常の I-V 特性はボルテックスの挙動という観
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点ではあくまで「平均」であり，実際にはボルテックスが表面バリアを熱的に乗り越えて
ブリッジ内に侵入し，様々な影響を受けてブリッジ中を運動している．また，ナノブリッ
ジ dc-SQUIDの実験結果が示すように，ナノブリッジの高速なスイッチング特性は単一
ボルテックスの動的挙動と深く関わっている．こうしたボルテックスの振る舞いを議論す
るためには静的なモデルだけでは不十分であり，動的な特性についての更なる理解が求め
られる．
　一方，ナノブリッジのスイッチング時間をより細かく見ていくと，「ボルテックスの生
成時間」と「ボルテックスの走行時間」に分けることが出来る．Ic を超えた瞬間からあ
る時間でボルテックスが生成し，その後ブリッジ内を走行する．これまでの議論では，後
者しか取り扱ってこなかった．それどころか，過去のナノブリッジに関する研究において
も，ボルテックス生成の時間は検討すらされていない．そこで今回，ナノブリッジへの
フェムト秒パルスレーザー照射実験によって，これらに関する知見を得ることが目的と
なる．

4.3 ナノブリッジの光照射実験

　以下，ナノブリッジの光照射効果の測定方法および実験結果について順次述べる．

4.3.1 光照射実験用ナノブリッジ試料作製

　はじめに試料の作製方法について述べる．ナノブリッジ自体の作製は 2.6 節で述べた
ものと同様の方法・条件で形成されるが，プロセス順序に多少の変更点がある．本実験で
用いるレーザー光のスポット径は最大で約 100 μmφと，ナノブリッジと比較して非常に
大きい．ブリッジ表面以外の大部分はその他の YBCO配線や基板に照射されることにな
り，意図しない基板温度上昇に繋がる恐れがある．これを回避するため，ナノブリッジが
形成されている数ミクロン角の微小領域以外を膜厚 200 nmの Auでコーティングし，基
板に当たるレーザー光を反射する対策を行った．具体的な作製手順を図 4.2と合わせて以
下に簡潔に述べる．また，作製した試料の光学顕微鏡写真を図 4.3に示す．

（a）Pt保護層をスパッタリング法にて堆積
（b）ブリッジ以外の配線部分をフォトリソグラフィにて形成
（c）ナノブリッジを EBリソグラフィにて形成
（d）Pt保護層除去，および再蒸着法の適用
（e）層間絶縁層として SiO2 を 70-100 nm蒸着



4.3 ナノブリッジの光照射実験 105

（f）Auを約 200 nm堆積，その後電極パッドおよび光照射用ウインドウを形成
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図 4.2 光照射実験用ナノブリッジ作製プロセス

4.3.2 ナノブリッジの光応答時間計測

　本節では光応答時間計測の概要について述べる．今回対象とするナノブリッジからの出
力電圧信号は μV程度と非常に小さいことが予想されることや，更にクライオスタット内
の接続ケーブルやパッケージのボンディングワイヤなどの常伝導金属配線で周波数帯域が
制限されるため，通常のサンプリングオシロスコープを用いた方法ではセットアップが困
難である．また，電気光学 (EO : Electro-Optic)結晶を用いた電気光学サンプリング法も
良く知られているが [85]，この測定では，EO結晶の複屈折が印加する電界に依存するこ
とを利用しており，発生電界が小さい試料では，効率よく電界を検出するために EO結晶
を試料に貼り付ける必要がある．特に極低温下での測定では，EO結晶を配置するスペー
スや結晶と試料との密着性など工夫しなければならない．そこで今回はダブルパルス法と
呼ばれる手法を用いて，サブピコ秒の時間分解能を有する自己相関波形計測を試みた．
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図 4.3 光照射実験用ナノブリッジの光学顕微鏡写真

　ダブルパルス法は代表的な時間分解光学測定法として知られるポンプ・プローブ法を応
用したもので，Ic 近くに電流バイアスされたナノブリッジに光を照射し，発生したブリッ
ジ両端の電圧の光強度依存性を利用している．サンプリングオシロスコープや EOサンプ
リング法とは異なり，ダブルパルス法は光強度依存性を利用すること以外は特別な技法が
要らないため，比較的容易にフェムト秒時間スケールの電圧の時間応答を観測することが
可能である．

4.3.3 光応答測定システム

　ここでは測定システムの概要と測定方法について述べる．初めに光学系の概略につい
て，図 4.4に測定系全体の写真を示す．光源にはチタンサファイア結晶によるモード同期
式フェムト秒パルスレーザーを用いた．詳しいパラメータを表 4.1にまとめる．光パルス
はダブルパルス法による計測を行うため，まずはビームスプリッタによって 2つに分けら
れ，うち片方の (図中の青い)パルスについてチョッパーで 2 kHz程度の強度変調を与え
た後，時間遅延ステージを経由して再び他方のパルスと経路が重なるように進む．2つの
パルスはクライオスタット手前に置かれた対物レンズによって集光され，約 10-100 μmφ

のスポット径に絞られてクライオスタット内の石英ビューイングポートを通ってナノブ
リッジに当たる．
　試料があるクライオスタット内の極低温環境は，本研究では Heフロー型冷凍機または
パルスチューブ冷凍機による伝導冷却を用いた．Heフロー型冷凍機では約 4 K，パルス
チューブ冷凍機は約 15 K程度まで冷却出来る．なお図 4.4はパルスチューブ冷凍機使用
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時のものである．チップパッケージは本実験専用のものを用い，底面の Cuバックプレー
トにワニスで基板を接着したものを図 4.5 に示すようにクライオスタット内のコールド
ヘッドに取り付ける．このときバックプレートに 1 cm角程度の薄いインジウムシートを
コールドヘッドとの間に挟む事で熱伝導による冷却効率を高めている．

図 4.4 ナノブリッジの光応答計測システムの写真

表 4.1 光照射実験で用いたレーザーの諸条件

項目 パラメータ

波長 800 nm

パルス幅 100 fs

繰り返し周波数 82 MHz

ダブルパルス法による自己相関波形計測の原理

　次に，測定方法およびダブルパルス法の原理について簡単に述べる．図 4.6(a)-(c)に測
定系全体のイラストとその原理を示す．同図 (a) に示すようにダブルパルス法では原理
上，ポンプ光とプローブ光の光強度は同程度であり区別がつかない．そのため，以降は
各々のパルスについて，片方を 1st パルス，他方を 2nd パルスと呼び，特に時間遅延ス
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図 4.5 クライオスタット内の試料

テージを経由したパルスを 2nd パルスとして定義する．2 つの独立制御された光パルス
列は，時間遅延ステージによって互いに到着時間差を作り出す事が出来る．光路長より
15 cm=1 nsであるため，サブピコ秒以下の非常に細かい時間間隔で制御出来る．その反
面，時間遅延ステージの可動域との兼ね合いで 1 ns 以上の応答は見ることが出来ない．
なお，各々のパルスはパワーメータで個別に強度を測定し，任意の強度に設定することが
出来る．
　 I-V 特性評価はこれまでと同様に 4端子法で測定する．ナノブリッジ両端の電圧は差
動アンプで 10倍に増幅した後，ロックインアンプに接続する．一方，チョッパーによる
強度変調周期はロックインアンプのリファレンス入力に接続されており，チョッパーから
の信号をトリガーとして，ナノブリッジからの電圧応答成分のみを取り出す．時間遅延ス
テージは外部ステージコントローラで制御される．なお，ロックインアンプとステージコ
ントローラは GP-IBケーブルでコンピュータとそれぞれ繋がっており，Labviewによる
プログラムで制御および時間波形計測を行うことが出来る．

　 Ic 以下のバイアス電流を印加したナノブリッジに光が当たると，そのエネルギーに
よって Cooper対が破壊され Ic が低下し電圧が発生する．このとき出力電圧の光強度依
存性は (b)に示すように非線形となる [86]．いま，2つのパルスがともに強度 P1 で，光照
射により V1 の電圧が発生したとする．2つのパルスが重なっていない時，電圧はちょう
ど 2倍の 2V1 を得る．2つのパルスが重なると，強度 P1+2 = 2P1 に対応する電圧 V1+2

が出力される．ここで V1+2 > 2V1 であることに着目する．2nd パルスの光路長を変える
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図 4.6 ダブルパルス測定系イラスト：(a) ダブルパルス光学測定系の模式図．図中の
青い 2nd パルスが可動式ステージによって掃引されることで 1st パルスとの時間遅延
を生み出す．(b)素子の発生電圧に対する光強度依存性．(c)ダブルパルス法によって
得られる時間波形．
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ことで時間方向に掃引すると，もし仮にこの電圧の応答時間が過渡的な非平衡状態である
ピコ秒の時間幅で起こっていたならば，ダブルパルス実験により得られる時間波形計測に
よってピコ秒の電圧応答波形が得られるはずである．このとき同図 (c)に示すように，こ
の電圧ピークの半値全幅が光応答時間と見なされる．なお，電圧の値はロックインアンプ
による平均値であること，そして 2 つのパルスの強度が同程度でありパルス間の相対的
な時間差を用いた自己相関波形であることに注意する必要がある．ここではパルスの幅が
重要であり得られる電圧波形はナノブリッジからの電圧を直接モニターしているわけでは
ない．

4.4 光照射効果実験

図 4.7 光応答実験に用いたナノブリッジの I-V 特性

　実験で用いた，幅 100 nm，膜厚 30 nmのナノブリッジの 4.2 Kでの I-V 特性を図 4.7

に示す．基板は 3 章で述べた LSATを用いている．

4.4.1 発生電圧の光強度依存性

　ナノブリッジの発生電圧における，0-10 mWまでのレーザー光強度依存性を図 4.8に
示す．バイアスは Ic 直下の 0.2 mAを流しており，測定温度は 5.8 Kである．また，1st

パルス，2ndパルスともに個別に照射したものをプロットしている．過去に JVFTで得
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図 4.8 発生電圧の光強度依存性

られているような，明確な閾値は伴っていないものの，非線形な依存性を示していること
がわかる．なお JVFTとの特性の違いは，図 3.33で述べたナノブリッジと Josephson接
合の I-V 特性の Ic 近傍での違いに起因するものと考えられる．

ダブルパルス実験結果

　図 4.8による電圧の光強度依存性に基づき，ダブルパルス時間波形計測を行った．その
実験結果を図 4.9に示す．ナノブリッジに流すバイアス電流 Ib は 0.2 mAで固定し，2つ
の光パルス強度をそれぞれ変化させたときの異なる条件での測定結果として示している．
波形からわかるように，今回の実験では，ピコ秒電圧パルスを計測することが出来なかっ
た．これについては，次節で考察する．

考察

　ナノブリッジの高速光応答が得られなかった原因として主に考えられるのは，1.光照射
による基板温度上昇，2.光照射によって有限電圧状態となった素子自身の Joule熱，など
である．この他にも測定系の種々のノイズが影響を及ぼしている可能性もあるが，ここで
は 2つの点に着目して議論を進める．
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図 4.9 ダブルパルス計測によって得られたナノブリッジ電圧の時間波形

光照射によるヒーティング

　図 4.8のように明確な光強度依存性が得られていることから，ナノブリッジは少なくと
も光照射に対し何らかの応答をしているものと考えられる．まず第一に推測されるのが，
この応答が平衡な熱的緩和を経ている可能性である．はじめに基板による熱効果を考え
る．基板によるエネルギー吸収が起こり，温度上昇することでブリッジの Ic が低下，電圧
が発生しているという状況が考えられる．このようなフォノンを媒介した熱緩和は，材料
に依存するものの MgO や LSAT などの誘電体基板材料では多くの場合ナノ秒オーダー
である [87, 88, 89]．しかし図 4.9では，光強度 (2つのパルスの合計)が大きくなるにつ
れて電圧波形のオフセット成分が増えている．これが上記の熱効果として反映されている
と考えられるため，もし高速応答しているならばこれに重畳される形で電圧が出てくるは
ずである．

光照射によって有限電圧状態となった素子自身の Joule熱

　もう一つの熱的影響として考えうる，ナノブリッジ自身が発する Joule熱について検討
する．特に図 4.10(b)で示すナノブリッジは素子寸法が非常に小さいため，単位面積あた
りで消費される電力密度が高くなる．今回測定に用いたナノブリッジの特性から電力密度
を見積もると，
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P

S
∼ IcV

2λ⊥w

=
300× 10−6[A]× 10× 10−6[V]

2× 650× 10−9[m]× 100× 10−9[m]

≈ 2.3　 [W/cm2]

図 4.10 素子の Joule熱発生領域．(a) JVFT，(b)ナノブリッジ

ここで，S，P，wはそれぞれ電圧状態となる領域の面積，ブリッジで消費される電力，ブ
リッジ幅である．また，Ic は 4.2 Kにおける値，V は図 4.8から見積もられる発生電圧
ΔV，λ⊥ は λ=140 nm として λ⊥= λ2/d から求めた値をそれぞれ代入した．結果とし
て，液体ヘリウムによる冷却速度の目安である 1 W/cm2 を上回る値となっているが，こ
の計算はあくまで消費電力が全てナノブリッジの狭い領域に集中した場合であり，基板の
熱伝導などの効果を全く考慮していないため，実際よりも大きい見積りとなっている．し
かしながら，典型的なミクロンサイズの Josephson接合と比較すると，1桁以上密度が高
い．また，冷却方法として冷凍機による伝導冷却を用いていることを加味すると，素子自
身の発する Joule熱の可能性は否定出来ない結果といえる．

ヒーティングに関する考察

　ヒーティングに関して，光照射によってナノブリッジ内部ではどのような変化が起こっ
ているのかについて考えていく．本章のはじめで述べたように，光照射によって局所的な
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準粒子密度が増加しホットスポットが生成されると考えられている．そこで，ナノブリッ
ジへの光パルス照射による Cooper対破壊について検討する．まず，幅 w=100 nm，長さ
l = 1 μm，厚さ 30 nm，キャリヤ密度 ns = 1021cm−3 のナノブリッジに存在するキャリ
ヤ数 N は，

N = wldns = 3× 106　 [個] (4.2)

である．次に，1 発の光パルスのエネルギーは，強度 10 mW のとき，繰り返し周波数
82 MHz で割ることで 0.12 nJ/pulse を得る．したがって，1 パルスあたりに含まれる
フォトン数は，

0.12× 10−9[J/pulse]
1.6× 10−19[J]

= 7.5× 108　 [/pulse] (4.3)

と見積もられる．このうちナノブリッジ中のキャリヤに寄与するフォトンは，レーザース
ポット径とブリッジ面積の比，YBCO 薄膜の反射および吸収係数を加味して得られる．
いま，スポット径 S = 10 μmφとすると，wl/S ≈ 0.13％となる．なおここでは簡単の
ためスポット内で一様なエネルギー分布を仮定している．また文献 [22, 83]から，反射率
R ∼ 0.1，YBCOの波長 800 nmにおける吸収係数 α ∼ 1 × 105cm−1 を用いたとき，1

パルスの中でナノブリッジに寄与するフォトン数 Np は

Np = 7.5× 108 × wl

S
(1−R)(1− exp(−αd))

= 7.5× 108 × 0.0013× (1− 0.1)× (1− exp(−0.3))
∼ 2.3× 105　 [個]

と見積もることが出来る．波長 800 nm のフォトン 1 個のエネルギーは 1.55 eV より，
YBCO のギャップエネルギーを 2Δ = 30 meV として計算すると，Cooper 対をおよそ
50個程度破壊することが出来る計算になる．したがって，10 mWの強度をもつレーザー
パルス 1発は 2.3× 105 × 51.7 ∼ 1.2× 107 個の Cooper対破壊を行えることになる．こ
れは式 (4.2)よりも大きく，ほぼ全ての Cooper対が壊されている計算になる．無論，現
実には照射効率やスポット径の広がりなど様々な影響により効率は低下すると考えられる
が，それでもなお相当数のキャリヤが変調を起こしていることを示唆している．

4.4.2 光応答のブリッジ幅依存性

　次に，同一試料内に最小で 200 nmのナノブリッジ，最大で 3 μmと幅を大きく振った
マイクロブリッジを作製し，ダブルパルス計測を行った．前節の考察により，光照射に伴
うヒーティングを抑制するため，幾つかの対策を施した．具体的には，ブリッジ自身の電
力密度を低減するため，酸素制御法によって YBCO薄膜の Jc を約 1桁低下させた．ま
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た，ブリッジ近くの薄膜をボウタイアンテナ状に加工したり，ブリッジそのものを括れ構
造にするなどして，局所的なヒーティングの影響が広がるのを防ぐ工夫を行った．なお，
酸素制御法の詳細については [90]，ボウタイアンテナの詳細については [86]で述べられ
ている．

4.4.3 実験結果

　結果から先に述べると，最も幅の太い 3 μmのマイクロブリッジのみ，ピコ秒の応答が
観測された．そこで，以下では 3 μmのブリッジの測定結果を順に示し，得られた結果よ
りナノブリッジとの違いについて検討する．

3 μm幅のブリッジの I-V 特性と光強度依存性

　はじめに，光を照射しないときと，5, 10, 15 mW の光を照射したときの I-V 特性を
図 4.11 に示す．測定温度は 18.2 K である．非照射時の Ic は約 7 mA で，光強度に応
じて Ic は抑制される．ここからバイアス電流を Ic 近傍に設定し，4.4.1 節と同様に発生
電圧の光強度依存性を表したものが図 4.12 である．ここでは，バイアス電流を Ib=6.0,

6.5, 7.0 mA与えた時のものを示す．

図 4.11 3 μm幅のブリッジの光照射時（5, 10, 15 mW）および非照射時（0 mW）の I-V 特性
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図 4.12 3 μm幅のブリッジの発生電圧に対する光強度依存性（Ib=6.0, 6.5, 7.0 mA）

3 μm幅のブリッジのダブルパルス測定

　次にダブルパルス法による時間波形の測定結果について述べる．図 4.13 に今回の測
定における典型的なピコ秒応答波形を示す．条件はそれぞれ，Ib は 6.25 mA，光強度は
1st，2ndともに 6 mWである．図中の黒と赤の波形は再現性を示すためのもので，同一
条件での測定による結果である．ほぼ同じ形のピークが同じ時間方向の位置に観測されて
いることから，得られた波形はノイズでは無く，ブリッジからの応答であることは間違い
ない．

　さて，図 4.13の波形には遅い応答と速い応答の 2種類が含まれている．いずれも光照
射による準粒子生成からの緩和時間を表しているが，前者は格子系すなわち基板へ熱とし
て逃げていく過程であり，緩和時間は少なく見積もってもナノ秒以上である．図中の波形
で言うとベースラインの上昇，つまり電圧のオフセット分がこれに相当する．後者は非平
衡なピコ秒の幅を持つ応答であり，電圧パルスの高さによって表される．異なる光強度を
照射した時のバイアス電流依存性を，遅いオフセット成分は図 4.14，速いピーク成分は
図 4.15にそれぞれ示す．いずれもバイアス電流の増加に伴い電圧値は大きくなっている．
また，電圧ピーク波形を Lorentz 関数でフィッティングした曲線の半値全幅 τ のバイア
ス電流依存性を図 4.16に示す．
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図 4.13 3 μm幅のブリッジのダブルパルス測定時間波形（Ib=6.25 mA，光強度はと
もに 6 mW）．黒と赤の波形は同じ測定条件を用いている．

図 4.14 電圧オフセット成分のバイアス電流依存性

4.4.4 高速応答に関する考察

　ここではピコ秒の高速応答成分について，ボルテックスフローによる電圧発生，および
準粒子の緩和による電圧発生の 2つの可能性について考察を行う．
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図 4.15 電圧ピーク成分のバイアス電流依存性

図 4.16 電圧ピーク半値幅のバイアス電流依存性
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ボルテックスフローによる電圧発生

　まず，ボルテックスフローによる電圧発生の可能性について述べる．いま仮に電圧ピー
クが，ボルテックス走行によるものと仮定したとき，その平均速さ v は，幅 w を 3 μm，
応答時間 τ を図 4.16から平均約 5 psとして，

v =
w

2τ
=

3× 10−6[m]
2× 5× 10−12[s]

= 3× 105[m/s] (4.4)

を得る．この値は式 (3.13)で求めた下限値よりも大きく，またオーダーもこれまでに報告
されている値と近い．しかし，ボルテックスフローであれば，バイアス電流に逆比例して
応答波形の時間幅が小さくなる，つまりボルテックスは速くなる可能性があるが，図 4.16

ではそのような依存性は見られない．ただし，同図のプロットには多少ばらつきがあるた
め，バイアス電流依存性については断定する事は出来ない．以上を踏まえると，少なくと
も今回の実験結果ではボルテックスフローによる電圧発生メカニズムは存在しないか，或
いは存在していたとしても支配的な効果は無いものと考えられる．

準粒子緩和による電圧発生

　次に準粒子の緩和による電圧発生について述べる．光照射によって発生する電圧 V は
Faradayの法則に基づき，ブリッジのカイネティックインダクタンス L，バイアス電流 I

と以下の関係にある．
V =

dΦ
dt

= L
dI

dt
+ I

dL

dt
(4.5)

　第 1項が超伝導電流変調を表しており，超伝導体ではキャリヤである Cooper対の慣性
が無視出来ないために右辺第 2 項が現れる．また，ブリッジの非平衡応答の際には本章
のはじめで述べた THz電磁波放射も同時に起きていると考えられるため，式 (4.5)は式
(4.1)と対応している．いま，図 4.15はバイアス電流に依存性が見られることから，マイ
クロブリッジの高速光応答は第 2項のカイネティックインダクタンスの変調に起因してい
るものと推測される．しかし一方で，マイクロブリッジの高速応答成分はバイアス電流に
依存しないという異なる結果の報告がある [86]．この違いは，端的には Ic の大きさの違
いによるものと考えている．式 (4.5)の右辺第 1項は，電流変化が大きいほど電圧が発生
するということを意味しており，一般的に数十 mA程度の Ic を持つマイクロブリッジで
は電流の急激な変調が応答として観測される．しかし今回の実験で用いたマイクロブリッ
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ジは Ic が 1桁程度下がっている．そのため電流変調による応答は小さくなり，インダク
タンス変調，つまり光照射による局所的なキャリヤ減少を補うための Cooper対の運動量
変化が電圧として観測されたものと推察される．

4.5 光照射によるマイクロブリッジおよびナノブリッジの電
圧発生メカニズム

　図 4.17に示すのは電流バイアスされたマイクロブリッジまたは超伝導薄膜に光を照射
したときの様子を表した模式図である．光のエネルギーによって Cooper対が破壊され，
更に雪崩効果を伴って周囲の Cooper対を次々と壊すことで準粒子が急激に増加し，局所
的な常伝導領域であるホットスポットを形成する．この領域では超伝導電流が瞬時的に減
少するため，バイアス電流はこれに応じて，ホットスポットを避けて超伝導状態が保たれ
ている部分へと迂回して流れる．電流の迂回は，超伝導薄膜上への光の照射に伴って互い
に逆向きのボルテックス対が生成することで確認されている [91]．これが 4.2.5 節で述べ
たボルテックス生成時間に対応するものと考えられる．そして再び元の超伝導状態へ戻る
べく周囲の Cooper対の運動量が変化し，ある時間を経て緩和する．緩和時間は Cooper

対再結合までの時間であり，カイネティックインダクタンスと常伝導抵抗の L/R時定数
によって決まる．超伝導単一光子検出器（SSPD）などはこの現象を動作原理としている．
　一方，式 (4.5)によれば光照射に伴う準粒子の急増により，電流と同時にカイネティッ
クインダクタンスもまた変化する．電子系では温度上昇したのと等価であるが，この場合
はインピーダンスの増加に対応しており，常伝導状態ではないため Joule 熱が発生しな
い．マイクロ波カイネティックインダクタンス型検出器（MKID）などはこの機構に共振
器を付けて応用したものである．緩和時間や，速い電圧応答が出る点については結果とし
て電流変調の時と同じになる．これを踏まえて，以下ではそれぞれ SSPDモデル，MKID

モデルと呼び，マイクロブリッジとナノブリッジによる実験結果の比較および考察に基づ
いた光照射による電圧発生メカニズムの解釈について述べる．

　まず，マイクロブリッジの応答に関しては，その高速な成分がバイアス電流に依存する
結果と，依存しない結果の両方が存在することから，SSPD的な挙動とMKID的な挙動
が重畳していると考えることで説明出来る．両者の違いは既に述べたように，バイアス電
流の大きさ，言い換えればブリッジの Ic の大きさの違いによる．
　ところが，幅の細いナノブリッジでは，図 4.18に示す模式図のようにホットスポット
を迂回する領域が少ないか，もしくは存在せず幅方向に全体が常伝導化している可能性が
高い．たとえバイアス電流が迂回しても，そこに電流が集中することで臨界電流密度を超
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図 4.17 マイクロブリッジまたは薄膜での光応答

図 4.18 ナノブリッジでの光応答

え，いわゆる電流アシストによって抵抗状態となる．ブリッジ全体が常伝導状態となって
いるので，格子系すなわち基板を介した熱的な緩和が支配的となる．この状況は 4.4.1 節
で見積もったキャリヤ減少分から考えても十分起こりうる．
　マイクロブリッジの光照射実験から得られた知見により，今後ナノブリッジの高速光応
答を観測するには，MKID 的な電圧発生モードを目指すことが重要であることがわかっ
た．ホットスポットの発生を抑えてカイネティックインダクタンスの変化による電圧を検
出するには，光強度やバイアス電流を更に小さくすることが有効である．そのためには光
照射によるナノブリッジの応答感度を高めることが求められるが，これには測定系の改善
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のみならず，ナノブリッジのアレイ化など素子構造に対する再検討が必要になると考えら
れる．また，光照射によるその他の電圧発生メカニズムとしてボルテックスフローによる
ものが挙げられるが，今回の結果ではこのメカニズムの有無については断定出来なかっ
た．ボルテックスフローの可能性についても今後更なる検討が求められる．これには磁場
中での光応答測定や，３章で作製した dc-SQUIDを用いた光応答実験が有効だと考えら
れる．

4.6 本章のまとめ

　本章では，ナノブリッジの光パルス照射によるダイナミックな応答特性観測を目的とし
て行われた実験について述べた．はじめに過去の実績として，ナノブリッジより幅の太い
マイクロブリッジから高速電流変調に伴う THz 放射が観測されていること，Josephson

接合を用いた VFTにも非平衡な光応答が得られていることなどから，ナノブリッジにも
同様のメカニズムが働くという予想がされた点について述べた．ただし，これまでにナノ
ブリッジの光応答としては殆ど検討されていなかった．次にダブルパルス測定のための光
学システムおよび測定系について述べた．波長 800 nmのレーザーを用いてナノブリッジ
の発生電圧の光強度依存性を調べたところ，非線形な傾向を示した．これを踏まえて発生
電圧の時間波形計測を行ったところ，幅 100 nmのナノブリッジでは高速な電圧パルス応
答は確認されなかったものの，より幅の太い 3 μmのマイクロブリッジでは微小ではある
がピコ秒の応答が観測された．この結果から，幅の細いナノブリッジではピコ秒応答のメ
カニズム自体は確実に存在するものの，光照射によって Cooper対のほとんどが壊れてし
まい，超伝導ー常伝導ー超伝導の過程である SSPD モードとなったためにブリッジ全体
に Joule熱が発生し，その応答を見ている可能性が高いことがわかった．ナノブリッジは
寸法が非常に小さい代わりに電力密度が高いため，可能な限り発熱を抑える工夫が求めら
れる．また，今後ナノブリッジの高速光応答を観測するには，抵抗状態にならないMKID

的な電圧発生モードを目指すことが重要であることがわかった．ホットスポットの発生を
抑えてカイネティックインダクタンスの変化による電圧を検出するには，ナノブリッジの
光応答感度を高める検討が必要になると考えられた．また，ボルテックスフローによる電
圧発生の可能性についても今後更なる検討が求められる．
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第 5章

ボルテックス制御による非対称ナノ
ブリッジ作製

5.1 概要

　これまでに得られた結果から，ナノブリッジは表面バリアによって高いボルテックス制
御性を持ち，これにより高速な Josephson接合に匹敵する超伝導デバイスとしての性能が
示された．本章では，ボルテックス制御を利用した独自のデバイス応用を目指すことで，
Josephson接合との差別化を図る．これに先立ち，まずは本研究を進めてきた過程で明ら
かになった，ナノブリッジの形状効果について述べる．ナノブリッジの形状を左右非対称
にすることで人工的に電流分布の不均一性を作り出し，これと外部磁場による Meissner

効果とを組み合わせることで非対称な I-V 特性が得られることについて述べ，超伝導ダ
イオードとしての応用可能性を示す．その後実際に非対称ナノブリッジを作製し，その特
性を評価する．I-V 特性の外部磁場依存性や，異なるナノブリッジの幅・膜厚の依存性
について考察し，非対称特性の機構がボルテックスの侵入方向を制御したことによるラ
チェット効果であることを示す．また，Meissner効果による遮蔽電流を見積もることで，
非対称特性の妥当性を評価するとともに，整流素子応用を目指した今後の展望について述
べる．
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5.2 ナノブリッジの形状効果

　ナノブリッジの寸法とくに幅と Jc との間には依存性があることが分かっており，２章
の図 2.28 で示したように，ブリッジ幅が細くなると Jc が増大する．これはブリッジ内
を流れるバイアス電流密度が幅方向に不均一であることに起因している．しかしながら，
30 nm幅のような更に細いものについては，もはやMeissner効果による電流分布への影
響は十分小さいと考えてよい [53]．この場合の電流密度分布は不均一性が弱まり，見かけ
上の Jc はやがて飽和するものと予想されるが，実際はこの領域であっても Jc は増大して
いる．その原因は，実効磁場侵入長のみではなく，ナノブリッジ自体の形状によっても電
流密度分布の不均一が起こることによる．

　ナノブリッジの Ic の形状依存性については，過去にナノブリッジの形状をある角度で
括れさせた双曲線構造をモデルとした解析が報告されている [29]．しかしこのモデルで
は，幅が変化すると同時にブリッジ形状も変化してしまうことから，Ic とブリッジ幅との
依存性について述べられてはいるものの，ブリッジ内部を流れる電流分布の定量的評価は
不十分であった．一方，超伝導の巨視的量子効果の点から，純粋な形状効果のみが数値計
算によって見積もられている．以下，その内容について述べる．

　幅 w のナノブリッジを流れる電流密度 j について考える．ここで ξ < w < λ とし
て，電流分布への Meissner効果の影響を無視出来ると仮定すると，j は以下のように書
ける．

j ∼ − �

2eμ0λ2
(∇θ) (5.1)

　ここで e は電子の素電荷，μ0 は真空の透磁率，θ は巨視的波動関数の位相である．こ
れは電流密度が波動関数の位相勾配によって与えられる，超伝導体の電気特性へのカイネ
ティックな寄与を意味する．超伝導電流は Cooper対のコヒーレントな集団運動であり，
電子の Bose凝縮による一種の超流動状態が現れている．したがって形状効果による電流
密度の不均一性は位相勾配が局所的に大きくなるために起こる．有限要素法を用いて，幅
50 nmの異なる形状のブリッジを流れる電流分布について数値計算を行った結果を図 5.1

に示す．同図 (a)は直角に括れた構造，(b)は双曲線的に括れた構造である．ナノブリッ
ジの形状の違いが電流分布に大きく影響を与えていることがわかる．　
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図 5.1 異なる形状の，幅 50 nmのナノブリッジを流れる電流分布の数値計算：(a)直
角に括れた構造，(b)双曲線的に括れた構造．

5.3 非対称な形状を持つナノブリッジ

　ナノブリッジの形状によって断面を流れる電流密度が不均一になることが明らかとなっ
た．そこでこの形状効果を利用した，左右非対称な構造のナノブリッジを検討する．ここ
ではアルファベットの「K」のようなブリッジの片方を直線状に，他方を括れた構造にし
たものを考える．なお，括れの角度は本研究では 90◦ とする．この時の電流密度分布は
図 5.2のようになる．これは，電流密度が最も高い点つまり括れた部分での電流密度が必
ず先に jc を超え，ここからボルテックスが侵入開始することを意味している．当然，ブ
リッジに流すバイアス電流の向きが逆になっても，対応する逆向きのボルテックスが自己
磁場によって生成されるため，いずれにしてもボルテックスの侵入箇所は括れた箇所に限
定される．



126 第 5章 ボルテックス制御による非対称ナノブリッジ作製

50nm 

bias current�

jc�

図 5.2 非対称形状のナノブリッジの電流分布

5.3.1 形状効果と外部磁場による非対称な電気特性

　いま，非対称ナノブリッジに外部直流磁場を垂直に印加した場合を考える．すると完全
反磁性の効果によって，ナノブリッジには遮蔽電流が流れる．この様子を模したものを
図 5.3に示す．図中の矢印は各々の電流方向，太さは電流密度の大きさを表している．ま
た図中の (a)，(b)はバイアス電流の向きの違いによる．(a)の括れ部分において，バイア
ス電流と遮蔽電流は互いに逆向きとなっている．よってこの場合の電流成分は打ち消され
ることになり，結果としてボルテックスの侵入は抑制される方向に働く．一方，(b)では
逆に両者の電流成分の向きが揃うので，今度はボルテックスの侵入は促進される．このよ
うに，非対称ナノブリッジの形状効果と外部磁場とを組み合わせることによって，上下で
異なる Ic を持つ非対称な I-V 特性を得ることが出来る．

5.3.2 非対称ナノブリッジの応用

　この非対称な I-V 特性は電気的には整流効果と見なすことが出来るため，非対称ナノ
ブリッジを利用した超伝導ダイオードとしての応用が期待される．超伝導薄膜を用いた整
流素子の検討自体は過去に幾つかの報告があり，例えば，薄膜上に多数のアンチドットア
レイを形成し，そこに交流バイアス電流を印加する．この時，アンチドット形状がバイア
ス電流方向を軸として非対称となるように工夫がされている．これによりボルテックスの
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図 5.3 外部磁場があるときの非対称ナノブリッジの電流分布．それぞれの括れ部分に
おいて，(a)バイアス電流と遮蔽電流が互いに逆向きの場合，(b)バイアス電流と遮蔽
電流は互いに同じ向きの場合

集団運動に方向性が生じ，整流効果が観測されている [92, 93, 94, 95]．また，超伝導スト
リップラインの加工方法を工夫し，表面バリアの形状依存性を利用することで，非対称な
I-V 特性が得られたという報告がある [96]．しかし，これらの研究で用いられた交流バイ
アス電流の周波数は数 kHz程度であり，低速動作に留まっている．対して，今回提案す
る非対称ナノブリッジは小面積かつ高速動作が可能であり，具体的には極低温で動作する
超伝導デバイス，例えば後述する SFQ回路内の電源部への適用が期待される．

図 5.4 1万接合規模の SFQ集積回路（2並列 2段 RDP） [97]

　金属超伝導体 Nbを用いた Josephson接合を基本素子とした SFQ回路は，近年大規模
集積化が進んでおり，現在数万接合規模のものが動作実証されている [97]．しかし更なる
大規模化に向けて問題となるのが，SFQ 回路への電力供給方法である．SFQ回路は数十
GHz の動作周波数を持ちながらその消費電力は僅か数 mW 程度と高い潜在能力を示す
が，一方で，直流電流駆動であるが故の課題がある．現在主流の Nb-SFQ集積回路にお
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図 5.5 非対称ナノブリッジを用いた電源回路のイメージ

いて，回路内の 1接合あたりに加える直流バイアス電流は概ね 100μA前後であり，現在
最も大規模な数万接合クラスになると，総バイアス電流量は数 Aに達する．このような
大電流を一度に供給するのは困難であるため，現状では SFQ回路チップ内の機能ブロッ
ク毎に外部電源を接続してバイアス供給を行っている（図 5.4）．1ブロックあたりに供給
する直流バイアス電流は回路規模にもよるが 50～100 mA/1,000 JJs程度であり，図 5.4

で挙げた SFQ大規模集積回路の例である 2x2 RDPの場合，各ブロックに供給するバイ
アスポートは 22本あり，総バイアス電流は 1.36 Aである．当然のことながら，現状の方
法では必要となる外部電源の数は回路規模に比例して増大する．また配線数増大に伴い熱
流入などのリスクが増加し，冷却コスト悪化に繋がることが懸念される．
　加えて，現状の電力供給方法は消費電力の観点から本質的な課題を抱えている．SFQ

回路に供給する電流は 1ブロックあたり高々 100 mAであるのに対し，SFQ回路に与え
るバイアス電圧は通常 2.5 mV である．つまり，室温電源から見た負荷インピーダンス
（SFQ回路の入力インピーダンス）が非常に低いため，電力のほとんどが電源自身または
電流源と見なすため直列に挿入された抵抗で消費されていることを意味している．これら
の問題は，SFQ 回路の強みである低消費電力性を帳消しにしてしまう．これを回避する
方法の 1つとして，変圧器によるインピーダンス変換を用いて SFQ 回路用に電源回路を
構成する方法が挙げられる．図 5.5にその概念図を示すように，変圧器・ダイオード・平
滑コンデンサおよびチョークコイルからなり，ダイオードが並列に接続されている以外は
半導体整流回路とほぼ同じ構成である．しかしながら，その動作領域は半導体回路とは全
く異なるため，SFQ回路の動作領域に適合したダイオードが新たに必要となる．
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　 SFQ回路のためのダイオードに求められる特性は，低い閾値電圧特性，大きな電流容
量などが挙げられる．先に述べたように，SFQ回路は安定動作のために通常 2.5 mVの
定バイアス電圧を印加するため，これに合ったダイオードの閾値電圧は少なくとも 1 mV

以下が求められる．Geで約 0.3 V，Siで約 0.7 Vの閾値電圧を持つ半導体ダイオードで
は動作領域が異なり用いる事が出来ない．一方，非対称ナノブリッジであれば，I-V 特性
上の Ic 近傍の領域を閾値特性として利用すればよい．100 mA以上の大きな電流容量に
ついても，超伝導薄膜の高い Jc を用いる事で容易に得られると考えられる．なお，ナノ
ブリッジ単体での電流容量つまり Ic は 1～10 mA程度であるが，将来的にはこれをアレ
イ化することで十分対応可能である．
　また，電源回路全体で見ると，変圧器あるいは平滑回路も含めて極低温側，SFQ回路
の傍に置かれることが求められる．そのため電源回路全体としては小面積でなければなら
ず，すなわち高速性が要求される．ナノブリッジはこの点についても優位である．ダイ
オードに求められる動作速度としてはマイクロ波周波数に追随する，およそ 1 GHz程度
だろうと現在では見積もられている．このように，上述の先行研究による超伝導整流素子
では特に動作速度の面で実現が困難であるのに対し，非対称ナノブリッジはこのようなダ
イオードとしての機能はほぼ全て満たしており，なおかつ小面積であることから，応用可
能性が十分期待される．

　 SFQ回路におけるダイオードへの適用を目指す上で，非対称ナノブリッジに要求され
る特性は大きく 2つある．1つは強い I-V 特性の非対称性であり，Ic の変化率を大きく
することに相当する．もう 1つはより効率的な整流効果を得るため，より急峻な閾値特性
すなわち rd の大きな特性が求められる．

5.4 非対称ナノブリッジの特性評価

　ここからは，実際に作製した非対称ナノブリッジについて，I-V 特性およびその磁場依
存性を評価した結果について述べる．測定温度は 4.2 Kである．磁場の生成は外部コイル
を用いて，試料面に対して垂直に磁場を印加した．磁場の大きさは-2.2～2.4 mTまで変
化した．また，異なる膜厚と幅を持った複数の非対称ナノブリッジを作製した．表 5.4に
用いた試料をまとめる．膜厚 100 nmの試料は前節で示したものと同一のものである．ま
た最も膜厚の薄い 30 nmのみ，LSAT基板を用いて作製した．幅および膜厚の依存性に
ついては 5.6 節で議論する．　
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表 5.1 作製した様々な幅と厚さを持つ非対称ナノブリッジ

thickness [nm] 30 70 100

200 80 80

width [nm] 500 100 100

800 200 200

5.4.1 非対称ナノブリッジによる dc-SQUID

　はじめに，非対称ナノブリッジを 2 並列に配置した dc-SQUID 構造を用いた実験結
果について述べる．膜厚 30 nm，幅 200 nm の 2並列非対称ナノブリッジのゼロ磁場に
おける I-V 特性を図 5.6 に示す．Ic は約 2.4 mA である．また，一定のバイアス電流
2.43 mAを加えたときの，V -Φ特性を図 5.7に示す．約 20μV の周期的電圧変調が確認
されており，このことから非対称ナノブリッジにおいても従来の対称な形状のものと同様
にボルテックスゲートとして機能している．すなわち，ボルテックスがブリッジ内には留
まらず，必ず 1個単位で出入りしている事がわかる．3.8.5 節と同様に，動作速度の下限
値を見積もると，およそ 10 GHz程度である．

図 5.6 膜厚 30 nm，幅 200 nm の非対称ナノブリッジ dc-SQUID の I-V 特性
（B = 0 mT，T = 4.2 K）
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図 5.7 膜厚 30 nm，幅 200 nm の非対称ナノブリッジ dc-SQUID の V -Φ 特性（バ
イアス電流 2.43 mA，T = 4.2 K）

5.4.2 臨界電流の磁場依存性

　作製した膜厚 100 nm，幅 200 nmの非対称ナノブリッジの SEM写真を図 5.8に示す．
また，以下ではバイアス電流と磁場の正方向をそれぞれ図中の向きに示す方向として定義
する．この非対称ナノブリッジに外部磁場 B =-2.2，0， 2.4 mT をそれぞれ印加した時
の I-V 特性をそれぞれ図 5.9 (a)-(c)に示す．印加磁場の向きに従って I-V 特性が非対称
に変化していることが実際に確認された．ナノブリッジの素子単体では初めて得られた特
性である．また，I-V 特性から B = 2.4 mTにおける Ic の変化量ΔIc を求め，ゼロ磁場
における Ic に対する Ic の変化率 ΔIc/Ic を求めたところ，約 9％であった．

　次に同じ試料における Ic の磁場による変化の様子を図 5.10に示す．ここで正方向と負
方向の Ic をそれぞれ I+

c ，I−c として表す．I+
c ，I−c の値は磁場に対して単調な変化となっ

ている．原点では I+
c =I−c であり，磁場が大きくなると共に非対称性が強くなる傾向が確

認出来る．中でも特に興味深い現象は，磁場によって Ic が増加している点にある．通常，
外部磁場下におかれた超伝導薄膜は Ic が抑制されることはあっても逆に増加することは
無い．これについては後述するが，ボルテックスの侵入経路を一方向に限定したことで，
ボルテックスのブリッジ内への侵入の可・不可が制御された，いわばラチェット効果に
よって説明出来る [98, 99]．
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B(>0)�

I+�

図 5.8 幅 200 nmの非対称ナノブリッジの SEM写真

図 5.9 I-V 特性の磁場による変化，(a) B=-2.2 mT，(b) B=0 mT，(c) B=2.4 mT

図 5.10 Ic の磁場依存性
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5.5 ボルテックスの運動との関係

　 5.4 節で述べた，膜厚 100 nm，幅 200 nmの非対称ナノブリッジに関する実験結果を
以下にまとめる．

1. 2.4 mT の印加磁場により，最大で約 9％の Ic 変化

2. 磁場とバイアス電流の方向により Ic が増加する領域が存在

3. 少なくとも今回の磁場範囲では，磁場が強いほど I-V 非対称性も強い

図 5.11 対称なナノブリッジのボルテックス侵入

図 5.12 非対称なナノブリッジのボルテックス侵入

　この中で 1. については，後述する 5.7 節でΔIc の妥当性を評価するため，ここでは 2.

以降について順に考察する．図 5.10の I+
c に着目すると，B < 0の外部磁場において Ic

は，磁場が存在しないときよりも増大している．これは 5.3 節で既に述べたように，非対
称形状による電流不均一性が原因で，観測される Ic が常に括れ端で決まることによって
起こる．言い換えればボルテックスの侵入箇所を限定していることに対応する．ここで従
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図 5.13 非対称ナノブリッジの電流密度分布：(a)ボルテックスの侵入促進，(b)ボル
テックスの侵入抑制

来の左右対称なナノブリッジとの比較を図 5.11，図 5.12に示す．外部磁場の向きを反転
させると，薄膜を流れる遮蔽電流の向きも反転する．対称なナノブリッジの場合では，磁
場の反転に伴い，反対側の端での電流密度が大きくなるため，図中ではブリッジの左側か
ら逆向きのボルテックスが侵入する．当然のことながら，これらの状況は対称なので，バ
イアス電流の向きにも依存しない．ところが非対称ナノブリッジでは，形状効果のために
電流密度分布が非対称となっており，左側の直線端での電流密度は小さい．ボルテックス
の観点から見ると，表面バリアが非対称に形成されており，この場合直線端でのバリア
高さが相対的に高くなっている．よって外部磁場の向きを反転させても，反対側から逆
向きのボルテックスは侵入することが出来ない．いま，図 5.13に示すように幅 w の非対
称ナノブリッジにおける位置 x でのバイアス電流密度 jb (x) と遮蔽電流密度 jscr (x) を
考える．また，これらを足し合わせた電流密度を j(x) = jb (x) + jscr (x) とする．図の
x = −w/2を直線端，x = w/2を括れ端としており，イラストは各々のバイアス電流と外
部磁場の向きを表している．磁場が無い時，jscr = 0なので，両端における電流密度は形
状効果のみを反映し，以下のような関係式となる．

∣∣∣j (
−w

2

)∣∣∣ <
∣∣∣j (w

2

)∣∣∣ (5.2)
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　ボルテックス侵入は |j (w/2) | = jc となった時に始まる．ここで jc は超伝導薄膜その
ものの臨界電流密度であり，Ic を断面積で割った値として実験的に求めたものとは異な
ることに注意が必要である．同図 (a)の状況では，括れ端でのボルテックス侵入は促進さ
れるため，全体として Ic は減少する．重要なのは同図 (b) の振る舞いであり，jb(w/2)

と jscr(w/2)が互いに打ち消し合っている一方，他端の j(−w/2)は増加している．しか
し，非対称な形状効果が存在するため，この状況であってもなお式 (5.2)が成り立つので
ある．したがって，磁場とバイアス電流の向きに関わらず常に同じ場所からボルテックス
が入るという状況は，jb (x)，jscr (x)の大きさ，向きに依らず常に式 (5.2)が成り立って
いると言い換えられる．ただし，今回測定した磁場範囲では式 (5.2)の範囲内に収まって
いるが，jscr が十分強くなると，x = −w/2の直線端での電流密度が大きくなり，やがて
式 (5.2)は成り立たなくなると考えられる．

　このように，ボルテックスの出し入れをある特定の方向性を持たせて制御している状況
が実現していると考えられ，これをボルテックスのラチェット効果と呼ぶ．また，5.4.1 節
の結果から，非対称ナノブリッジがボルテックスゲートであることを加味すると，非対称
ナノブリッジはボルテックス 1個の運動をラチェット効果によって制御しているものと結
論づけられる．

5.5.1 ダイナミック抵抗の磁場依存性

　次に電圧状態の磁場に対する変化を調べるため，5.4.2 節で示した非対称ナノブリッジ
のダイナミック抵抗 rd の磁場依存性を I-V 特性から評価した．なお，ここでは rd の値
を電圧 50μV における微分抵抗として定義する．また，臨界電流と同様に I-V 特性の第
一象限側を正値 r+

d，第三象限側を負値 r−d と表す．求めたグラフを図 5.14に示す．rd に
も単調な磁場依存性が見られる．ここで正方向の r+

d に着目すると，磁場を負から正方向
に加えるにつれて r+

d が単調に減少している．当然，負方向の r−d では傾きは逆になる．
このような傾向は図 5.10における I+

c ，I−c の挙動と関わっている事が考えられ，これら
の結果についての考察を以下に述べる．

　図 5.15に示す模式図は，電流バイアスされた非対称ナノブリッジの表面バリアを表し
ている．いま，図中の電流，磁場，ボルテックスの向きにおいて，括れ側のボルテックス
から見た表面バリアについて考える．３章で論じたようにボルテックスは表面バリアの
高さで制御される熱活性型であるとする．ここで，ゼロ磁場におけるバリア高さが Umax

（図中の黒い点線）となったとき，ナノブリッジ両端にはボルテックス侵入に伴う電圧が
発生し始める，すなわち Ic と仮定する．ここへ外部磁場 B が加わると，Meissner 効果
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図 5.14 ダイナミック抵抗 rd の磁場依存性

x�

U�

kBT 

Umax x

I�

B�

U’max 

図 5.15 磁場が表面バリアに与える影響．図中の黒い点線，赤い点線，赤い実線はそ
れぞれゼロ磁場における Ic での表面バリア，外部磁場 B が加わったときの表面バリ
ア，外部磁場 B 下における Ic での表面バリアを表す．
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によって遮蔽電流が現れ，表面バリアは高くなる．この時のバリア高さを U ′max(> Umax)

（図中の赤い点線）とする．バリア高さの変化に寄与しているのはバイアス電流ではなく
遮蔽電流である．こうして磁場の効果により高くなった表面バリアを再びボルテックスが
侵入出来る Umax まで下げる時は，逆に遮蔽電流ではなくバイアス電流によってこれを補
う．したがって，U ′max から Umax まで下げるために必要なバイアス電流分が Ic の変化
量，ΔIc を与える（図中の赤い実線）．図 5.15の場合だと，ΔIc> 0である．
　しかし，ボルテックスが表面バリアの高さのみで制御されているならば，式 (3.3)によ
り発生電圧もまたバリア高さのみで与えられるため，磁場による Ic の変化は説明出来て
も rd の変化は説明出来ない．そこで新たに考えられるのは，表面バリアを超えた後のボ
ルテックスの走行状態が rd の変化に寄与している可能性である．既に述べたように，バ
イアス電流が大きくなると表面バリアは下がると同時に勾配が急になる．外部磁場によっ
て変化したΔIc の分，表面バリアの勾配に相当する駆動力が大きくなり，ボルテックスの
フロー速度が増加したと考えれば rd の磁場依存性を説明出来る．ただし，このような状
況は熱活性型ではなくフラックスフロー型の特性を示していることに注意しなければなら
ない．これは矛盾した議論に見えるが，実際には 2つのモデルに明確な境界があるわけで
はなく，特にナノブリッジのような極細線においては，表面バリア高さによる効果とバイ
アス電流の Lorentz力によるボルテックスのフロー状態を同時に含めた検討はされていな
い．図 5.14の結果は，ボルテックスの挙動がバリア高さによって規制される熱活性型の
モードにある場合であっても，バリアの勾配を含めた議論が必要であることを示唆してい
る．しかしながら，一般的に rd はナノブリッジの膜質などに深く影響し，多くの物理を
反映するパラメータとなるため，定量的解析は容易では無い．今後の検討課題としては，
複数の試料を用いた Ic や磁場以外のパラメータとの相関を調査すること，rd ではなく電
圧状態全体の微分抵抗 dV /dI の磁場依存性を評価することなどが挙げられる．

5.6 臨界電流変化のサイズ依存性

　次に，幅および膜厚を変化させたときの，非対称 I-V 特性の依存性について議論する．
図 5.16は縦軸に ΔIc/Ic，横軸に幅をとり，異なる膜厚による Ic 変化率のブリッジ幅依
存性を示している．また，図 5.17では同じプロットで縦軸を変化率ではなく単に ΔIc に
したものを示す．今回の測定では，外部磁場の大きさはすべて一定の B = 2.4mT とし
た．図 5.16，図 5.17 から，膜厚が等しい同一試料内では幅が大きくなるほど ΔIc が大
きくなり，非対称性が強くなることを示している．一方，同じ 200 nm幅の点を比較する
と，膜厚が大きくなるほど非対称性が強くなる．さらに，これらの依存性はそれぞれのゼ
ロ磁場における Ic で規格化しても傾向がほぼ同じであることから，磁場の影響を受ける
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ナノブリッジの面積すなわちナノブリッジでのMeissner遮蔽効果の大きさに概ね比例す
るものと推測される．

図 5.16 Ic 変化率のサイズ依存性

図 5.17 ΔIc のサイズ依存性

　ここではまず，ΔIc/Ic の傾向について電流分布の観点から定性的考察を行う．２章の
図 2.31で触れたように，Meissner効果自体は遮蔽電流のみならず，ゼロ磁場におけるブ
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リッジのバイアス電流分布にも寄与している．しかし本研究で評価した非対称ナノブリッ
ジの幅は最大でも 2λ⊥ と同程度またはそれ以下である．この領域では，バイアス電流分
布は均一に近づき，その幅依存性は小さくなるものと考えられる．これは言いかえると，
ブリッジ両端のバイアス電流密度 jb (w/2)，jb (−w/2)は幅の変化に対してそれぞれほぼ
一定と見なすことが出来る．ここで，非対称形状の場合，必ずしも jb (w/2) = jb (−w/2)

ではないことに注意する．
　一方，外部磁場印加に伴うブリッジ端での遮蔽電流 jscr (w/2)はブリッジ幅に比例し，
ΔIc は jscr (w/2)によって決まる．それぞれの電流成分のブリッジ端での傾向を比較する
事により，ΔIc/Ic の幅依存性を定性的に理解する事が出来る．なお，ΔIc の値の妥当性
評価については次節以降で詳しく述べる．
　膜厚の依存性についても同様の議論が可能である．超伝導薄膜の実効磁場侵入長は式
(1.9)で与えられるように，膜厚 dに反比例する．つまり膜厚を厚くすることは λ⊥ が小
さくなることを意味する．幅が同じ場合を考えた時，膜厚が大きくなるということは λ⊥
に対して相対的に幅が大きくなることと等価である．したがって，図 5.16，図 5.17の結
果は，いずれにしても λ⊥ に対して相対的にブリッジ幅が増えることでΔIc が増加してい
ることを表している．

　以上の考察により，非対称ナノブリッジでの遮蔽効果が非対称 I-V 特性に支配的影響
を与えている事がわかる．より強い非対称特性を得るには遮蔽効果を強く得られるように
すれば良い．その最も簡単な方法はナノブリッジが磁場を感ずる面積を大きくすることだ
が，しかしながら，ナノブリッジにはボルテックスゲートとしての上限寸法がある．遮蔽
効果を強くして ΔIc/Ic を高めることと，ナノブリッジの性能を高めることはトレードオ
フとなっている．したがって，特に非対称ナノブリッジの場合，単一ボルテックス制御に
よる整流素子として用いるためには，ボルテックスの出入りを制御可能な範囲で最大の幅
を持たせる，w � 2λ⊥ 程度にすることが望ましいと考えられる．　

5.7 遮蔽電流分布による考察

　ここまでの考察により，ナノブリッジの端に流れる遮蔽電流が ΔIc を与えていること
がわかった．そこで簡単なモデルで遮蔽電流の計算を行い，図 5.17の妥当性を議論する．
ここで，実際には遮蔽電流も形状効果により非対称な分布を持つとして議論するのが自然
である．しかし本章の始めで述べたように，波動関数の位相勾配から計算される形状効果
を解析的に求めることは難しい．そのため今回は非対称な形状ではなく図 5.18のように
単純な超伝導薄膜を考える [21]．薄膜は xy 方向に広がっており，x方向は幅 w である．
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図 5.18 薄膜に対し垂直に磁場を印加した場合の遮蔽のモデル

y 方向のサイズは w あるいは λ⊥ に対して十分大きいと仮定する．ここに一定の外部磁
場B = B0ẑ を加えた状況を考える．すると薄膜内 (|x| ≤ w/2)での磁場の大きさ Bx は
Meissner効果により，

B(x) =
B0

1 + e
− w

λ⊥

(
e
− x+ w

2
λ⊥ + e

−−x+ w
2

λ⊥

)
(5.3)

と表せる．Maxwell方程式 rotB = μ0j を用いることによって，式 (5.3)から遮蔽電流密
度 jscr(x)を求めることが出来る．

jscr(x) =
1
μ0

∂B(x)
∂x

(5.4)

=
B0

μ0λ⊥

sinh
(

x
λ⊥

)

cosh
(

w
2λ⊥

) (5.5)

　図 5.18において，とくに x = w/2のとき，

jscr

(w

2

)
=

B0

μ0λ⊥
tanh

(
w

2λ⊥

)
(5.6)

と書き表す事が出来る．式 (5.6)で与えた分だけ電流密度が変化すると，これに対応する
形で Ic もまた変化する．今回得られた Ic 変化率は割合にして最大でも 9％と比較的小さ
な変化である．これはナノブリッジの寸法と λ⊥ との関係より，遮蔽効果という観点から
は比較的弱い変化を見ていることになる．よって，ΔIc は式 (5.6)とブリッジの断面積を
単純に掛け合わせたものとして近似的に書けるとすると，ΔIc は以下の式になる．

ΔIc ∼ wd · jscr
(w

2

)
(5.7)

=
B0wd

μ0λ⊥
tanh

(
w

2λ⊥

)
(5.8)
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　式 (5.7)を用いてΔIc を見積もった．パラメータについては λのみバルク YBCOの

図 5.19 ΔIc のフィッティング (B=2.4 mT)

図 5.20 ΔIc のフィッティング (B=28.8 mT)

磁場侵入長である λ= 140 nmを用いている以外は，実験値を代入している．異なる B0

による計算結果を図 5.19，図 5.20に示す．図はそれぞれ，実際の実験で印加したコイル
の磁場 B0=2.4 mT，そして最も実験値と近い傾向を示した B0 =28.8 mTによる計算結
果である．実験結果の傾向をよく再現しているが，B0 の値としては 1桁程度大きくなっ
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ている．3.8.3 節で議論したときと同様に，仮に focusing factor B/B′ として計算する
と，28.8/2.4 = 12[倍]である．この値は 3.8.3 節で求められた値と非常に近い．よって，
磁束集中効果の影響はリーズナブルであるといえる．以上により，非対称ナノブリッジの
Ic 変化量は外部磁場印加によるナノブリッジの遮蔽電流分布から見積もることが可能で
あることが分かった．また，非対称ナノブリッジの特性においても磁束集中効果の影響が
存在していることが明らかとなった．これを利用すれば，電極部のバンクの構造を工夫す
ることでブリッジ両端の磁束密度に差を作ることが出来るため，より強い非対称性が得ら
れる可能性がある．或いは，バイアス電流の自己磁場を利用した VFT構造を用いて非対
称ナノブリッジを並列アレイ化することによっても同様に非対称性を強くすることが期待
出来る．　

5.8 超伝導整流素子へ向けた今後の展望

　本研究で得られた ΔIc/Ic の最大値は約 9％と，ダイオードとしての特性はまだまだ不
十分である．5.3.2 節で述べたように，非対称ナノブリッジを超伝導ダイオードとして使
えるものにするには，ΔIc/Ic を出来るだけ大きくすることと，rd を大きくすることであ
る．今回得られた一連の結果から，ΔIc/Ic を大きくするにはブリッジでの遮蔽効果を強
めれば良く，これはブリッジ幅を大きくすることに相当する．よってナノブリッジがボル
テックスゲートとして機能する範囲内で，出来るだけ大きなサイズ，つまり w � 2λ⊥ 程
度が寸法上限となる．ここから更に ΔIc/Ic を大きくする方法として，ナノブリッジ以外
の配線パターンを利用してブリッジ両端の磁束密度を不均一にする，VFTのような構造
にしてバイアス電流の自己磁場を利用する，並列アレイ化などについて今後積極的に検討
していく必要がある．また，ナノブリッジの形状効果についても検討の余地が残されてい
る．電流分布の偏りがより強くなるようなブリッジ形状を模索し，最適化する必要があ
る．このように改善の余地はまだ多く残されており，上記を追求することで性能向上の見
込みは十分期待出来ると考えられる．

5.9 本章のまとめ

　本章では，非対称な構造を持つナノブリッジによる独自の超伝導デバイス応用を目指し
た検討について述べた．はじめにナノブリッジの断面を流れる電流分布がブリッジ形状
に強く依存する事について述べた．この形状効果を利用して，左右非対称な形状のナノ
ブリッジに外部磁場を印加することにより，バイアス電流と磁場の向きによって非対称



5.9 本章のまとめ 143

な I-V が発現する原理について述べた．次に非対称ナノブリッジを作製し，特性を評価
した．その結果，幅 200 nmのナノブリッジにおいて，最大約 9％の Ic の変化を観測し
た．また-2.2～2.4 mTの磁場を与えたところ，磁場の大きさ・向きと Ic には明確な依存
性があり，特定の磁場およびバイアス電流の方向において Ic が増加するという，これま
でに無い特性が得られた．Ic 増加の原因はナノブリッジの非対称形状によってボルテッ
クスの侵入が一方向に制限されるために起こる，ボルテックスのラチェット効果によると
結論づけた．単一ボルテックスによる効果としては過去に無い特性である．また，磁場
に伴う rd の変化から，ボルテックスが熱活性型のモードにあってもバイアス電流による
Lorentz 力が無視出来ないという，対称の I-V 特性のみでは得られなかった新たな知見
を得た．非対称特性のブリッジ幅・膜厚依存性についても検討した．その結果，非対称特
性は YBCO薄膜の磁場排除効果に伴う遮蔽電流が大きな役割を果たしていることを確認
し，理論的な計算結果と傾向は一致した．これらの議論から，今後更に効果的な非対称性
を得るための指針も同時に示すことが出来た．以上の結果から，ナノブリッジの形状を工
夫するだけで非対称な I-V 特性が得られるという点は，Josephson接合よりも遥かに容
易に実現出来るため，非対称ナノブリッジにすることで新しい機能が加わったと結論づけ
てよく，このような非対称特性を用いた応用例の一つに，直流電流駆動である SFQ回路
の電源部分におけるダイオードとしての応用を提案した．これにより，ナノブリッジの高
速な超伝導デバイスとしての性能を維持しつつ，Josephson接合では実現困難な独自のデ
バイス応用可能生を見出した．
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総括

　本論文では，高温超伝導体 YBa2Cu3O7−x (YBCO) ナノブリッジによる従来の
Josephson 接合にはない独自のデバイス応用を目指し，薄膜の微細加工プロセス技
術，デバイス性能実証，ボルテックスの物理といった多角的検討によって得られた一連の
研究結果についてまとめたものである．本研究では具体的に以下の 3 つの研究課題を掲
げ，それぞれについて順に取り組んだ．

• 再現性・制御性を伴うナノ構造作製プロセスの確立

• ナノブリッジ単体の特性改善とデバイス性能評価

• ボルテックス制御性を積極的に利用したナノブリッジのデバイス応用

　この中で，再現性・制御性を伴うナノ構造作製プロセスの確立については第２章で，ナ
ノブリッジ単体の特性改善とデバイス性能評価については第３章および第４章で，ボル
テックス制御性を積極的に利用したナノブリッジのデバイス応用については第５章でそれ
ぞれ述べた．以下，各章ごとに要約する．

　第１章ではまず，超伝導の発見から歴史を辿ることで，その基本的現象であるMeissner

効果や磁束の量子化，Josephson効果などの諸原理について述べた．また，高温超伝導体
の発見と，その工学応用上のインパクトについても触れた．中でも超伝導エレクトロニ
クスに関しては，通信用フィルタや高エネルギー分解能検出器，或いは超伝導量子干渉
素子 (SQUID)による超高感度な磁場計測などが既に実用化されている．超伝導のディジ
タル応用については，単一磁束量子 (RSFQ) 回路の研究が盛んに進められており，本質
的に高速性・低消費電力性を兼ね備えた特徴を持つ．超伝導デバイスの基本素子は専ら
Josephson接合である．現在，とりわけディジタル応用に関しては，金属超伝導材料であ
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る Nbを用いた接合が主流となっており，既に数万接合の大規模集積が可能なレベルまで
達している．酸化物高温超伝導体 YBCOを用いた Josephson接合の研究も小規模回路レ
ベルでは動作実証がなされており，その高い潜在能力を示す結果を得ている．しかしなが
らその一方で，高温超伝導体の長所を更に積極的に利用したデバイス構造やその応用につ
いても検討されている．
　ナノブリッジは，超伝導薄膜の一部を細く絞った構造を持つ．単膜加工のみによって得
られるシンプルな構造を持つため設計自由度が高い．ナノブリッジの幅および長さを薄
膜の磁場侵入長 2λ⊥ 以下にすることで，超伝導薄膜中の渦電流を纏った磁束量子 (ボル
テックス)を高々１個ずつ出し入れする事が可能となり，Josephson接合と同様，磁束量
子素子のスイッチング機能を持たせる事ができる．典型的なサイズはサブミクロンであ
り，数ミクロン角の面積を持つ Josephson接合よりも本質的に小面積となる．ナノブリッ
ジの性能については，幅を細くするほど高速となる．またボルテックスのフロー速度は材
料の粘性抵抗に依存する．YBCOのような高温超伝導材料の場合，フロー速度は Nbな
どの金属系材料よりも 2, 3 桁速い．よって高度なナノ構造制御技術さえ確立すれば理論
的には THzの領域で動作させることも可能であり，応用上の期待は大きい．現在，微小
SQUIDセンサ応用や光技術との融合など，幾つかの応用が検討されてきている．しかし
ながら，超伝導デバイス応用としては，あくまで従来の Josephson接合の代替素子として
の位置づけに留まっている．ナノブリッジはそのデバイス動作原理が本質的に Josephson

接合と異なるため，上述したナノブリッジ特有の性質や YBCOの材料的特性を利用する
事で，Josephson接合には無い独自のデバイス応用を目指す事ができるはずである．
　以上の背景に基づき，本研究では，YBCOナノブリッジのデバイス構造的優位性，ボ
ルテックス制御性といった特徴を活かした，Josephson 接合では実現困難な新しい超伝
導デバイスを提案することを研究目的とした．また，これに向けた具体的な課題として，
１．ナノ構造作製プロセスの確立，２．ナノブリッジ単体特性の向上，３．ボルテックス
制御を利用したナノブリッジの新たな機能実証，という３つの段階的課題を掲げ研究を
行った．

　第２章では，再現性かつ制御性を伴うナノブリッジ作製プロセスの確立について取り組
んだ．研究開始当初直面していた大きな問題として，加工に伴う YBCO薄膜の超伝導性
劣化が挙げられる．ナノブリッジは単膜をサブミクロン以下に加工するため，このような
劣化は致命的となる． そこで本研究では，ナノブリッジの YBCO損傷層について根本的
な解決策を試みた．具体的には，Arイオンミリングによって生じる損傷層を回復させる
ため，ナノブリッジ作製後に再び YBCOを極薄く (約 3-4 nm)堆積する再蒸着法を提案，
ナノブリッジに適用した．その結果，最も細い幅 30 nmのナノブリッジの超伝導性を損
なわず作製する事に成功した．超伝導性の一つの指標となるナノブリッジの臨界電流密度
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Jc は 2桁以上改善し，ばらつきも低減した．これにより再蒸着法の有効性を示し，ナノ
ブリッジの作製技術を大きく進展させる結果を得た．一方，再蒸着のメカニズムを理解
するため，エッチングによる YBCO損傷層について考察したところ，その原因は従来考
えられていた YBCO結晶中の酸素欠損によるものだけではなく，プラズマエッチングの
過程で，特に Cuが選択的に飛ばされる事で YBCO結晶が壊されていることが予想され
た．そこで再蒸着時の YBCOターゲットを従来のものより Cu-richな材料を用いて比較
を行った．得られた I-V 特性から，Cu-richターゲットによる再蒸着ではブリッジ部分の
YBCO損傷層がより効果的に回復している事を示唆する結果となった．また，再蒸着時
の条件によって Jc などのパラメータを制御可能であることを示した．以上のことから，
基礎的なナノブリッジ作製技術は確立されたといえる．

　第３章では，ナノブリッジ単体の特性向上およびナノブリッジのデバイス性能を評価す
るための検討を行った．ナノブリッジの I-V 特性に関しては，ボルテックスの振る舞い
との関わりが未解明な部分も多く，基本的な物理にまで立ち返った議論が必要となる．ナ
ノブリッジの場合，寸法が小さいことからボルテックスの通り道はほぼ 1 カ所に限定さ
れ，なおかつ同時に 2つ以上のボルテックスが薄膜中に存在できない．これが結果として
単一ボルテックスゲートの役割を果たしているが，一方でこの状況下では 1個のボルテッ
クスがブリッジ中をどのように伝播するかが重要になる．つまり，ボルテックス 1個の挙
動がナノブリッジの I-V 特性に深く関わってくる．ナノブリッジに臨界電流 Ic 以上の電
流が流れると，Lorentz力を受けてボルテックスが侵入し横断する．このボルテックスの
侵入または伝播特性には複数のモードが存在し，特に支配的影響を与えるものとして表面
バリアと呼ばれるポテンシャルの存在が明らかとなっている．ナノブリッジではこの表面
バリアの高さでボルテックス１個単位の出し入れを制御すると考えられている．これまで
表面バリアの数値計算による議論はされていたが，実験値と比較されてこなかった．そこ
でまずは表面バリア高さをナノブリッジの I-V 特性の温度依存性から見積もった．ボル
テックスの挙動が表面バリアの高さで制御される時，バイアス電流一定での電圧と温度の
間には熱活性型の挙動を示す関係がある．これを利用して見積もられた表面バリアの高さ
の実験値は数値計算と矛盾しない結果を得た．
　一方，ナノブリッジの電圧状態においてボルテックスの挙動が表面バリアの高さによっ
て制御されるモードにあるときは，I-V 特性上の Ic 近傍で比較的急峻な電圧発生を伴う
ことがわかっている．したがって，素子性能を評価する上では Ic 直上の微分抵抗が大き
いものが望ましい．ところで理想的なナノブリッジは，断面の全領域にわたり超伝導性が
保たれている事だが，実際にはブリッジ表面には YBCO再蒸着でも保障しきれない劣化
領域が存在する．また，断面も完全な長方形ではなくわずかにテーパが存在する．このよ
うな側壁の状況がボルテックスの伝導阻害に寄与している可能性は十分考えうる．これに
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対し幾つかの実験を行った．まずは垂直加工性を改善するため，エッチング条件を変更し
た．テーパが抑制される条件を用いても，結果としては I-V 特性，Jc いずれも明確な加
工条件との相関は見られなかった．次に従来基板として用いていたMgOにかえ，格子定
数が YBCOと近い (La0.3Sr0.7)(Al0.65Ta0.35)O3（LSAT）基板を採用した．これにより
YBCO膜厚を 30 nmまで減らすことで，ピニングセンターの影響を低減させることが可
能となる．その結果，Ic 直上の微分抵抗は約 20 Ωと，これまでの 3倍以上大きな値を得
る事に成功した．これは側壁の影響が低減したのみならず，LSAT基板の YBCOとの格
子整合性の良さのために膜質そのものも改善したと考えられる．次に２並列ナノブリッ
ジによる超伝導ループを作製した．ループ面すなわち試料に垂直に磁場を印加すること
でループ内の磁束が量子化され，I-V 特性が変調する dc-SQUID的動作が複数の試料で
高い再現性を伴って見られた．また，Ic の変調を観測し，そこからナノブリッジのイン
ダクタンスは約 10 pHと見積もられた．周期的変調深さや I-V 特性自体の温度依存性か
ら，これまで検討されていない 10 K程度での劇的な特性変化が見られ，ボルテックス伝
導モードが変わるという重要な知見を得た．また，本研究では最大で 250 μVの変調深さ
を観測した．これは他研究機関の結果と比較しても非常に大きく，ここから見積もられる
ナノブリッジの動作下限周波数は約 125 GHzであり，ナノブリッジの性能が Josephson

接合に匹敵する事を示した．

　第４章では，ナノブリッジの高速応答性を直接検証するため，ナノブリッジの光照射効
果についての検討を行った．はじめに背景として，マイクロブリッジの光照射による高速
電流変調に伴う THz放射の観測や，Josephson接合を用いた VFTの非平衡なピコ秒光
応答といった先行研究について述べた．３章における dc-SQUIDの実験結果から，ナノ
ブリッジにも同様の高速応答メカニズムが存在するはずだが，これまでに光応答について
は殆ど検討されていなかった．ナノブリッジの高速性はボルテックスの動的挙動と深く関
わっていることから，これらのデバイス物理についての知見を得るという目的を述べた．
また，ナノブリッジの特徴の一つである光との適合性を利用した，光／単一磁束量子変換
デバイス機能実証という応用的側面について述べた．
　次にナノブリッジの光照射効果の測定方法として，光学システムやダブルパルス法の原
理について述べた．Ic 近傍に電流バイアスされたナノブリッジにフェムト秒パルスレー
ザーが照射されると，フォトンが超伝導 Cooper 対を破壊するためナノブリッジ中での
キャリヤ密度が減少する．これにより Ic が変調しブリッジ両端には電圧が発生する．ま
ず，波長 800 nmのレーザーを用いてナノブリッジの発生電圧の光強度依存性を調べたと
ころ，発生電圧の光強度依存性は非線形な傾向を示した．これを踏まえて，ダブルパルス
法を用いて発生電圧の時間波形計測を行った． 結果としては，高速な電圧パルス応答は
確認されなかった．これはナノブリッジへの光照射によって生成された準粒子の緩和過程
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において，格子散乱などに起因する熱的な応答を見ていると考えられた．Josephson接合
やマイクロブリッジと，ナノブリッジとの最大の違いは素子のサイズであり，ナノブリッ
ジが他のものと比較して 1-2 桁小さいという特徴によって電圧発生に伴う Joule 熱の集
中，すなわち発熱密度が高まる恐れがある点について述べた．簡単な見積もりにより，光
パルスのエネルギーによってナノブリッジ中の超伝導キャリヤは照射効率やスポット径の
広がりなどを考慮しても相当数減少していることが示唆された．そこで比較のために同一
チップ上に，より幅の太い 3 μm のマイクロブリッジを作製し応答時間を計測したとこ
ろ，数ピコ秒の応答が観測された．応答のバイアス電流依存性から，電流変調による電圧
発生と，カイネティックインダクタンスの変化による電圧発生の両方が重畳していること
が示唆された．また，ボルテックスフローによる電圧発生の可能性についても，その有無
について断定するには結論が至らなかった．この結果から，今後ナノブリッジの高速光応
答を観測するには，可能な限り光照射による Joule熱の発生を抑えて，カイネティックイ
ンダクタンスの変化による電圧発生モードを目指すという方針を得た．そのためには，ナ
ノブリッジの光応答感度を高める検討が必要になることを示した．

　第５章では，ナノブリッジによる高速かつ高いボルテックス制御性による独自の超伝導
デバイス応用を目指した．本研究を進めていく過程で，ナノブリッジの断面を流れる電流
分布はその形状に強く依存することが明らかとなった．この形状効果を利用して，左右非
対称な形状のナノブリッジを用いて電流分布を不均一にさせ，更にそこに外部磁場を印加
することによりMeissner効果による遮蔽電流をナノブリッジにもたらす．するとバイア
ス電流と磁場の向きによって I-V 特性が非対称となることが予想される．そこで，ナノ
ブリッジの片方が直線状，他方が 90◦ にくびれた構造を持つ非対称ナノブリッジを作製
し，特性を評価した．その結果，幅 200 nmのナノブリッジにおいて，最大約 9％の Ic

の変化を観測した．-2.2～2.4 mTの磁場を与えたところ，磁場の大きさ・向きと Ic には
明確な依存性があり，特定の磁場およびバイアス電流の方向において Ic が増加するとい
う，これまでに無い特性が得られた．Ic 増加の原因はナノブリッジの非対称形状によっ
てボルテックスの侵入が常に一方向に制限されるために起こる，いわばボルテックスのラ
チェット効果によるものと結論づけた．磁束量子デバイス単体で得られた特性としては初
めての事である．また，磁場に伴う rd の変化から，ボルテックスが熱活性型のモードに
あってもフラックスフロー的なモードの影響が無視出来ないことを示唆する結果を得た．
これは従来の対称ナノブリッジの I-V 特性評価のみでは見出すことが難しい，新たな知
見である．次に非対称 I-V 特性のブリッジ幅・膜厚依存性についても検討した．その結
果，それぞれの電流成分のブリッジ端での傾向を比較する事により，磁場による変化率
ΔIc/Ic の幅依存性を定性的に理解する事が出来た．また，非対称特性は YBCO 薄膜の
磁場排除効果に伴う遮蔽電流が重要な役割を果たしている事を確認し，理論的な計算結果
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と傾向は一致した．また，計算結果は磁束集中効果を反映しており，ナノブリッジ以外の
バイアス供給配線も含めた非対称構造の検討，あるいは非対称ナノブリッジのアレイ化に
よってさらに強い非対称性が得られるものと考えられ，最終的には超伝導整流素子として
SFQ回路の電源部分におけるダイオードとしての応用が可能であることを示した．この
ような特性は，ナノブリッジの形状を工夫するだけでという点において，Josephson接合
よりも遥かに容易に実現出来る新しい機能であるといえる．

　本研究によって得られた成果と，その波及効果について述べる．まずは YBCO薄膜の
ナノ構造作製基盤技術の向上に取り組み，再蒸着法によって再現性の高いナノブリッジ作
製プロセス技術を確立した．次に，ナノブリッジの特性向上のため様々な検討を行った結
果，ナノブリッジの動作周波数が少なくとも 100 GHz以上であることを実証し，その素
子性能が Josephson接合と匹敵することを示した．高温超伝導 nano-SQUIDとしてセン
サなどに応用する際には，Nbなどの材料よりも高い温度領域で動作可能である事は大き
な強みとなる．更に，ナノブリッジの構造的特徴およびボルテックス制御性を利用するこ
とで，デバイス単体での非対称特性発現という新たな付加価値を見出し，マイクロ波領域
で動作可能な超伝導ダイオードというこれまでに無い独自のデバイス応用を提案した．ボ
ルテックスのラチェット効果自体は物理的にも興味深い現象であり，今後更なる研究の進
展が期待される．また，半導体に代わる次世代の高速・低消費電力集積回路として期待さ
れている，SFQ回路の実用化を阻む大きな課題の一つである電源供給の問題に対し，独自
の整流器を用いるという提案は新しい試みである．現状では基礎研究の段階ではあるが，
将来的に非対称ナノブリッジを用いた整流器が実現出来れば，室温システム全体を含めた
消費電力の削減が可能となり，室温から低温へのバイアス電流供給用の配線数増大の問題
をも回避する事ができる．これにより SFQ回路の更なる性能向上に貢献出来るものと考
えている．

　今後は更なるナノ加工技術の向上を目指し，超伝導回路パラメータである Ic などの特
性ばらつきを小中規模の回路応用に耐えうるレベルに抑えられるよう，プロセス信頼性を
高めていく必要がある．そして，そのような高精度薄膜加工技術を追求する傍ら，ボル
テックスの動的振る舞いに関する研究を物理の観点から引き続き行う必要がある．そのた
めに数値計算や理論などを駆使して，ナノブリッジのデバイス物理の全容を明らかにす
る．これらが確立することで初めて，ナノブリッジのシンプルな構造による高い設計自由
度や，ボルテックス制御といったデバイス応用上の特徴が，本当の意味で活きてくるもの
と思っている．
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Savoie, France

I. Kawayama, K. Kajino,

M. Inoue, A. Fujimaki

, H. Murakami and

M. Tonouchi

16. Numerical Calculation

Study on the Current Distri-

bution of YBCO Nanobridges

and its Application to the

Control of the Characteristics

of Asymmetric Bridges

2010 Appl. Supercond.

Conf. (ASC2010)

1EPA-08, 2010.8.1-6,

Washington, D.C., USA

M. Inoue, K. Kajino,

K. Fujita, K. Hayakawa

and A. Fujimaki

17. Ratchet effect of vortex

motion in asymmetrical nano-

bridges with a magnetic field

2010 Appl. Supercond.

Conf. (ASC2010)

1EPA-09, 2010.8.1-6,

Washington, D.C., USA

K. Kajino, K. Fujita,

K. Hayakawa, M. Inoue

and A. Fujimaki

18. Optical responses of super-

conducting nanobridges under

the irradiation of femtosecond

laser pulses

2010 Appl. Supercond.

Conf. (ASC2010)

5EPE-01 　 2010.8.1-6,

Washington, D.C., USA

I. Kawayama, K. Kajino,

M. Inoue, A. Fujimaki and

M. Tonouchi

19. Optical switching of

YBCO Josephson Junctions

and Nanobridges

17th Int. Workshop

on Oxide Electronics

(WOE17), 2010.9.19-22,

Awaji, Japan

I. Kawayama, S. Kikuta,

R. Kaneko, H. Murakami,

M. Tonouchi, K. Kajino,

K. Fujita, B. An, M. Inoue

and A. Fujimaki

20. Optical Responses of

YBCO Nanobridges Under the

Illumination of Femtosecond

Laser Pulses

23rd Int. Symposium

on Superconductivity

(ISS2010) FDP-37,

2010.11.1-3, Tsukuba,

Japan

S. Kikuta, R. Kaneko,

I. Kawayama, K. Kajino,

K. Fujita, B. An, M. Inoue,

A. Fujimaki , H. Murakami

and M. Tonouchi



168 第 6章 研究業績

論文題目 公表の方法及び時期 著者
II 国際会議 (つづき)

21. Photo-induced resistive

transition of YBCO Josephson

junctions and nanobridges

excited by femto-second laser

pulses

Superconductivity

Centennial Conference

(EUCAS-ISEC-ICMC

2011) (SCC2011)

1-EA-P39, 2011.9.18-23,

The Hague, The

Netherlands

I. Kawayama, S. Kikuta,

R. Kaneko, K. Kajino,

B. An, M. Inoue,

A. Fujimaki , H. Murakami

and M. Tonouchi

22. Numerical analysis on

exclusion effect of vortices

from superconducting thin

films by using time-dependent

Ginzburg-Landau equation

The 6th East Asia

Symposium on Super-

conductor Electronics

(EASSE2011) 27-P-06,

2011.10.27-29,

Yonezawa, Japan

S. Mizoguchi, S. Tsutsumi,

K. Kajino, H. Akaike,

M. Inoue and A. Fujimaki

23. High temperature super-

conductor vertically stacked

Josephson junctions without

excess currents for digital

circuit applications

The 6th East Asia

Symposium on Super-

conductor Electronics

(EASSE2011) 27-P-12,

2011.10.27-29,

Yonezawa, Japan

T. Fukuoka, K. Kajino,

B. An, M. Inoue and

A. Fujimaki

24. The vortex ratchet

effect in high-Tcasymmetrical

nanobridges under a magnetic

field

The 6th East Asia

Symposium on Super-

conductor Electronics

(EASSE2011) 27-P-31,

2011.10.27-29,

Yonezawa, Japan

K. Kajino, B. An,

T. Fukuoka, M. Inoue

and A. Fujimaki


