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超伝導のふしぎ 
 
      東京大学物性研究所 
       家 泰弘 
 
 
 午前中の福山先生のご講演では，「ある種の金属が超伝導になるのはなぜか？」という

超伝導の物理的起源について学びました．それでは「超伝導状態になった金属がどのよう

な特別の性質を示すだろうか？」というのがこの講演の主題です．超伝導の基本的な性質

の一端を実験を交えてお話したいと思います． 
 超伝導現象の性質で一番注目されるのは何と言っても「電気抵抗がゼロ」という点でし

ょう．何しろエネルギー損失なしに電流を流すことができるというわけですから，いろい

ろな応用に夢が膨らみます．そういった実用化についての話題はこのあとの腰塚先生のご

講演で紹介されることと思います． 超伝導体の電気抵抗がゼロといっても果たしてどの
くらい「本当にゼロ」なのでしょうか？ もちろん，金属の電気抵抗を測るような普通
の方法ではとても検出できないくらいの低い抵抗値であることは確かですから，どれく

らいゼロかを調べるには一工夫必要です． 超伝導体でできたリング状の回路に電流を
流したとすると，抵抗がゼロですから電流は減衰することなく流れ続けることになりま

す．永久電流と呼ばれる現象です．もしもほんの僅かでも有限の抵抗があるならばこの

永久電流は長時間のうちには減衰することになりますから，永久電流が時間とともにど

のくらい減衰するか（しないか）を見ることによって電気抵抗の値を見積もることがで

きるはずです．そのような実験では，永久電流が減衰するのに要する時間が宇宙の年齢

をはるかに越えるほど長いことが見いだされています．つまり超伝導体の抵抗は本当に

ゼロだと言ってもよいでしょう． 
 超伝導状態を特徴づけるものとしてはこの電気抵抗がゼロ（つまり完全導体）というこ

ととともに「完全反磁性」という性質があります．これはその発見者の名前をとってマイ

スナー効果とも呼ばれます．完全反磁性というのは，超伝導体に外部からかけた磁場が（そ

れがあまり強くなければ）完全に遮蔽されて，超伝導体内部での磁束密度はゼロとなる

ということです．言い換えると，超伝導体は外部磁場をちょうど打ち消すだけの磁化を

持つわけです．この反磁性磁化をもたらしているのは超伝導体表面に流れる超伝導電流

です． 
 外部からかけられた磁場を無理に排除しているマイスナー状態というのは静磁場の

エネルギーが高くなっている状態ですから，外部磁場がある程度強くなると超伝導状態

が壊れて常伝導状態に戻ってしまいます．それが起こる磁場の強さを臨界磁場と呼び，
Hcという記号で表します．臨界磁場Hcは超伝導転移温度Tcとともに超伝導体を特徴

づける重要な量です．磁場と温度とを縦軸・横軸にとって超伝導状態が安定になる領域
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を示すと図１のようになります． 図１のように温度や磁場などの変数* のどの領域が
どのような状態であるかを示した図を一般に相図と呼びます． 超伝導状態（超伝導相
常伝導状態（常伝導相）との境界（相境界）のところで相転移が起こります．ここでは

臨界磁場においてマイスナー状態からすぐに常伝導状態に移ると言いましたが，このよ

うな超伝導体は第Ⅰ種超伝導体と呼ばれます．超伝導体にはこのほかに第Ⅱ種超伝導体

というのもあって，超伝導線材など実用材料として用いられるものは第Ⅱ種超伝導体で

す．，第Ⅰ種超伝導体と第Ⅱ種超伝導体に違いについては後ほど説明します． 
 

 
 マイスナー効果についてもう少し説明しておきます． 一般に導体に磁場をかけると
電磁誘導によって遮蔽電流が流れます． 導体が完全導体ならばその遮蔽電流は減衰せ
ずにいつまでも流れ続けるわけですから，ちょっと考えるとマイスナー効果は抵抗ゼロ

ということから導かれる二次的な性質のように思われます．しかしマイスナー効果はこ

れとは異なり，抵抗ゼロということとは独立な性質であることを強調しておきます． 
 図１において常伝導相のある点Ｎから超伝導相のある点Ｓに至る経路はいろいろ考

えられます． 経路①では磁場ゼロで温度を下げて超伝導状態にしてから磁場をかける
のに対して，経路②では常伝導状態で磁場をかけておいてから温度を下げて超伝導状態

にもって行っています．単なる完全導体の場合，経路①を採るときには確かに外部磁場

が遮蔽されますが，経路②のときは導体を貫いた磁束は温度を下げてもそのまま残りま

                                                   
* ここでは変数が温度と磁場ですが，そのほかに圧力や化合物の組成比が変数となる場合もあ
ります． 
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図1：第Ⅰ種超伝導体の相図．
常伝導状態のＮ点から超伝導状態のＳ点に至る２通りの経路．Ｓ点
における状態は熱力学的平衡状態であるから，それは経路の採り方
には依らず一義的に決まる．
右側は超伝導体による外部磁場の排除の模式図．
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す．マイスナー状態は熱力学的平衡状態であって，点Ｓの状態というものはそこに至る

経路には依らず一義的に決まるべきものです．実際，超伝導体では単なる完全導体とは

違って，経路②のように試料を磁束が貫いた常伝導状態から出発したとしても超伝導相

に転移するときに磁束を排除してマイスナー状態になるのです． 
 完全反磁性ということを目で見えるようにするポピュラーな実験として，「浮き磁

石」があります．高温超伝導体が発見されたおかげで，液体窒素を使って「浮き磁石」
の実験が手軽にできるようになりました．高温超伝導体であるYBa Cu O2 3 7の焼結体試

料に永久磁石をのせておきます． 液体窒素を注いでYBa Cu O2 3 7を超伝導状態にする

と，それまでYBa Cu O2 3 7試料を貫いていた磁束がマイスナー効果によって排除され，

YBa Cu O2 3 7試料は反磁性磁化を持ちます．これと永久磁石との反発力によって磁石が

浮かびます． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ところでこの浮き磁石の実験ですが，

磁石を浮かせるだけならば何も超伝導

体を使わなくても磁石を組み合わせる

だけでできそうに思えます．しかし実

際にやってみるとすぐにわかりますが，

磁石だけの組み合わせでは，宙に浮い

た状態を安定に保つことはできません．

磁石がひっくり返らないような拘束条

件を入れてやらなければなりません．

それに対して，超伝導体と磁石との組

み合わせの場合は磁石の向きに応じて

それと反発するような向きの磁化（反

磁性磁化）が超伝導体に誘起されるの

で，磁石が宙に浮いた状態が安定とな

るのです． 

常伝導状態 超伝導状態

酸化物
高温超伝導体

永久磁石

図２．高温超伝導体ペレットと永久磁石による「浮き磁石」のデモ実験

図３：「浮き磁石」の実験
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 マイスナー状態では外からか

けた磁場が排除され超伝導体内

部では磁束密度がゼロになると

言いましたが，もう少し詳しく

言うと図 4に示したように，表
面からある程度の距離までは磁

場が侵入します．その距離は侵

入長と呼ばれ，ギリシャ文字の

λで表します．侵入長は物質に

よりますがおおよそ１μｍ程度

の長さです．表面からλくらい

の範囲に外部磁場を遮蔽するよ

うな超伝導電流が流れているわ

けです． 
 
 
 図５は超伝導体の（反磁性）磁化が磁場によってどのように変化するかを示したもの
です．これまでに紹介した第Ⅰ種超伝導体の場合には，磁場が臨界磁場Hc に達するま

では外部磁場をちょうど打ち消すだけの反磁性磁化が現れ，磁場がHc を超えたところ

で突然超伝導状態が壊れて常伝導状態になります．常伝導状態での磁化は超伝導状態で

の反磁性磁化に比べてはるかに小さいので，このグラフのスケールではゼロと区別がつ
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図４：超伝導体にかけた磁場は表面から侵入長(λ)くらいの
距離で遮蔽される．
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図５：第Ⅰ種超伝導体と第Ⅱ種超伝導体の熱平衡磁化と
内部磁束密度の磁場依存性．
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きません． 
 超伝導体内部の磁束密度 B H M= +µ0  はマイスナー状態ではゼロであり，常伝導
状態ではB H= µ0 となります． 
 超伝導線材など実用材料として用いられる超伝導物質は第Ⅱ種超伝導体という範疇

に属するものです．図５の右側は第Ⅱ種超伝導体の場合の磁化と内部磁束密度の変化の

様子を示したものです．第Ⅱ種超伝導体もごく低磁場では第Ⅰ種の場合と同様，完全反

磁性を示しますが，外部磁場が下部臨界磁場H c1 に達すると（超伝導状態を保ったまま）

磁束が超伝導体内部に侵入し始めます． 超伝導状態が壊れるのはさらに磁場が強くな
って上部臨界磁場Hc2 に達したところです． 第Ⅱ種超伝導体のうちでも実用材料とし
て使われるNbTi,  Nb Sn3 といった合金は数 10テスラという高い臨界磁場を持ってい
ます．酸化物高温超伝導体の臨界磁場はさらに高く，100テスラにも達します． 
 図６は第Ⅰ種超伝導体と第Ⅱ種超伝導体の相図を比較したものです．下部臨界磁場と

上部臨界磁場との間の領域は混合状態または渦糸状態と呼ばれます．混合状態ではもは

やマイスナー状態のように超伝導体内部の磁束密度はゼロではなく磁場が侵入してい

ます．ただし，その侵入の仕方は常伝導状態の時とは大いに異なります．すなわち，磁

場が一様に侵入するのではなく量子磁束を単位として離散的に入るという著しい特徴

を示します． 
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図６：第Ⅰ種超伝導体と第Ⅱ種超伝導体の相図
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 量子磁束というのは超伝導電流の渦によって作られている磁束ですが，その磁束の大
きさはφ0

152 2 07 10= = × −h e .  Wbという量子力学的な物理定数です．量子磁束の中心

軸では超伝導が局所的に壊れており，そこからコヒーレンスの長さξ（ギリシャ文字の

グザイ）という距離くらいで超伝導が回復しています．量子磁束はξ程度の半径の「常

伝導の芯」を持つと表現することもできます．先に現れた侵入長λとコヒーレンス長ξ

とは超伝導体を特徴づける重要な長さのスケールです． 

 
 
 ２本の量子磁束の間には互いに避けあおうとする力（斥力相互作用）が働きます．量

子磁束の集団は，その単位面積あたりの数が磁束密度に等しいという条件のもとで，こ

の斥力相互作用エネルギーを最小にするような配置をとろうとします． それはどのよう
な配置になるでしょうか？ 単位面積あたりの数（面密度）が与えられた上で隣の磁束

との距離をできるだけ大きくしようとすると，配置は三角格子となります．このことを

示す模型として図８のようなものを作ることができます．２本の棒磁石を同じ向きに並

べると反発力が働きます．これを利用したのがこの模型で，棒磁石にあたるものは虫ピ

ンを磁化させたものです．これを発泡スチロールの球に刺したものを水に浮かべてこれ

を量子磁束に見立てます．「量子磁束」たちをある範囲に留めておくために外から弱い

磁場をかけておきます．「量子磁束」たちの配置が落ち着くまで待つと三角格子が形成

されるのが見られるでしょう．第Ⅱ種超伝導体の量子磁束がつくる格子はアブリコソフ

ξ r0

Ψ(r)

h(r)

r0 λ

図7：第Ⅱ種超伝導体の量子化された磁束（渦糸）
のスケッチ．右側の図は秩序パラメターと局所磁場
の空間変化の様子を描いたものである．  
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格子と呼ばれています． 
 

 

 第Ⅱ種超伝導体の混合状態において電流を流すと，磁束は電流に直角方向の力を受け
ます．この力はローレンツ力と呼ばれ，式で書くと J B×φ0

$ となります．J は電流，φ0

は磁束量子， $B は磁場方向の単位ベクトルです． この力によって磁束が速度v L で動

いたとすると，ファラデーの法則により E v B= ×L という電場が発生します．図９(a)
からわかるようにこの電場は電流の方向を向いています．電流を流したときにその方向

に電位差が発生するということは，電気抵抗が生じているということにほかなりません．

つまり，第Ⅱ種超伝導体では，超伝導ではあるのですが磁束の動きを抑えつけない限り

抵抗ゼロにはならないわけです． 
 幸いなことに現実の試料には必ず不純物や欠陥などがあり，それらが磁束の動きを抑

える「ピン止め中心」の役目をしてくれます．電流密度が増せばローレンツ力も大きく

なりいずれはピン止めの力を上回るところに達するでしょう．そこで磁束が動き出し，

抵抗が発生することになります．これを臨界電流密度 Jc と言います．実用材料として

の超伝導体では Jc ができるだけ大きいことが望ましいわけです．臨界電流密度を大き

くするには磁束のピン止めを強くすればよいわけですから，有効なピン止めとして働く

ような不純物や欠陥を人為的に導入するようないろいろな工夫がなされます． 

図８：[上左図] 量子磁束の間には斥力が働く．
　　　[上右図] 量子磁束の集団が作る三角格子（アブリコソフ格子）
　　　[下図] 　磁化した虫ピンを発泡スチロールに刺したものを浮かべた模型
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 磁束のピン止めがあるときの磁化曲線は先に図５(b)に示したような熱平衡のものか
ら外れ，図１１の曲線で示したような履歴特性を示すようになります．履歴というのは，

ある系の状態がそのときの物理条件だけでは一義的に決まらず，そこに至るまでにどの

ような状態を経てきたかという経歴によって変わることを言います．この場合には，あ

るときの超伝導体内部の磁束の分布がそこに至るまでに外部磁場や温度をどのように

変化させてきたかに依存することを意味します．このような履歴現象が生ずるのは，ピ

ン止めがあるために「磁束が超伝導体に入りにくく出にくい」という事情によります． 
 図１０は強いピン止めのある第Ⅱ種超伝導体に（H c1 よりもはるかに高い）磁場をか

けたときの様子を表しています．超伝導体には外部からかけた磁場を遮蔽するような超

伝導電流が流れます．ピン止めが強い超伝導体の場合，臨界電流密度が高いので相当に

高い磁場でも遮蔽することができます． このような場合の超伝導体のふるまいを理解
する簡単なモデルとしてビーン(Bean)モデルというのがあります．ビーンというのは
このモデルを提唱した人の名前です． 

J

B

J  B× vL
E

J

図９：(a) 第２種超伝導体の混合状態に電流を流したときの磁束
の動き．磁束の運動によって電流の方向に電場が発生する．　
(b) 磁束がピン止めされている場合．

(a) (b)
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 ビーンモデルでは簡単のた
めに，臨界電流密度が磁場に

よらず一定であると仮定しま

す．すると，外部磁場の強さ

に応じて表面からある深さま

での範囲に超伝導遮蔽電流が

流れ，内部の磁束密度は表面

から内部に向かって一定の傾

きで小さくなって行きます．

外部磁場の値がそれほど大き

くない範囲では試料の中央部

では磁束密度ゼロの領域が残

ります．磁場をさらに強くし

てゆくとどうなるか，またそ

こから外部磁場を下げて行き，

さらに逆向きの磁場をかける

と超伝導体内部の磁束の分布

がどのようになるかが図１１

に示されています．臨界電流

密度が一定というビーンモデ

ルでは磁束密度の空間変化は

常に（その臨界電流密度の大

きさで決まる）一定の傾きを

もった直線になるのが特徴で

す． 
 超伝導体試料全体の磁化は内部磁束密度を積分する（つまり面積を求める）ことによ

って求まります．内部磁束密度が外部磁場と等しいときが磁化ゼロに当たりますから，

面積がそれよりも小さければ反磁性磁化，大きければ常磁性磁化をもつことになります．

図１１からわかるように，一旦強い磁場をかけて磁束を内部に侵入させた後に磁場を下

げると，ピン止めによって磁束が内部に取り残されるため，試料は常磁性磁化を持つこ

とになります． 

外部磁場
 の強さ

超伝導遮蔽電流

外部磁場
 の強さ

超伝導体内部
 の磁束密度

超伝導体内部の
量子磁束の分布

図１０：第Ⅱ種超伝導体の磁化の振る舞いに関するビーンモデル．

内部の
磁束密度

円筒状の
超伝導体
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 図１１に示された磁束分布の変化の様子は砂をつかって再現することができます．図

１２に描かれたように，砂山の勾配は常に一定です．つまりそれ以上少しでもきつくな

れば砂が転がりだすような勾配，逆に言うとそこまでは砂が崩れ落ちずに保たれる最大

の勾配に落ち着くわけです．超伝導体の場合にも，臨界電流密度によって支えることの

できる磁束密度の最大勾配が実現します．図１２の上図の砂山の場合にはある一点に砂

が降ってくるわけですが，超伝導体の場合はこれと違って磁束は試料の表面を通して出

入りします．これに似た状況を実現するために図１２の模型では両隅のところから砂を

降らせるようになっています．砂を入れて行くことは外部磁場を増加させていくことに

相当し，砂の高さが磁束密度に対応しています．砂が一定の勾配をもって次第に内部に

浸透して行く様子は図１０と良く似ています．次に外部磁場を減少させる過程は両隅の

底にあけた孔から砂をこぼれさせることで実現しています．図１１にあるような山型の

分布が再現されます． 
 

図１1：磁束のピン止めが強い第Ⅱ種超伝導体の磁化の履歴曲線と
その各点における磁束密度分布の様子（ビーンモデルによる）

①
②

③

④

⑤
⑥

⑦ H

M
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 磁束のピン止めを極めて強くするような特殊な作り方をした高温超伝導体試料を用

いて浮き磁石の実験をもう一度やってみましょう． この物質は先ほどの試料と同じく
YBa Cu O2 3 7の焼結体ですが，特殊な溶融処理によって磁束のピン止めとして有効に働

くような不純物相が内部に細かく分布した構造になっています． 高温超伝導体磁束の
ピン止めが強くて臨界電流

密度が高い超伝導体の磁化

のふるまいは磁場のかけ方

によって大きく違う結果と

なります． 
 超伝導体を液体窒素で冷

やして超伝導状態にしてか

ら磁石を近づける場合，磁

束は超伝導体内に入ること

ができず，磁石は強い反発

力を受けます．このとき超

伝導体には遮蔽電流が流れ

強い反磁性磁化が生じてい

ます． この反発力の強さが
通常の焼結体試料に比べて

はるかに大きなものである

ことは磁石を手で押してみ

ると実感できます． 
 
 
 
 今度は試料に強力磁石をのせた状態で液体窒素で冷やして超伝導状態にしてみます．

常伝導状態では磁石からの磁力線は試料を貫いています． 先に通常の焼結体試料を使
って行った実験では超伝導状態になったときにマイスナー効果によって磁束がはじき

出されて磁石が浮きました．ところが今度の場合はピン止めが強いために，磁束は（一

部ははじき出されるものの）内部に捉えられてしまいます．捉えられた磁束は磁石を引 
き離して外部磁場をゼロにしても残ります．つまりこの場合，超伝導体試料は常磁性磁

化を持っていることになります．次に磁石を再び近づけると，ある位置のところで安定

に止まります．磁石をそれ以上近づけようとすると反発力が働き，離そうとすると引力

が働きます．さらに磁石を横方向に動かそうとしてもやはりこの位置が安定です．この

場合に磁石を浮かせるのに重力はほとんど効いていません．実際，横向きにしても逆さ 

砂山の勾配は
常に一定である

図１２：超伝導体の磁束分布のビーンモデルは
　　　　砂山との類推で理解できる．
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にしてもやはりこの位置が安定であることがわかります．磁石を近づける（外部磁場を

上げる）のに対しても，遠ざける（外部磁場を下げる）のに対しても，それに拮抗する

ような遮蔽電流が流れて逆向きの力が働くのです． 

 
 この講演では，高温超伝導体と永久磁石を使った実験をお見せし，その物理的な背景

にある超伝導体の特異な磁気的性質について簡単な説明をしました．試料に固有の磁束

のピン止めの強さによって磁気的なふるまいが大きく異なることを理解していただけ

たかと思います． 巨視的なスケールで起こる量子効果である超伝導を理解するには，
量子力学や物性物理の基礎知識が必要です． 皆さんの中からこの機会に超伝導に興味
をもって物性物理学を勉強する人がたくさん出ることを期待します．その人たちはきっ

と，物性物理学が超伝導の他にも数多くの知的興奮の機会をもたらす分野であることを

発見するでしょう． 

図１３：磁束のピン止めが極めて強くなるような特殊な作り方
　　　　をした高温超伝導体試料を使った「浮き磁石」の実験

強力磁石を乗せた状態で
冷やして超伝導にする

一旦，磁石を引き離して
から再び近づける

磁場をかけずに超伝導にして
おいてから磁石を近づける

 


