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ABSTRACT
Superconducting state is characterized by the nonzero expectation value of pair amplitudes and

quasiparticle has a energy gap due to the presence of pair potential. To treat the interference of
quasiparticle around the surface of interface, it is know that Bogoliubov de Gennes equation is
suitable. This equation describes a scattering process where an injected electron is reflect by hole
by the pair potential. We call Andreev bound state generated by the Andreev reflection.

In unconventional superconductor where pair potential changes sign on the Fermi surface, An-
dreev bound state appears as a surface Andreev bound states (SABS) including zero energy state.
We have established a theory of tunneling spectroscopy of unconventional superconductor and
explained that the origin of zero bias conductance peak (ZBCP) is due to zero energy surface An-
dreev bound states (ZESABS) of d-wave pairing realized in high Tc cuprate [1-2]. We have also
clarified the existence of non-monotonic temperature dependence of Josephson current due to the
ZESABS in d-wave junctions[2].

After that we have studied the mathematical meaning of ZESABS in detail. ZESABS becomes
an eigen function of Γ which anti commutes with Hamiltonian. If we denote the number of eign-
state whose eigenvalue of Γ is +1 (－ 1) as n+ (n－), following relation, so called index theorem is
satisfied w = ±(n+－ n－) where w is a winding number defined in the bulk Hamiltonian[3].

We have studied proximity effect in diffusive normal metal/unconventional superconductor
junctions more than 15 years before. ZESABS generated at the interface of d-wave supercon-
ductor junction can not penetrate into DN[4]. On the other hand, ZESABS in p-wave supercon-
ductor junction can penetrate. Recently, these difference has been clearly explained by the index
theorem[5].

On the other hand, SABS can be expressed by a special Cooper pair with exotic symmetry
which is absent in the bulk. It is called odd-frequency pairing. It has been established that in the
presence of ZESAS (SABS), odd-frequency pairing inevitably exists [6]. In my talk, I would like
to explain the achievement of the understanding of the Andreev bound states.
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要 旨
超伝導状態は電子対が零ではない期待値になることで特徴づけられ,超伝導ペアポテンシャルとい

う特別なポテンシャルが現れ励起スペクトル（準粒子励起）にはエネルギーギャップが現れる. 接合系
や,表面などの不均一な超伝導体を扱うのに適した方程式がボゴリューボフ・ドジャン方程式である.
この方程式は,電子がペアポテンシャルによりホールとして反射されるアンドレーエフ反射を取り扱
うことができる. アンドレーエフ反射によりエネルギーギャップ内にできる束縛状態をアンドレーエ
フ束縛状態とよぶ.
アンドレーエフ束縛状態はペアポテンシャルがフェルミ面上で符号変化する異方的超伝導体にお

いては,零エネルギー状態を含む表面アンドレーエフ束縛状態（SABS）として表面（界面）に存在する
ことが知られている. 我々は異方的超伝導体の代表例である d波超伝導が実現する銅酸化物超伝導体
において,零エネルギーアンドレーエフ束縛状態（ZESABS）が,トンネル効果の零電圧コンダクタン
スピークとして現れることを明らかにし超伝導のトンネル分光の発見に貢献した [1]. また銅酸化物
超伝導体のジョセフソン接合においてジョセフソン電流に新奇な温度依存性が存在することを明ら
かにした [2].
その後 ZESABSの起源の数理構造の解析を行った. ZESABSは,ハミルトニアンと反可換な演算子
Γの固有関数となりその固有値は ±1となる. 固有値が 1の個数を n+, −1の個数を n− としたときに,
バルクの系に対して定義される巻きつき数 wとの間に w = ±(n+－ n−)という指数定理が成り立つこ
とが明らかになった [3].
異方的超伝導体と拡散伝導領域の金属（DN）を接合した系の研究が 15年ほど前に行われた. d波超

伝導体の ZESABSはDNに浸入しないのに対して, p波超伝導体の ZESABSはDNに浸入しうること
を我々は明らかにした [4]. 最近この性質が,指数定理を用いることで説明できることが明らかになっ
た [5].
他方 SABS はバルクには存在しない特別なクーパー対奇周波数クーパー対とみなすこともでき,

ZESABSが存在する時には必ず奇周波数クーパー対が存在することが明らかになっている [6]. 講演
では,トポロジーと対称性の観点からどのようにアンドレーエフ束縛状態の理解が深化されてきたの
かその経緯を御紹介したい.
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談話会終了後, 5階リフレッシュスペースにコーヒー,お茶と簡単なお菓子を用意します.

多元数理科学研究科では,研究科との交流と数学内部での分野間の交流を推進します. 談話会は,研
究科スタッフ,大学院生,研究生および学内,近隣の研究者に対して,このような交流の場を提供して
いくことを目標とします.
講演は,専門外の研究者や大学院生に話をすることを主な目的とします. 講演者には,その分野の全

体像や問題の背景の解説に十分な時間をとってもらい,最後に講演者自身の研究成果を含めた最近の
研究動向の様子に簡単に触れることができるようにお願いしています.


