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“金”を含む新しい超伝導体SrAuSi3
－ 空間反転対称性の破れた超伝導物質の開発 － 

を発見 
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概要 
１．独立行政法人物質・材料研究機構（理事長：潮田資勝）超伝導物性ユニット・強相関物質探索グルー

プの磯部雅朗グループリーダー、吉田紘行博士研究員、表界面構造・物性ユニットの木本浩司ユニット長、

理論計算科学ユニット・材料特性理論グループの新井正男主幹研究員、室町英治理事からなる研究チーム

は、主構成元素として“金”を含む新しい超伝導体SrAuSi3
 

を合成発見しました。 

２．超伝導1)現象を電子論的に説明することに初めて成功したBCS理論2)により、クーパー対（＝２つの伝

導電子からなる対）の形成は、対称性の高い空間に於いてのみ実現される、というのがこれまでの常識で

した。ところが近年、これに反して、対称性の低い空間（反転対称性3）を持たない結晶構造の物質）でも

超伝導が現れることが実際に見いだされました。そして、その未知の電子状態と未解明の発現メカニズム

に対して、多くの凝縮系物理学者の関心が集まっています。このような、結晶構造に反転対称性が無い、

空間的に非対称な系で起こる超伝導のことを「空間反転対称性の破れた超伝導」と言います。理論的には、

そのような系では、クーパー対の波動関数4)

 

は偶関数、奇関数のどちらか（パリティ）に固定されるので

はなく、「パリティ混合超伝導」と呼ばれる、異常な電子状態が発現することが示唆されています。現在、

この理論予想を実験的に検証するため、多くの試みが為されています。同時に、そのような新しい物質を

見いだし、研究の舞台を拡げることも、たいへん重要と考えられています。 

３．今回、研究チームは、結晶構造に反転対称性の無い新物質の探索を行いました。その結果、新しい化

合物SrAuSi3を合成することに成功し、その新物質が絶対温度 1.6 度（摂氏 –271.55℃）の低温で超伝導を

示すことを発見しました。本物質は、BaNiSn3型構造（一般化学式、AMX3 (M = 遷移金属元素5)））と呼ば

れる、一連の化合物群に属します。この系の電子構造を決める最も重要な元素は、遷移金属元素Mです。

空間反転対称性の破れた超伝導では、スピン・軌道相互作用6)が強く働くことが重要であり、それは原子

の重さ（原子量）に強く依存します。これまで、M元素として、比較的重い、ロジウム（Rh）、イリジウ

ム（Ir）、白金（Pt）などを含む化合物が知られており、空間反転対称性の破れた超伝導の代表物質として

盛んに研究されていますが、今回、高圧合成法を7)

新物質（SrAuSi

を用いることで、さらに重い原子である金（Au）を含

む同型の化合物を合成することに初めて成功しました。 
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）の電子構造を理論計算解析した結果、従来物質のものとは、かなり異なることが明ら

かになりました。原子番号の大きな元素（Au）で置き換えたことで、電子数が増加したことに加え、スピ

ン・軌道相互作用が強まったためと考えられます。さらに、伝導電子には、スピン・軌道相互作用の影響

を受けているものが存在することが分かりました。もし、この電子が超伝導を担っているとすれば、異常

な超伝導状態が実現しているかもしれません。今後、実験的な検証を、より進めていく必要があります。 

４．空間反転対称性の破れた超伝導において予想される性質のひとつに、上部臨界磁場（超伝導を保持で

きる最大の磁場の値）が極めて高くなることが上げられます。これは、クーパー対のスピンの向きがスピ

ン・軌道相互作用によって特定方向に強く固定され、外部磁場ではその向きを容易に変えることができな

くなるために起こるものです。この優れた特長を有効に引き出すためにも、その電子状態の詳細を明らか

にすることは、たいへん重要です。そして、今回の新物質の発見は、空間反転対称性の破れた超伝導のメ

カニズム解明、ひいては、磁場に強い新たな超伝導材料の開発に繋がるものとして、期待されます。 
 
５．本研究成果は、米国化学会学術誌Chemistry of Materialsの2014年3月25日発行号（Vol. 26, Issue 6）
にて掲載されます。 
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研究の背景 
超伝導は、２つの伝導電子が１つの対（クーパー対）となり、電子系のエネルギーを下げることで起こ

ります。クーパー対の２つの電子の間の引力は、格子振動と呼ばれる、原子核の振動の媒介によって生じ

ることを、1957 年発表の BCS 理論は明らかにしました。通常よく知られる金属で起こる超伝導状態やそ

の性質は、この BCS 理論によって、ほぼ理解することができます。BCS 理論が構築されるにあたり大前

提とされたのは、空間には反転対称性が保存されていることでした。つまり、超伝導は、反転対称性を持

つ結晶構造の物質でしか起こらない、というのが長年の常識でした。 
ところが近年、これ反して、結晶構造に反転対称性を持たない物質（CePt3Si）でも超伝導が発現するこ

とが分かり、従来の常識が覆されました。以降、結晶構造に反転対称性を持たない幾つかの超伝導物質が

見つかり、その未知の電子状態と未解明の発現メカニズムに対して、多くの固体物理学者の関心が集まっ

ています。このような、結晶構造に反転対称性が無い、空間的に非対称な系で起こる超伝導のことを「空

間反転対称性の破れた超伝導」

結晶構造に対称中心がある（即ち、空間反転対称性が破れていない）通常の超伝導体では、クーパー対

の波動関数の対称性は、奇関数か偶関数の何れかのみが許されます。一方、空間反転対称性の破れた超伝

導では、スピン・軌道相互作用の働きにより、エネルギー状態が変更を受けるため、クーパー対は単純な

反平行スピン（↑↓）の重ね合わせではなくなります。その結果、このようなクーパー対の波動関数は偶関

数、奇関数のどちらか（パリティ）に固定されるのではなく、

と言い、固体物理学の一研究分野を形成し、注目を集めています。 

「パリティ混合超伝導」と呼ばれる、偶関

数と奇関数の両方が混在した異常な超伝導状態の発現の可能性が、理論的に示唆されています

現在、この理論予想を実験的に検証するため、多くの試みが為されています。同時に、そのような新し

い物質を見いだし、研究の舞台を拡げることも、たいへん重要と考えられています。我々の研究チームは、

空間反転対称性の破れた超伝導のメカニズムの解明を目的として、新物質探索研究を進めてきました。 

。 

 
成果の内容 
今回、我々は、BaNiSn3型構造という対称中心の無い結晶構造に着目しました。その一般化学式は、AMX3 

(A = Ce, La, Ca, Sr, Ba; M = Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt; X = Si, Ge, Sn, etc.)で表され、様々な元素の組み合わせ

の化合物が存在します。系の電子構造を決める最も重要な元素は、遷移金属元素Mです。空間反転対称性

の破れた超伝導では、スピン・軌道相互作用が強く働くことが重要です。そして、それは原子の重さ（原

子量）に強く依存します。既存の物質では、周期表で第6周期のイリジウム（Ir）や白金（Pt）が最も重い

原子になります。実際に、CeIrSi3では、空間反転対称性の破れに起因すると思われる顕著な超伝導特性が

観測されています。今回の我々の研究では、さらに重い原子である金（Au）をM原子とする化合物の合成

に取り組みました。本研究以前には、Auを構成元素とする同型の超伝導物質は存在しませんでした。原子

番号の大きな元素（Au）で置き換えることにより、より強力なスピン・軌道相互作用が発生できるほか、

電子数が増加するので、他の元素の化合物とは全く異なる電子構造が実現できると考えました。 

図１ SrAuSi3の(a)結晶構造と、(b)走査透過型電子顕微鏡（STEM）格子像 
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様々な試行錯誤の結果、金（Au），ケイ素（Si），珪化ストロンチウム（SrSi2）を、6万気圧, 1500℃の超

高圧・高温下で化学反応させることで、従来には無い新しい化合物SrAuSi3を合成することに成功しました。

図１に、その結晶構造と、走査透過型電子顕微鏡法8)用いて観察した格子像を示します。結晶構造は、水

平面に鏡を置いたとき、上下方向に対称ではありません。また、対称中心が存在せず、空間反転対称性が

破れています。電子顕微鏡格子像は、結晶の[111]軸方向（直方体単位格子の対角方向）から観察したもの

です。この方向からの投影像は、同一の原子が同一の格子点に重なるように原子配列を観察することが可

能です。白く光る点が、原子に対応します。明るい原子から順に、Au, Sr, Siです。これにより、本物質が

BaNiSn3型構造を形成していることを直接観察できます

本物質（SrAuSi
。 

3）を絶対零度付近の極低温まで冷却したときの、電気抵抗率9)、磁化率10)、比熱11)の温度

依存性を、図２に示します。電気抵抗データは、磁場中での値も示しています。無磁場下では、絶対温度

1.6度（摂氏 –271.55℃）で電気抵抗が消失します。磁化率データでは、同じ温度付近から、負のシグナル

が現れはじめ、超伝導マイスナー効果12)が観測されます。シグナルの大きさから、試料に含まれる超伝導

体の体積の割合は、約 75%であることが分かります。また、比熱にも、同じ温度付近で、相転移13)に伴う

明瞭な“跳び”が観測されました。これらの測定データから、本物質が、バルクの（十分な体積分率を持

った）超伝導体であることが分かります。こうして、本物質は、金とケイ素の化合物としては、初の超伝

導体であることが確認できました

第一原理バンド計算

。 
14)を用いて、SrAuSi3の電子構造を調べました。その結果、電気伝導を担う電子は、

AuとSiの混成軌道に由来することが分かりました。図３にフェルミ面の形状を示します。フェルミ面とは、

絶対零度において、伝導を担う電子の等エネルギー面を運動量空間で表したもので、その形状は、物質の

電気的性質を決定します。SrAuSi3のフェルミ面形状は、他のBaNiSn3型構造化合物のものとはかなり異な

ります。SrAuSi3には、基本的に２種類のフェルミ面が存在します。ひとつは、X点周りの円筒状のフェル

ミ面で、主にSiの軌道成分が大きく関与しています。円筒状のフェルミ面は、実空間では、電子は面に沿

って流れること（二次元伝導）を意味します。他方、もうひとつのフェルミ面は、Z点周りの二重のフェ

図２ SrAuSi3 の(a)電気抵抗率、(b)磁化率、(c)比
熱の温度依存性 
電気抵抗データ(a)は、磁場中（H = 0 ~ 2500 Oe）

での測定値も示した。磁化率データ(b)は、無磁場

冷却後の昇温過程での測定値（ZFC）と磁場中冷

却における測定値（FC）を示した。比熱データ(c)
では、測定値（Cp）に加え、常伝導状態での推定

値（Cn）と、その電子比熱成分（γnT）、格子比熱

成分（Cl）も示した。 
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ルミ面で、複雑な形状をしています。後者のフェルミ面には、Auの軌道成分が大きく関与しており、スピ

ン・軌道相互作用で、フェルミ面が分裂することが分かりました。つまり、空間反転対称性の破れの影響

を受けている電子が、物質内に存在することを意味しています

 
。 

波及効果と今後の展開 
空間反転対称性の破れた超伝導の性能面での最も顕著な特徴は、BCS理論の予想する限界値（パウリ極限）

を超える巨大な上部臨界磁場を実現できる可能性があることです

しかし、現実には、（重い電子系と呼ばれる一部の物質を除き、）殆どの物質では、そのような高い上部

臨界磁場は報告されていません。今回の新物質SrAuSi

。通常の超伝導体の場合、クーパー対の

スピン（反平行のスピン対：↑↓）は、外部磁場によって同一方向（↑↑）に揃えられようとするために、ク

ーパー対（即ち、超伝導）が壊れます。これが、磁場による常磁性対破壊効果です。これに対し、空間反

転対称性の破れた超伝導の場合は、スピン・軌道相互作用によって、スピンの向きが、ある決められた方

向に強く固定されています。そのため、多少の外部磁場では、スピンの向きを容易に変えることができま

せん。結果的に、「磁場に強い超伝導」（＝磁場をかけても壊れにくい超伝導）が実現できると考えられて

います。 

3においても、上部臨界磁場は、高 0々.2 T程度です。

磁場による超伝導破壊は、常磁性対破壊効果ではなく、軌道対破壊効果という別の効果によって制限され

ており、巨大上部臨界磁場という、空間反転対称性の破れた超伝導の優れた特長を有効に引き出し切れて

いません。他方、この物質の理論計算からは、空間反転対称性の破れの影響を受けている電子が結晶内に

含まれていることが明らかになっており、さらに物性解析からは、TC以下の電子比熱に異常な温度依存性

が観測され、超伝導ギャップ15)

このように、空間反転対称性の破れた超伝導の研究は、基礎科学のみならず、応用の観点からも、たい

へん重要です。物性をひとつひとつ明らかにし、その物理を解明していくことで、空間反転対称性の破れ

た超伝導の優れた特長を、有効に引き出すことができるようになると考えられます。今回発見した新物質

SrAuSi

構造が異方的である可能性が示唆されています。今後、先ずは、試料の質

をより改善し、これらの結果の検証実験を行うとともに、様々な測定手法を用いて、本物質の電子状態を

明らかにすることが重要です。 

3

 

は、従来物質の構成元素より重い原子であるAuを取り入れたことで、これまでとは異なる電子構

造を実現することができました。したがって、その物性を詳しく調べることで、空間反転対称性の破れた

超伝導の知られざる側面を明らかにできる可能性があります。そして、それは、空間反転対称性の破れた

超伝導のメカニズム解明、ひいては、磁場に強い新たな超伝導材料の開発に繋がるものとして、期待され

ます。 

 
掲載論文 
題目：SrAuSi3
著者：Masaaki Isobe (Corresponding Author), Hiroyuki Yoshida, Koji Kimoto, Masao Arai, and Eiji 

Takayama-Muromachi   

: A Noncentrosymmetric Superconductor 

雑誌：Chemistry of Materials, volume 26 issue 6 (2014), DOI: 10.1021/cm500032u. 
 

図３ SrAuSi3のフェルミ面形状（緑色） 
２種類のフェルミ面（X 点周りと Z 点

周り）が存在する。 
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用語解説 
(1) 超伝導（Superconductivity） 
低温において、特定の物質の電気抵抗が急激にゼロになる現象。相転移（(14)参照）の一種。超伝導状

態に対し、通常の有限の電気抵抗が存在する状態を、常伝導状態と言う。常伝導状態から超伝導状態（又

は、その逆）へ相転移する温度を、転移温度、又は、臨界温度（TC）と言う。また、磁場をかけたときに、

超伝導状態が破れる（常伝導状態になる）磁場の強さを、上部臨界磁場（HC2

 
）と言う。 

(2) BCS理論（BCS theory） 
超伝導現象の微視的理論。1957年に、米国イリノイ大学の John Bardeen, Leon Neil Cooper, John Robert 

Schriefferによって提唱された。３人の名前の頭文字からBCSと名付けられた。それによれば、超伝導は、

格子振動のエネルギーを媒介として、２つの電子が対（クーパー対）を形成することで起こる。通常の多

くの金属系超伝導は、BCS理論で説明できる。 
 
(3) 反転対称性（Inversion symmetry, Centrosymmetry） 
結晶構造の対称性において、ある点（多くの場合、原点）に対して格子点を反転（対称操作：(x, y, z)  

(–x, –y, –z)）させたときに、元の格子点にぴたりと重なること。そのような点を、反転中心、または、対称

中心と言う。 
 
(4) 波動関数（Wave function） 
電子には粒子としての性質と波としての性質がある。電子の状態を波として数学的に記述するとき、そ

の関数を波動関数と言う。通常、振幅を場所と時間の関数として表す。波動関数の振幅の絶対値の二乗は、

その場所・時間における電子の存在確率を表す。 
 
(5) 遷移金属元素（Transition metal） 
周期表の第3（3A）族から第11（1B）族の間に存在する元素の総称。最外殻の電子軌道が d軌道となる。

d軌道の10個の軌道のうち、電子で満たされていない軌道がある場合、スピンと軌道の角運動量に応じた

磁性を生じる。 
 
(6) スピン・軌道相互作用（Spin-orbit interaction） 
原子核とその周りの電子の運動を、太陽の周りを回転する地球の運動に例えたとき、地球の公転に対応

する運動を「軌道」、自転に対応する運動をスピンと言う。自転には時計回りと反時計回りがあるように、

スピンにも２つの自由度があり、上向き（アップ）スピン（↑）、下向き（ダウン）スピン（↓）として区別

する。 
一方、原子核の周りの電子の運動は、相対座標では、電子の周りの原子核の運動とも見ることができる。

原子核は正の電荷を帯びているので、その回転運動は、電子の位置に有効磁場を発生し、それが電子のス

ピンに影響を与える。その結果、軌道角運動量（電子の公転）とスピン角運動量（電子の自転）は相互作

用する。これをスピン・軌道相互作用と言う。スピン・軌道相互作用の強さは、原子量と軌道の形に強く

依存する。 
 
(7) 高圧合成（High-pressure synthesis） 
高圧力下で物質を合成すること。本研究では、ベルト型プレス装置を用いて、原料であるAu, Si, SrSi2

の混合物を、6万気圧，1500℃の超高圧・高温条件下で化学反応させることで、新物質SrAuSi3
 

を得た。 

(8) 走査透過電子顕微鏡法（STEM: Scanning Transmission Electron Microscopy） 
極微小領域に絞った電子プローブを試料上で走査し、各プローブ位置における透過電子を検出器で計る

ことで、試料の拡大像を観察する手法。原子列の位置を像から直接決定できる。近年、STEM 法を球面収

差補正技術と組み合わせることにより、空間分解能や像のコントラストを大幅に向上することが可能とな

った。本研究では球面収差補正装置を使って直径 0.1 nm以下に電子プローブを収束し、原子配列を直接観

察している。 
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(9) 電気抵抗率（Electrical resistivity） 
電気の流れにくさを表す物理量。オームの法則により、電気抵抗（Ω）＝電圧（V）／電流（A）の関係

がある。電気抵抗は、物質のサイズに依存するので、サイズの因子で規格化し、物質固有の量として表し

たものを電気抵抗率と言う。矩形試料の場合、電気抵抗率（Ωcm）＝電気抵抗（Ω）×（電流が流れる試

料の断面積（cm2

 
）／電圧端子間距離（cm））。 

(10) 磁化率（Magnetic susceptibility） 
物質に外部磁場Hをかけた時、物質は磁化Mする。その割合（M/H）を磁化率と言う。より正確には、H 

 0の時のM/Hの極限（磁化率χ = dM/dH|H=0

 
）。 

(11) 比熱（Heat capacity, Specific heat） 
単位質量の物質を単位温度上げるのに必要な熱量（単位：J/mol Kなど）。超伝導のような二次の相転移

点では不連続な“跳び”が現れる。電子の運動が関与するものを電子比熱、格子の振動が関与するものを

格子比熱と言う。 
 
(12) マイスナー効果（Meissner effect） 
超伝導体に外部磁場をかけた時、超伝導体の表面には遮蔽電流（永久電流）が流れる。その電流がつく

る磁場は外部磁場を打ち消して、超伝導体内部の正味の磁束をゼロにする（完全反磁性）。これをマイスナ

ー効果と言う。 
 
(13) 相転移（Phase transition） 
ある特定の温度・圧力・組成などを境界にして、系の熱力学的状態（相）が別の形態の相へと変化する

現象。相転移点において、潜熱が存在するものを一次相転移、潜熱が存在しないものを二次相転移と言う。

超伝導転移は、常伝導状態から超伝導状態への二次相転移である。この他に、例えば、結晶構造の対称性

が変化する構造相転移、磁気状態が変化する磁気相転移（＝磁気転移）などがある。 
 
(14) 第一原理バンド計算（ab-initio band calculation, First-principle band calculation） 
固体内の電子構造を記述するとき、電子のエネルギーを波数（運動量）の関数として表したものを電子

のエネルギーバンド、あるいは単に、バンドと言う。また、実験結果や経験値に依らず、第一原理（論理

の基礎となる公理・定理・概念など）のみを用いて、その電子構造を理論計算することを、第一原理バン

ド計算と言う。 
 
(15) 超伝導ギャップ（Superconducting energy gap） 
超伝導状態の電子構造においてできるエネルギー禁制帯のこと。通常の金属超伝導体では等方的に均一

なギャップが開くが、異常な超伝導体では異方的となり、特定の箇所ではギャップが閉じた、いわゆるギ

ャップレス構造となる。空間反転対称性の破れた超伝導の場合も、ギャップレスと考えられる。 
 
 
本件に関するお問い合わせ先 
（研究内容に関すること） 
独立行政法人 物質・材料研究機構 超伝導物性ユニット 強相関物質探索グループ 
グループリーダー 磯部 雅朗（いそべ まさあき） 
E-mail: ISOBE.Masaaki@nims.go.jp 
TEL: 029-860-4509 
URL: http://www.nims.go.jp/group/g_srongly-correlated-materials/index.html 
 
（報道担当） 
独立行政法人 物質・材料研究機構 企画部門 広報室 
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〒305-0047 茨城県つくば市千現1-2-1 
TEL: 029-859-2026, FAX: 029-859-2017 


