物性研究所における大学院教育は、最先端の研究現場と世界に直結した研究交流環境のもとで、従来の研究分野の
枠を超えた総合的な知識と広い学問的視野をもつ人材を育成することに力を注いでいます。物性研究所で研究を行う
大学院生には、先端的な大規模設備を使う実験やスーパーコンピューターを用いた研究に参加する機会があり、
また
共同利用に関連した多数の来訪者と交流し、物性分野に関する充実した談話会・理論セミナーに参加できるメリットが
あります。研究室における勉学や研究だけでなく、物性科学の広い分野に触れ、
さまざまな研究機関の研究者と交流す
ることは、将来社会のどの方面に進むにせよ、貴重な経験となるでしょう。
Graduate education at ISSP seeks to foster young researchers to gain comprehensive skills and broad perspectives, transcending the boundaries of conventional
disciplines such as physics and chemistry, or science and technology. The ISSP also offers a unique opportunity to do researches with the state-of-the-art large
experimental facilities and with supercomputers, and to get in contact with the researchers from all over the world in seminars and colloquia.
Each of the ISSP faculties belongs to one or more of the following graduate courses of the University of Tokyo; Department of Physics, Department of Chemistry in
Graduate School of Science; Department of Applied Physics in Graduate School of Engineering; or Department of Advanced
Materials Science, Department of Complexity Science and Engineering in Graduate School of Frontier Sciences. To become a
graduatｅ student in ISSP, it is required to enroll in the graduate course which the thesis advisor belongs to.
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物性研究所での研究 research ISSP

物 性 研 究 所とは？

物性研究所の教育・大学院

Education at ISSP

物性研は、実験手法と物理理論のエキスパートが集結し物性を解明する世界的にもユニークな研究所です。研究は、新たな物
質を作り出す “物質・システム軸（ Materials and Systems）”、その性質を測定する “測定・制御軸（Measurements and Control）”
、そして結果を理解し、新しい学術を創成する理論・計算の“概念軸（Theory and Computation）”の3つの軸を有機的に相互作
用し、近年はデータ科学を取り入れながら、物質・物性科学を展開しています。2016年には、量子物質グループと機能物性グ
ループの横断型グループを設け、従来の物性・物質科学における学問領域の枠組みを超えた学融合研究を推進しています。

物性研究所では、物理、化学、工学という従来の学問分野の枠を超えた総合的大学院教育（修士課程・博士課程）を行なって

ISSP uniquely brings together experts in experimental methods and physical theory to elucidate material science. Our research consists of three

います。

(3) "Theory and Computation" axis to understand the results and create new science. These three axes interact in what we call a MMT cycle to

ISSP oﬀers comprehensive graduate education (master and PhD courses) beyond conventional disciplinary ﬁelds such as physics, chemistry and
engineering.

物性研究所の特色

axes: (1) "Materials and Systems" axis development to create new materials, (2) "Measurements and Control" axis to measure their properties, and
promote a upward spiral with incorporating data science.

In 2016, we established two cross-disciplinary groups: the Functional Materials Group and the Quantum Materials Group. These groups promote
fusion research that goes beyond the framework of conventional disciplines in condensed matter physics and materials science.

理論系

Features about ISSP

Theoretical approach

・世界に類を見ない大型実験施設、最先端の設備・装置を用いた研究現場ならではの実践的研究環境

物質をつくる

新しい現象を予測
結果を理解する

・幅広い物性分野をカバーするスタッフの揃った研究環境外国人研究者が多数在籍するグローバルな環境
・国際ワークショップへの参加、海外派遣プログラムなど、活発な国際交流

Materials and Systems

Theory and Computation

・ Practical research environment including unparalleled large scale experimental facilities in the world, state-of-the-art facilities and
equipment
・ Research environment with professional staﬀs specialized in a broad range of areas in condensed matter physics
・ Global environment with aﬃliated foreign researchers. Active international activities including participation in the workshops and oﬀering
study abroad programs.

結晶育成

薄膜成膜

性質を調べる

Measurements and Control

高圧力発生装置

極低温

実験系

Experimental approach

原子構造分析

レーザー光電子分光装置群

調べる

つくる

極 限 状 態で 現 れる性 質
大型施設

物性の合成
ハロゲンおよびキセノンランプ四楕円型帯 分子線エピタキシー、電子線リソグラフィと
域溶融炉など、汎用的な結晶合成装置が豊 いった薄膜合成、加工装置も。
富にあります。

スーパーコンピュータ
O h tak a

大型/中型のマルチアンビル型高圧発生装
置やそれらに付随する高圧合成・測定環境
も整っています。

オンラインセミナー・研究会

mK〜μKといった極低温環境での精密
測定により物質中の量子現象を調べるこ
とができます。

電子顕微鏡や、STM、AFMといった表面構造
を調べる装置、X線回折装置など、構造も手軽
に調べられます。

電磁濃縮型超強磁場発生装置

放射光施設

世界一のエネルギー分解能があり、時間
分解・スピン分解・角度分解測定もできる
装置を学生も使うことができます。

中性子施設

2020年10月導入 第６世代

知る

物 性 の理解と予言
©理化学研究所

物性研究に特化したスーパーコンピュータ
ーがあり、複数のシステムがあります。
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海外の著名な研究者を講師に招いたり関心の
高いテーマを取り上げるなど、物性に関する
セミナー・研究会が開催されています。

室内発生世界最高磁場1200Tを達成した電
磁濃縮型超強磁場発生装置のほか強磁場
下の実験環境も豊富です。

世界最大級の放射光施設SPring-8で物性研
専有BLを運用、X線自由電子レーザーSACLA
を利用した実験ができます。

©JAEA/J-PARC
J-PARCのMLF、JAEAの研究用原子炉JRR-3
を利用した中性子実験施設。海外の施設へ
行くことがあります。
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CAMPUS LIFE

CAMPUS LIFE

学生

学生

インタビュー

インタビュー
片岡 佑太 さん

VOL.001

博士課程1年

先 輩 学 生に
物性研生活 を 聞 き ました︒

先 輩 学 生に
物性研生活 を 聞 き ました︒

東京大学 物性研究所 杉野研究室
理学系研究科 物理学専攻

Q.物性研ではどんな研究をしていますか？

スーパーコンピュータを使った理論計算により電池の電極表面で起こる反応のシミュレーションを行ってい
ます。
中でも、反応における量子効果について重点的に研究をしています。電極反応は水素H+移動が鍵とな
るのですが、水素は量子効果が顕著に現れるため、量子効果を無視することはできません。
この量子効果を
取り入れた計算と計算手法の開発を行っています。

Q. 研究の楽しい・面白いところは？何が大変ですか？

理論を実装する時にコーディングするのですが、
きれいにコードが書けたり、計算が早くできるようになった
りすると嬉しくなります。一方で、
自作コードは予想外のところにバグが発生したりするので、
エラーが出ると
苦しいです。

Q. 今の専攻、研究室を選んだ理由は？

せっかく物理を学んだので、
身近に使ってみたいという気持ちから、物性分野を選びました。
また、学部生のと
きに実験でコンデンサから黒い煙を出してしまって、実験がトラウマになり、理論系にしました。理論系の中で
も材料のシミュレーションするための計算手法に興味があって、HPで調べて杉野研が表面の計算をやってい
ることを知り、研究室を選びました。

Q.研究室選びに悩む学生さんにアドバイスするなら？

理論計算の研究室はどこにいても似たような計算は行えると思います。
自由に研究できるし、
サポートもして
くれるので、
ある程度研究室を絞ったら、最後はサイコロとかで決めてもいいんじゃないでしょうか。
2022年3月取材時

1日のスケジュール
24/0時

中川 真由莉 さん

VOL.002

東京大学 物性研究所 松永研究室
理学系研究科 物理学専攻

Q. 大学院進学を考え始めた／決めたのはいつごろ？

中学生の頃から、理科が好きで、特に分からないことを考えるのが好きだったので、
研究する仕事に就きたい
と考えてました。
なので、大学入学の時から大学院進学を考えはじめ、実際に研究を始めてみてやっぱり楽し
かったので博士課程まで行くことを決めました。

Q. 今の専攻、研究室を選んだ理由はなんですか？
もともと光に興味がありました。光って誰でも知っているけど、
よく分からない。
そうゆうところが面白いと思
って。学部と修士課程までは、別の大学で光を使った計測手法の研究を行なっていました。
レンズやミラーを
たくさん調整、工夫して良い計測を作るんです。
その時の先生が松永先生をよく知っていて、
勧められたのが
きっかけです。実際に見学に来て、装置もいろいろとあって、
その時関心のあった偏光もやっていたので、開発
してきた手法を実際に使って何か測定したいと思って決めました。
Q. 実際に入ってみてどうですか？

先生は何でもフラットに話を聞いてくれるので、
とても話しやすいです。
「何かあったらいつでも相談してくだ
さい」
ってよく声かけてくれますし、本当に協力的です。
あと、
いろんなことをやっている研究室が周りにある環境も良いです。分からないことがあったらすぐ聞きに行
けるし、研究が制限されることなく進められます。
2022年3月取材時

1日のスケジュール
24 / 0 時

[ イレギュラーな１日 ]

帰宅・
寝支度
実験
or 調べ事
ご飯

18

６

18

[ イレギュラーな１日 ]
24 / 0 時

帰宅
実験 寝支度
or 調べ事

睡眠
６

実験・解析

18

ご飯 状況整理
・調べ事

12時

デスクワーク
朝来てまず、計算チェック、
デスク周
りの整理、論文を探す。

05

研究
分からないところを質問。参考になる
論文や教科書など、親身に教えてくだ
さるのでありがたいです。

1６:00

図書室
先行研究や気になる分野を調べたり、
自習したり。
お気に入りの場所です。

9:30

デスクワーク
前日までの結果を整頓、
データ解析
して、次の実験プランを立てます。

６

論文を読む
/ データ解析
/ 書類書き

身支度
・フリータイム

ご飯 雑誌会
身支度
12 時

12 時

14:00

睡眠

ご飯

身支度
・フリータイム

9:30

博士課程1年

1３:00

実験室
回路を制御するプログラムの調整、測
定プログラムを書いたり調整します。

1７:00

実験室
レーザー、
ミラーなど光学系の調整を
して、測定。評価、改良の繰り返し。
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物性研究所大学院生に聞いたアンケート結果

物性研ライフの満足度

Sur vey r esul ts fr om graduat e st ude nt s in ISSP

S a t i s fa ct i o n o f yo u r ca mpu s li fe i n IS S P

4.3/ 5

物性研の先輩たちにアン ケートをしてみました。
About your undergraduate school

About your housing

その他 4.3%

海外 8.7%

Others

実家 8.7%

University abroad

私大 34.8%

Family home

Private university

下宿 8.7%

賃貸 78.3%

住まい
について

Lodging /
shared house

Renting

国公立大
26.1%

物性研の長所

学部生のとき
について

National and
public universities

G o o d po i n t s o f IS S P

東大 30.4%

University of Tokyo

通学時間について

居心地のいい場所は？

Commuting time

Comfortable or cozy place

１

過半数が、
通学時間10〜20分以内。

広い

21.7%

15 分

21.7%

20 分

8.7%

25 分

8.7%

30 分

8.7%

40 分

8.7%

２

柏図書館

行きやすい！
静かでよい！

物性研６F 図書室

研究室を横断して

The 6th ﬂoor is
very cozy

なんでもできる

豊富な先端実験装置

装置がすごい

自分の居室
研究室間の繋がりが多い

My ofﬁce

物理と理論を学びたいなら

様々な装置、スパコンが

これほど最高な場所は

使え最先端の研究ができる

ないと思います。

その他の意見

17.4%

60 分

物性研 6 階

4.4%

その他

同じ建物に大きな図書室がある。 卓球、テニスができる

同じ建物内にあって便利

Library in ISSP

３

できる環境がある

研究ができる

Kashiwa library

10 分

最先端の物性研究が

ヘリウムが使いやすい

静かなので居心地の悪い場所はない

テニスコートとその周辺の広々としたところ
人が多くないので、とても快適

在学生に聞いた！

すき家

お食事 M A P

物性を研究するにはおすすめの環境

X 線室

マクドナルド

小満堂

たくさんお店はあるけれど

先輩たちの行ってるお店はこちら

小満堂

はま

くら寿司

物性研究所の強み

ISSP

うどん市

学食

カフェテリア

KASHIWANOHA
T-SITE
銀だこ

物性研は世界最大級の物性科学のための研究所です。
日本の物性研究のセンターとして
片岡さんの
担当教員

大規模な実験装置やスパコンが設置され、研究室レベルではできないような最先端の研
究が行われています。新物質や新現象の解明のために専門の異なる実験家と理論家が多

江戸川台

柏の葉キャンパス駅

柏の葉公園

ららぽーと マクドナルド
フードコート

物性理論部門
機能物性研究グループ
教授

杉野

修

数連携することも稀ではありません。各種セミナーや研究会が頻繁に開かれ、居ながらに
最新の研究動向を知ることができるのも物性研の魅力です。何よりも明日を担う人材が多
数輩出されていることが物性研の誇りです。

焼肉屋
せんりゅう
初石
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07
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便利な施設・サービス/サークル活動

教員・研究テーマ

みんなに便利な施設・サービス一覧

物性研で学ぶには、東京大学大学院の以下のいずれかの専攻に所属します。
希望する教員が所属する専攻を確認して受験してください。

柏図書館

カフェテリア・生協

東京大学３極構造の一角を
担う、柏キャンパスの中心的
図書館。

寿司店

食堂

キャンパス内のみんなの味
方。カフェや売店はお昼に、
夜食に必要なものがそろい
ます。

学食には様々なメニューが
あり学生にとっても便利で
す。

物性研図書館

お魚倶楽部 はま。
キャンパス内でお寿司が気
軽に楽しめます！
ハマスペシャル必見！

学生・教職員 相談室

愛称：Gorokuro-Liner。
柏キャンパスと本郷間を往復運行
学生は無料で乗車できます。

本郷の三四郎池にちなんで
名付けられた五六郎池。
天気よい日にお散歩するも
よし、
ホッと一息するもよし。

i♡caffe

〜気軽に相談できる相談室〜

本郷ー柏シャトルバス

五六郎池（愛称）

物性研内にある図書室。
専門書・洋書が多数あり、
物
性研の学生生活で役立つこ
と間違いなし！

安心して話し合える場所と
して相談室があります。

研究に集中しがちなみんなを
お茶タイムに誘ってくれるi♡caﬀe。
ゆっくりくつろぎの時間です。

オンラインでも対応しています。

コロナ禍中は開催中止しています。

菱沼相談員

開催時の様子

柏キャンパス物性研究所内での主なイベント
2021年度は新型コロナ感染拡大に配慮し、
イベントは中止もしくはオンライン開催となりました。
通常年度を基本にイベントの記載をしています。

物性若手夏の学校

5月

入学式

6月

7月

8月

ボーリング大会
ビアパーティ

2021
中止

2021
中止

9月

2021
オンライン開 催

一般公開

10月

音楽の夕べ

11月

2021
中止

1月

12月

2021
オンライン開 催

修士論文審査
バーチャル物性研
学生が中心となって構築したバーチャル物性研
で一般公開を行いました。

2月

3月
所長賞
退職記念講演会

2021
オンライン開催/現地開催
※現地は人数限定

サークル
サッカー、野球、
テニス、卓球、
ジョギング、茶道、華道、将棋など、楽しいサークルが盛りだくさんです。

サッカー
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野球

テニス

B : ナノスケール科学

※コロナ禍で現在、
活動休止中のサークルもあります。
※感染対策を徹底し、
段階的に再開しています。

茶道

C :中性子科学

11

井手上 敏也

工学系
物理工学

18

大谷 義近

新領域
物質系

23

中島 多朗

工学系
物理工学

12

岡本 佳比古

新領域
物質系

19

長谷川 幸雄

工学系
物理工学

24

益田 隆嗣

新領域
物質系

13

長田 俊人

工学系
物理工学

20

三輪 真嗣

新領域
物質系

25

眞弓 皓一

新領域
物質系

14

中辻 知

理学系
物理学

21

𠮷信 淳

理学系
化学

26

山室 修

理学系
物理学

15

廣井 善二

新領域
物質系

22

Mikk Lippmaa

新領域
物質系

16

森 初果

理学系
化学

17

山下 穣

新領域
物質系

D : 強磁場科学

（Xʼmas会）

４月

A : 物質科学

新領域
物質系

理学系
化学

新領域
物質系

F : 放射光科学

E :レーザー科学

G : 理論

27

金道 浩一

理学系
物理学

31

秋山 英文

理学系
物理学

38

木村 隆志

工学系
物理工学

41

岡 隆史

理学系
物理学

28

小濱 芳允

工学系
物理工学

32

板谷 治郎

理学系
物理学

39

原田 慈久

新領域
物質系

42

尾崎 泰助

理学系
物理学

29

徳永 将史

理学系
物理学

33

井上 圭一

理学系
化学

40

松田 巌

理学系
物理学

43

押川 正毅

理学系
物理学

30

松田 康弘

新領域
物質系

34

岡﨑 浩三

新領域
物質系

44

加藤 岳生

理学系
物理学

35

小林 洋平

工学系
物理工学

45

川島 直輝

理学系
物理学

36

近藤 猛

理学系
物理学

46

杉野 修

理学系
物理学

37

松永 隆佑

理学系
物理学

47

常次 宏一

理学系
物理学

48

野口 博司

理学系
物理学

理学系

新領域
物質系

理学系
化学

華道
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准教授 井手上敏也

新奇な量子現象・革新的な電子機能を示す
結晶性固体の新物質開拓

層状物質を剥離して得られる 次元結晶やそれが丸まったナノチューブに代表されるナノ
物質は物質科学の新しい舞台として近年大きな注目を集めています。これらは 次元結晶
にはないユニークな物性と機能性を示すことに加え、デバイス化や電場・磁場・圧力など
の外場印加、電気化学的手法、曲率構造やヘテロ界面の作製等によって、物質の対称性や
固体中の量子力学的自由度を自在に制御することができます。私たちは、そのような量子
ナノ物質特有の電気伝導特性や超伝導物性、光学特性の発見と理解によって、物質科学の
フロンティアを開拓しています。
以下に最近の研究内容の例を挙げますが、これら以外にも世界でまだ誰も見たことのない
新現象がたくさんあるはずです。我々と一緒にそのような新奇物性や面白い機能性を探索
してくれる方、物質科学の新しい潮流に興味のある方の参加をお待ちしています！

ナノ物質の対称性と量子自由度を自在に制御して新奇物性・機能性を創発する

イオン液体・電解質ゲート

薄膜・デバイス化

岡本研究室

新領域物質系専攻

ナノチューブ・曲率構造

新物質の発見は，物質の性質を理解する学問：物性物理学の進化に大きく貢献す
る可能性をもちます．私たちの研究グループでは，新奇な量子現象や革新的な電子
機能を示す結晶性固体の新物質の発見を目指します．遷移金属を含む無機化合物を
中心に，あらゆる元素を含む物質を対象として，新規物質のアイデア，データベー
スを駆使して得られる情報，様々な合成手法を組み合わせた物質開拓により，この
目標を達成します．

教授 岡本 佳比古

例えば，とても対称性が高いけれども複雑な結晶構造をもつ新物質を創ることで，
変わった性質をもつ新超伝導体や，これまでにない電子スピンの配列をもつような
磁性体を発見します．また，全く逆に，究極の低次元結晶といえるような物質に着
目することで，高い効率で熱エネルギーと電気エネルギーを変換することができる
材料や，外場により大きく体積が変化するような新材料の開発を目指します．

しかし，見出した物質が，このような注文通りの性質を示すことは多くありません．むしろ，予想外の性
質が現われることの方が多く，そのような想定外の性質に出会えることが，物質開拓研究の本当の面白さか
もしれません．その際に，本当に面白く，また，人類の役に立ちうるような物質を見逃さないように，超伝
導，磁性，エネルギー変換，電子自由度，体積機能，フラストレーション，トポロジー，スピン軌道結合と
いった様々なキーワードを見据えながら，際立った性質を示す新物質を探索します．

最近の研究成果の例
・新しいタイプの電子の自己組織化現象の発見
立方晶物質における正三角形の“分子”形成
Nature Communications (2020)

量子伝導測定

⇒新現象の発見・新しい学理の構築

顕微磁気光学応答測定

Applied Physics Letters (2017, 2018, 2019)

Ta4SiTe4

W 3 “molecule”
CsW 2O 6

素励起のホール効果

量子整流現象

量子相制御

固体中の様々な素励起の流れを
量子力学的効果で曲げる

半導体
接合を必要としない
整流効果の新原理

量子物質の様々な状態を
コントロールする

 マグノンホール効果
 巨大フォノンホール効果
 励起子のホール効果

 非相反磁気輸送
 超伝導ダイオード効果
 バルク光起電力効果

 電界誘起超伝導
 圧力誘起トポロジカル相転移

W 5.33+

・「ノーダルライン半金属」と呼ばれる珍しい電子構造の実現
特異な磁気抵抗と超伝導
Physical Review B (2020)
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転写・ヘテロ界面作製

・低温で高い熱・電気エネルギー変換性能を示す
新材料：一次元ファンデルワールス結晶Ta4SiTe4

-1

井手上研究室

工学系研究科
物理工学専攻

新物質開拓：物質が牽引する物性研究

A.物質科学

S eebeck C oefficient (µV K )

量子ナノ物質を舞台とした物質科学の新潮流創出

A.物質科学

2022年4月に創設された，
新しい研究室です．
物質が好き，合成に興味があ
る，新超伝導体を探してみた
い，新しい研究室で活躍した
いなど，様々な方の訪問をお
待ちしています．

研究室見学・質問はいつでも歓迎です！
11

ideue@issp.u-tokyo.ac.jp

場所 物性研 棟

詳しくは研究室ホームページをご覧ください。

[連絡先]
Tel：04-7136-3250
E-mail：yokamoto@issp.u-tokyo.ac.jp
居室：物性研A棟A353b
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2021年度メンバー

（１）有機ディラック電子系のトポロジカル物性
層状有機導体α-(BEDT-TTF)2I3はグラフェンに次いで２次元ディラック電子系が確認された物質です。グラフェンに比
べ電子速度が１桁ほど小さく異方性を持つため、ディラック電子系における電子相関、スピン分裂、バンド非対称性な
どの影響を研究する格好の舞台となります。この物質に磁気変調やスピン軌道相互作用を導入したときに現れ得る
チャーン絶縁相やZ2トポロジカル絶縁相の様子とその発現条件を明らかにしました。また系に電荷秩序の弱いポテン
シャル変調が加わった状態が、質量ギャップが開いたディラック電子系であることを実験的に示しました。これはベ
リー曲率双極子Λを持つ最も簡単な系になっており、Λと電流の角度に依存する「非線形異常ホール効果」をゼロ磁場
で観測しました（左下図）。さらにこれの熱電効果版である「非線形異常エッチングスハウゼン効果」を提案し（右下
図）、検証実験を進めています。

今、物性分野で重要な発見が相次いでいます。これまでの磁性や超
伝導、スピントロニクスといった分野が、トポロジーという概念に
よって、再び見直され整理・統合され、多くの新しい物理や現象の発
見に繋がっています。また、素粒子論で発達した概念が物性分野の実
験で初めて確認されたり、宇宙論・量子情報の技術が量子液体や超伝
導の研究でブレークスルーをもたらしたりと、既存の分野を超えた新
しい視点での研究が物性分野に変革をもたらしています。
こうした大きな潮流を先導しているのは、実は、新しい概念を具現
する量子物質（
）の発見です。その原動力は、物
教授 中辻 知
性の深い理解に基づいた物質探索とその合成であり、世界最高精度の
物性測定技術です。私たちが生み出す量子物質は新しい物理概念を提
TEL&FAX: 04-7136-3240
供し基礎分野で世界を先導するだけでなく、その驚くべき機能性ゆえ
E-mail: satoru@issp.u-tokyo.ac.jp
に産業界からも注目を集めています。これら独自の量子物質を用いて、
検索
HP:
中辻研究室
様々な環境での精密測定を自ら行うことで、新しい物性とその背後に
ある物理法則の解明を目指しています。
最後に、私たちが新入生の方に期待するのは、「創造性」と「発信
力」です。私たちは大きな可能性を持つ学生の方に、今生まれたばか
りの分野で世界の最前線に立てるように、世界最高の研究環境下で、
分野の垣根を超える連携や、世界の第一線の国際拠点ネットワークを
利用して活躍していただければと思います。理学の基礎の力で世界を
変える、そのような意気込みのある方をお待ちしています。

物質中のトポロジーと
新規量子現象の探索
ワイル反強磁性体での
巨大異常ホール効果

（２）量子化された熱電ホール効果の探索
熱電効果は一般に温度に比例するため、宇宙応用など極低温で使用可能
な熱電材料は実現困難でした。しかし近年、強磁場下の３次元トポロジ
カル半金属（ディラック/ワイル半金属）や２次元ディラック電子系が、
「量子化された熱電ホール効果」により低温でも高い熱電性能を持つ可
能性が示されました。私達は３次元ノーダルライン半金属でも量子化さ
れた熱電ホール効果が起こり得ることを示し、伝導帯と価電子帯が直線
上で接触する半金属グラファイトの微細加工素子を用いて検証実験を行
いました（右図）。さらに薄層化した多層グラフェンについても同様の
実験を行い、熱電ホール効果の３次元から２次元への次元交差効果を調
べています。
研究室見学はいつでも歓迎です。
Tel: 04-7135-1221
E-mail: osada@issp.u-tokyo.ac.jp
場所: 物性研C棟C111
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Nature (2015),(2019),
Nature Phys. (2017),
Nature Mat. (2017),
Nature Photon. (2018),
Nature Commun. (2020).(2021).

磁気モノポールとトポロジカ
ルホール効果

多層グラフェンの熱電効果測定素子

詳しくは研究室ホームページをご覧ください
https://osada.issp.u-tokyo.ac.jp

反強磁性体スピントロニクス
ワイル点の電気的制御

磁気デバイスをより高速・高密度化可能な
反強磁性体において、スピン軌道トルクを
用いたワイル点の制御と巨大異常ホール効
果による信号の読み出しを初めて実証。上
記メモリ素子のほか、巨大磁気熱電効果を
用いた熱流センサーも開発。
APL (2018),(2020).
Nature (2020),
Adv. Funct. Mater. (2021),
Small Sci. (2021)

トポロジカル磁性体における
室温巨大ベリー位相効果

フラストレート磁性体の代表例である“ス
ピンアイス”物質で、ゼロ磁化で自発的に
生じるトポロジカルホール伝導を発見。
さらに近年、新しい量子的素励起“磁気モ
ノポール”や“磁気光子”が関連した量子物
性を発見。
Nature (2010),
Nature Comm. (2013, 2017),
Nature Mat. (2014),
Nature Phys. (2015, 2017),
PNAS (2019).
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Nature Phys. (2018), Nature (2020),
AIP Adv. (2020), Sci. Adv. (2022).

0.3

価数ゆらぎによる
自発量子臨界現象と超伝導
強い電子相関を持つ重い電子系において、
系初の超伝導を発見。この超伝導が新た
な異常金属状態“自発的量子臨界状態”から
現れる事を明らかにした。
Nature Phys. (2008),
Science (2011, 2015),
Phys. Rev. Lett.
(2012),(2019),
Sci. Adv. (2018).

β

磁化

磁場

超伝導

軌道ゆらぎ起源の
重い電子“高温”超伝導

室温での最高値を 倍以上更新する巨
大異常ネルンスト効果を示す物質を発
見。
構造によるベリー位相
効果であることを明らかにした。

E (eV)

非線形異常エッチングスハウゼン効果

有機導体で観測された非線形異常ホール効果

カイラル反強磁性体
を用い、世界で
初めて反強磁性体において自発的な巨大異
常ホール効果を室温で観測。その起源は固
体内のワイル点からのベリー曲率の寄与に
よる。異常ネルンスト効果や磁気光学効果、
磁気スピンホール効果の観測にも成功。

強相関電子系における
量子相転移と高温超伝導

スピントロニクスと
室温量子伝導

磁化の量子臨界発散

微細加工技術と低温高圧強磁場環境を用い
て、低次元物質やその極限である２次元物
質（原子層）で発現する新しい物性、特に
トポロジーに関係した電子状態や輸送現象
の研究を行っています。近年は、層状有機
導体α-(BEDT-TTF)2I3の２次元ディラック
電子系、WTe2・ZrSiS・グラファイト等の
トポロジカル半金属、捩れ積層グラフェン
のモアレ超格子系などを対象として、低温
高圧強磁場下の電気伝導・熱電効果の実験
を、理論的考察と並行して行うことにより、
新しいトポロジカル現象や非線形現象を研
究しています。

中辻研究室

理学研究科
物理学専攻

102

電子軌道のゆらぎの研究に最適な物質群
：遷移金属 を開発。軌道の
ゆらぎによる“高温”超伝導や異常金属状
態の観測に初めて成功。
80

cm)

教授 長田 俊人

長田研究室

電気抵抗率 (

工学系
物理工学専攻

Quantum Materials Innovation!

A:物質科学

kKU (2 /a)

低次元・原子層物質のトポロジカル量子物性

A: 物質科学

PrV2Al20
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40 B = 0 T
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JPSJ (2011, 2012),
0
0.1
Phys. Rev. Lett. (2012, 2014),
Nature Commun . (2019).
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新物質開発を通して物質科学の未来を切り拓く

A.物質科学

廣井 研究室

新領域
物質系専攻

図１

われわれは、新しい物質を作ることを通して、物質科
学の未来を切り拓くことをモットーに研究を行っていま
す。例えば、図１はボルボース石と呼ばれる銅の鉱物の
結晶であり、強い磁気フラストレーションが期待される
カゴメ格子反強磁性体のモデル物質です。
図２の2つの結晶は、われわれの研究室で発見さ
れた新しい超伝導体で、左が Osを、右が Reを含む
パイロクロア酸化物です。さらに最近では、図３
のように見る方向によって色が変わる不思議な結
晶の物性研究も行っています。
実際に自分でこういう結晶を作って物性を測定
し、未知の物理現象を探そうという意欲のある
方は是非、見学に来て下さい。

KOs2O6, Cd2Re2O7
超伝導体 :

森 研究室（Mori Lab.）

新領域物質系専攻
理化学系化学専攻

New Superconductors and more exotic
quantum materials!

教授 廣井善二

新物性・機能をもつ分子性物質と素子の開発と機能物性研究

A.物質科学

図２

物質科学は、新しい概念を与える新物質の発見を契機に大きな発展を遂げています。
本研究室では、内部自由度をもつ分子が凝縮した分子性物質を対象とし、特異な機能性と
して電子・プロトン伝導性、磁性、誘電性、その圧力・電場による外場応答性、電界効果ト
ランジスタ特性等の開拓を行っています。

教授

森 初果

「新分子性物質の開発とその機能性開拓で新物質科学を創成する！ 」ことを目指しており、具体的な研究テーマは以下となります。
分子の自由度を生かした新規有機（超）導体の開発と物性・機能性研究
固体中での動的な水素の運動を利用した有機物および金属錯体における伝導性、誘電性、磁性などの物性・機能性研究
固体燃料電池の材料として、無水有機プロトン伝導体の開発と物性・機能性研究
分子性伝導体の非線形伝導および有機半導体の電界効果

高伝導性高分子のモデル物質と
なるオリゴマー伝導体の開発

水素と電子が相関した新たな分
子性機能物質 量子スピン液体、
スイッチング、超伝導 の開発

有機エネルギー変換物質である
無水プロトン伝導体の開発

9
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図３

多色性結晶:
Ca3ReO5Cl2
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新物質・珍物質
未知現象・材料開発
【連絡先】
場所 物性研 棟
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Z' ( )

6

8

9

10x10

主な研究テーマは以下です。
の
上左図に示すように、高伝導性高分子
は、高分子として非晶質ながら高伝導性を
モデル物質であるオリゴマー伝導体の開発を行っています。
持ちます。その機構を解明するために、分子量の揃った結晶性オリゴマー伝導体を開発し、構造ー物性相関を研究
しています。さらに、その機構を利用して高伝導性オリゴマー伝導体を開発することを目指しています。
上中央図のように、水素と電子が相関した新たな機能を有する分子性物質の開発を目指して研究を行っています。
近年、量子スピン液体、重水素移動を起源とした伝導性及び磁性スイッチング、超伝導などの伝導性、磁性の他、
べイポクロミズムなどの新たな光学特性も見出しています。
また、上右図のように有機エネルギー変換物質として、機燃料電池の電解質となる無水有機プロトン伝導体の開
発を行っております。近年、分子のダイナミクスやプロトン互変異性を利用して、超プロトン伝導体を見出してい
ます。このように、新物質で新機能を見出すことに興味のある方は是非ご連絡ください。
研究室見学はいつでも歓迎です。
場所 物性研 棟

詳しくは研究室ホームページをご覧ください。

または
16

超低温までの電子物性研究

A: 物 質 科 学

山下研究室

新領域
物質系専攻

准教授 山下穣

新領域物質系専攻

私たちの研究室では主に極低温での物質の性質を研究しています。
温度を下げてもただ凍るだけで何も面白い現象は無いように思われ
るかもしれませんが、低温では熱揺らぎに隠れていた量子揺らぎに
よる面白い現象がたくさん現れます。金属の超伝導や液体ヘリウム
の超流動はその典型例といえるでしょう。現在、電子系研究が全く
行われてこなかった20mK 以下の超低温領域における量子臨界現象、
NMRによる多極子秩序や超伝導・磁性の研究、量子スピン液体やそ
こでの熱ホール効果の研究などを中心的に研究しています。

 熱ホール測定によるスピンやフォ
ノンのトポロジカル効果の研究

•

•
•

を媒介として、相互に変換されることがわかってきました。これらの変換は『スピン変換』と
呼ばれ、固体物理の一分野として更なる発展を遂げ、最近では準粒子が強固に結びつく強結合

スピントロニクスとして開花しようとしています。これらの現象は、比較的単純な異種物質の
接合界面のナノスケール領域で生じることが多いため、優れた汎用性と応用性を兼ね備えてい

ます。当研究室では基礎的なスピン変換と強結合スピントロニクスの視点から、スピンの関わ
る新物性開拓と発現機構解明に取り組んでいます。以下に研究室で取り組んでいる研究テーマ
の一部分を紹介します。

ロニクスの重要テーマです。大谷研では、これらの二つに注目しながら研究を進めています。新しいことに好奇心をもっ

て挑戦したい人は大歓迎です。大谷教授は、2022年から３年間フランスCEA Spintec研究所で招へい教授としてマグノ
ン・フォノン強結合スピントロニクスの研究プロジェクトを推進します。その他、国内・国際的に幅広く共同研究も行っ

ていますので、世界を股にかけた研究活動に参画したい方も大歓迎です。

磁気スカーミオンによる
トポロジカル熱ホール効果

磁気・回転結合による非相反な表面弾性波の伝搬
強磁性体の磁化の歳差運動と、表面弾性波による物質の回
転運動の周波数が一致するとき、表面弾性波の強い吸収が
起こる。表面弾性波の向きに応じて格子の回転方向が異な
るため、その伝搬に強い非相反性が現れる。

M. Akazawa et al.,
Phys. Rev. X (2020).

NMRスペクトラムの精密解析からス
ピンや電子系の対称性の破れを検証
核スピンの緩和率を通して電子や
スピンの揺らぎを探る

を効果的に利用する新しいエレクトロニクスとしてスピントロニクスが発展してきました。さ

らに最近では、電荷・スピン・フォノン・フォトン・マグノン等の準粒子が、固体中のスピン

性スピントロニクスとして新しい展開を見せています。このほか準粒子間の変換で要となる強結合状態の実現もスピント

カゴメ反強磁性体におけるスピン
励起とフォノン励起の熱ホール効
果の発見
磁気スカーミオン相におけるトポ
ロジカル熱ホール効果の発見

 NMRを用いたスピンや多極子の
非自明な秩序の解明

大谷 研究室

最近のスピントロニクス研究は、汎用性の高い強磁性体に比べ、日の目を見なかった反強磁性体が一躍注目を集め反強磁

CeCoIn5の量子振動振幅の温度依存性
H. Shishido et al., Phys. Rev. Lett. (2018)

カゴメ反強磁性絶縁体
の熱ホール効果測定

今の限界を打ち破り、次世代を担うスピン変換科学

20世紀末にスピン角運動量の流れであるスピン流という概念が登場し、電流とスピン流の両者

教授 大谷義近

 超低温( < mK)における電子物性の解明
超低温（~1mK ）＆高磁場（~ 13T）が実験可能な
唯一の装置
この温度領域の電子物性はほとんど未知の領域。
量子振動測定でCeCoIn 5 の新規秩序相を発見！
他にも探せば新しい電子状態あるはず

•

B: ナノスケール科学

角度分解NMR測定

M. Akazawa et al.,
arXiv(2021).
圧力誘起磁気転移の検出

【関連論文】 M. Xu, et al. Science Advances (2020)
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H. Takeda et al.,
Phys. Rev. B (2021).

【関連論文】M. Kimata, et al. Nature (2019)
K. Kondou, et al. Nat. Comm. (2021)

グループ集合写真2022

強磁性体への軌道角流注入
スピン角運動量流（スピン流）の代わりに、軌道角運動量
流（軌道流）の注入によっても強磁性体の磁化にトルクを
与えられることが最近の理論研究で提案されている。軽元
素からなるCu/Al2O3 層に電流を流した時に生じるトルクが
軌道角運動量の注入による軌道トルクであることを示した。

H. Takeda et al.,
Phys. Rev. B (2019).

Weyl反強磁性体の特異なスピン-軌道トルク
Weyl反強磁性体のバンド構造を起源とする”磁気スピ
ンホール効果”は従来のスピンホール効果とは異なり面
直スピン蓄積を生成するため、磁性体の磁化状態の制
御のために非常に有用である。 Weyl反強磁性体の磁気
モーメントの反転に伴い、磁気スピンホール効果の符
号が特徴的に変化することを示した。

【関連論文】 J. Kim, et al. PRB (2021)
L. Liao, et al. PRB (2022) in press

集合写真
研究室HP: https://otaniqnm.com
E-mail: yotani@issp.u-tokyo.ac.jp
Tel: 04-7136-3309
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局所プローブで拓くナノ物性科学

B:ナノスケール科学

長谷川研究室

工学系
物理工学専攻

界面ナノ制御で切り拓く量子スピントロニクス

B: ナ ノ ス ケ ー ル 科 学

三輪研究室

新領域物質系専攻

物質の性質を本当に理解するためには、原子レベルの空間分解能でさまざまな物
理 量を 評価す るこ とが大 切で す 。長 谷川 研究室 では 、 走査 トンネ ル顕 微鏡
（
）を用いて、表面の極微な領域での原子構造や電子状態、磁気特性・スピ
ン・軌道に関する情報を計測・視覚化することで、原子レベルからの物性起源の
解明や、ナノスケール・二次元系特有の現象探索を試みています。

准教授 三輪 真嗣
助教 坂本 祥哉
秘書 加藤 由紀子
甲崎 秀俊
畑尻 天平

研究室見学は随時受け付けます

コース生

教授 長谷川幸雄

表面での電子定在波
）はフェルミ半波長に相当
波の周期（

准教授 三輪真嗣

の原理図
探針と表面間に流れるトン
ネル電流を測りつつ表面を
なぞることで像を取得

重い電子系超伝導体
の劈開面
単位格子の段差と表面
原子が観察される

原子像が観察できる顕微鏡として知られる
は、ナノテクノロジーの基幹手法としてさまざまな分野で応
装置群の特長は、超高真空（
用されていますが、こうした汎用的な装置と比較して、長谷川研究室の
・
冷却による低温（
）・磁場下（
）・マイクロ波 照射下（
）といった極限環境で
の測定が可能な点にあります！ このため他では出来ないような測定、例えば、超伝導体やその中での量子
化磁束の振る舞い、スピンスパイラル磁性におけるマグノン励起、強磁性共鳴によるスピン流生成などの諸
現象を、局所的かつ極めて高いエネルギー分解能で評価できます。

ナノアイランドの磁化測定

スピンスパイラル構造

超伝導／金属界面での超伝導近接効果

基板上の 層

研究概要
電子の自転角運動量に相当するスピンの性質がナノの
世界で顕著に現れることに着目し、これを利用して高度
なレベルでエレクトロニクスを実現する量子スピントロ
ニクスの研究を行います。新奇ナノ構造創成を大事にし、
原子層成長技術を駆使した量子デバイス物性研究を展開
します。 元素の周期表で磁石材料は や に限られ
ますが、各元素や有機分子をナノレベルで複合して可能
性を無限大にします。

実験装置

研究テーマ
量子物質スピントロニクスデバイス

ワイル磁性体等のトポロジカルデバイスを創生します

キラル分子スピントロニクスデバイス

アイランドの反転
磁場が形状に依存

原子ごとのスピン検出
により反強磁性も観測

アイランド 超伝導
と接触する単層 金
属相に超伝導ギャップ
が浸み出している

金属

装置

原子層制御された
ナノ構造の作製装置
大学最大級

軌道秩序状態

レーザー プローバー等の
各種計測器
フェムト秒パルスレーザーや
マイクロ波の電気測定で
スピンの動きを捉えます

最近の研究成果

キラリティを有する有機分子や生体分子を利用した
デバイスを創成します

パルスレーザー 放射光 線のオペランド分光

フェムト秒パルスのレーザー光や放射光 線で
デバイス物性を解明します

ワイル磁性体を用いたスピントロニクスデバイス
オペランド分光による
電気磁気効果の新機構発見

の 層で
と
配列した秩序相が形成

研究室見学は随時歓迎！
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場所 物性研 棟

または

軌道が交互に

時間と手間をかけて装置や試料を準備して、期待した現
象が見えた時はもちろん嬉しいけど、予想外の現象が見
えて、そこから新しいことがわかってくるのは、もっと
嬉しいですね。自分で用意した試料で、原子や電子・ス
ピン・超伝導・軌道が “見えた”ときは感動ですよ。

キラル分子による
新奇スピントロニクス現象

P̂

金属・分子・トポロジーを
利用したナノ構造
20
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C：中 性 子 科 学

スピン系の新しい量子現象の探索

C:中性子科学

中島研究室

益田 研究室

新領域物質系専攻

中性子を使うことで、物質中の低エネルギー領域の素励起（スピ
ノン、マグノン、フォノンなど）とスピン構造を直接的に観測す
ることができます。私たちの研究室では、強相関電子系、スピン
系などにおける新しい量子現象の探索を、中性子散乱・物質合
成・バルク物性測定の３つの手法を用いて研究しています。

）

准教授 益田隆嗣

中島多朗

高エネルギーX線
透過ラウエ装置

ラウエ写真

単結晶

中性子散乱 〜謎解き〜
スピンの構造とダイナミクス
磁性現象のメカニズムに迫る

バルク物性測定
磁化率、比熱などの物性測定
系のマクロな性質を調べる

物質探索・結晶育成
モデル物質や新規物質の探索
きれいで大きな結晶を作る職人芸

１４T 比熱測
定装置

中性子三軸
分光器

中性子チョッパー
分光器

S. Hayashida et al., Sci. Adv. 5, eaaw5639 (2019).

フラストレーション系の
圧力誘起量子相転移
T
NG mode

g >gc
M ≠ 0 Higgs mode

三角格子反強磁性体CsFeCl
3

QCP

Δ

Singlet

Jeﬀ/D< 1

Higgs mode
NG mode

LRO

Jeﬀ/D= 1 Jeﬀ/D> 1

TL混成モードの発見
ブリージングパイロクロア格子系Ba 3Yb 2Zn 5O11
Yb3+四面体クラスタのエネルギー準位

Yb3+
4f 13, J =7/2,S =1/2
極低温中性子非弾性散乱実験

。

A

J

基底状態の分裂を間接的に観測

研究室見学はいつでも歓迎です
!
E
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E-mail: masuda@issp.u -tokyo.ac.jp
https://masuda.issp.u -tokyo.ac.jp/
益田所員室 : 物性研 A棟 527
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高分子・ソフトマター系の物性発現機構の解明

C:中性子科学
新 領 域物 質系専攻

眞弓研究室

複雑凝縮系の化学物理

C:中性子科学

山室研究室

理学系物理学専攻
理 学系 化 学 専 攻

研究テーマ
✓ ガラス・過冷却液体の構造とダイナミクス
✓ 分子・イオン液体の熱力学と動的構造
✓ 多孔性物質中の分子・イオンの拡散ダイナミクス
✓ 固体中の水素原子の位置決定とダイナミクス

眞弓研究室では、高分子・ソフトマター材料の研究を行っています。中性子・X線散乱法を基
軸とした先端ナノ計測、マクロな力学試験などの物性測定、分子動力学シミュレーションを
駆使して、高分子・ソフトマター材料の物性発現メカニズムの解明、新規機能性材料の創成
を目指します。

准教授

眞弓

教授 山室 修

皓一

新規高強度高分子材料の開発と
強靭化メカニズムの解明
溶媒を水とするハイドロゲルは、高い生体適合性を有し
ていることから、人体に埋め込む生体材料などへの応用
が期待されながらも、脆弱な力学強度が問題となってい
ます。その問題を解決するために、2000年頃から様々な
高強度ゲルが開発されてきました。私たちは、高分子ゲ
ル伸長すると高分子鎖が結晶化する現象（伸長誘起結晶
化）を発見し、「引っ張ると頑丈になるゲル（自己補強
ゲ ル ） 」 の 開 発 に 世 界 で 初 め て 成 功 し ま し た （ 2021
Science）[1]。一度形成された結晶は、力を取り除くこ
とで即座に消失することから、自己補強ゲルは繰り返し
大きな負荷がかかっても一定の力学応答を示し、人工靭
帯・関節などの人工運動器への応用が期待されています。
高強度ゲルの強靭化技術を基盤として、高強度ゴム、高
強度樹脂についても、強靭化メカニズムの解明、および
新規材料開発に貢献したいと考えています。

構造・ダイナミクス・熱力学の３視点から複雑な現象・物質
に内在す単純な原理を明らかにすることを目指しています

多成分系高分子・ソフトマターの
階層構造・ダイナミクス解析
中性子散乱法の特長として、重水素化ラベリングによっ
て多成分系における各要素の構造情報を分離できること
が挙げられます。我々は、重水素化ラベリングを駆使し
た中性子小角散乱および中性子準弾性散乱測定を行うこ
とで、高分子、コロイド、生体分子、界面活性剤などの
ソフトマターのナノ構造・ダイナミクスを解析し、マク
ロスケールにおける物性発現メカニズムを解明すること
を目指しています [2]。
中性子散乱測定は主に、茨城県東海村にある研究用原子
炉JRR-3にて行います。柏キャンパスの実験室には、試
料作製、光散乱・NMR法による構造・ダイナミクス解析、
粘弾性試験機による物性評価を実施する環境を整えてい
ます。

パルス冷中性子分光器AGNES
@JRR-3（東海村）

ルベアン酸銅水和物の中性
子準弾性散乱

Yamada et al., JPCB, 115, 13563 (2011)

プロトン伝導機構を解明

[1] C. Liu, N. Morimoto, L. Jiang, S. Kawahara, T.
Noritomi, H. Yokoyama, K. Mayumi*, K. Ito*,
“Tough Hydrogels with Rapid Self-reinforcement”,
Science, 372, 1078-1081 (2021).
研究室見学はいつでも歓迎です。
Tel: 04-7136-3418
E-mail: kmayumi@issp.u-tokyo.ac.jp
場所: 物性研A棟A523室（眞弓所員室）
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[2] Yusuke Yasuda, Yuta Hidaka, Koichi Mayumi*,
Takeshi Yamada, Kazushi Fujimoto, Susumu Okazaki,
Hideaki Yokoyama, Kohzo Ito*
“Molecular Dynamics of Polyrotaxane in Solution
Investigated by Quasi-Elastic Neutron Scattering and
Molecular Dynamics Simulation: Sliding Motion of
Rings on Polymer”
Journal of the American Chemical Society, 141, 96559663 (2019).

詳しくは研究室ホームページをご覧ください。
https://kmayumi.issp.u-tokyo.ac.jp/

断熱型熱量計（柏）

液体用Ｘ線回折装置（柏）

プロペンガラスの熱容量

Tatsumi et al., PRL, 109, 045701 (2012)

最も低分子量分子のガラス転移を観測

山室研のセールスポイント
(1) 幅広い研究テーマ

液体・ガラス, ソフトマター, 固体物理, 機能性物質．．．
自分の好きなテーマが選びやすい。物理も化学もできます。

(2) 多様な測定手段

大型施設(中性子散乱, 放射光Ｘ線)も実験室(Ｘ線, 熱, 誘電率)も
多面的にものを見る習慣ができる。

(3) 海外実験の機会が多い

アメリカ, イギリス, ドイツ, フランス, オーストラリア．．．．
国際性が身につく。外国の文化に触れることができる。

誘電率測定装置（柏）

PdDナノ粒子の中性子回折

Akiba et al., JACS, 138, 10238 (2016)

新たなD原子サイトを発見

現在のメンバー
教授, 助教, 特任研究員, 秘書,
D3, D2×2, M2, M1×2
合計10名 (そのうち外国人4名)
研究室見学はいつでも歓迎です。
Tel: 04-7136-3494
E-mail: yamamuro@issp.u-tokyo.ac.jp
場所: 物性研A棟522b
詳しくは研究室ホームページをご覧ください。
https://yamamuro.issp.u-tokyo.ac.jp

26

世界最強の強磁場物理

D:強磁場科学

金 道研究室

理学系
物理学専攻

光・熱・

D:強磁場科学
工学系
物理工学専攻

を超強磁場で

小濱研究室

小濱研究室では１０００テスラまでの超強磁場環境で物性研究を推進しています。
２０テスラを超える強磁場環境では、ノーベル賞に至った『量子ホール効果』の
ような新奇現象が現れますが、その観測は困難でした。本研究室では、強磁場環
境での新奇現象を理解すべく装置開発を進め、下記に示す世界的にもユニークな
実験的研究を可能としました。これにより、人類の叡智が及ばない強磁場領域で、
超伝導体や磁性体などを対象とした研究に取り組んでいます。

この世に磁 石でないモノはありません。
非 常に強 い磁 石の作る場 ( 強 磁 場)の中に物質を置く事によって、その磁性を引
き出し、時には性 質を大きく変えることができます。
金 道 研 究 室は、電 流が 流れ たときにだけ磁石になるパルス強磁場という特殊
な磁 場 発 生 法を用 いて、世 界 最高レベル の強 い磁場を発生 する事が 可能な電
磁 石 、世 界 最 強の非 破 壊 パルスマグネットの開発を本気で行っている日本で
唯 一の研 究 室です。

准教授 小濱 芳允

具体的な研究テーマは、以下の４つです。

磁気・電気測定手法を駆使した
強磁場下での量子物性観測

１００テスラを超える超強磁場での磁気光学・磁化測定

例；量子振動

そしてこの電磁石が作る非常に強い磁場の中で物質の磁化や電気伝導度や比熱といった物性を
測定することにより、
未知なる物理現象の探索、
そしてその発現機構の解明を行っています。
例 ルビー・二次元半導体のスペクトル

有機超伝導体の強磁場物性測定
超伝導体に強 い磁場をかけ
ると普 通は超伝導状態が 壊
されてしまいます。 しかし
有機導体のようなクリーン
な二 次元物質では秩序変 数
が 空 間変調 する特殊な超伝
導状態が 現れると期待され
ています。

フラストレート磁性体の強磁場磁化測定
磁性体に強 い磁場をかける
と最 終的には磁気モーメン
トがそろいます。 フラスト
レート磁性体と呼 ばれるさ
まざまな状 態のエネルギー
が 拮 抗 する物質では、その
途中でスピン液体などの新
奇な量 子状態が 現れると期
待されています。
研究室見学はいつでも歓 迎です。
Tel: 04-713 6 -3 3 3 6
E-mail: kind o@issp . u -t ok yo. a c .j p
場所: 物性研A 棟 A 2 2 0 a
27

100テスラ級非破壊パルスマグネットの開発
温 度の1ケルビンは約 1テ
スラの磁 場に対 応します。
我々の パルスマグネット
で発 生 可 能な磁 場は約 8 0
テスラですが、この限界
を少しでも広げることに
より、新しい物 理 現 象の
発 見・解 明につながると
期 待しています。

?@A8B'C'#*D#'E

先端熱測定による強磁場下での新奇秩序の観測

新技術開発と産業利用

!!"!#$%&'!!!()#
!*+!#$%&',-.
/0+12'34'51/6#!4
!!)(7.8'(9:'65/
();*));'<=><'!!!(!3

測定技術開発・物質開発

パルス強 磁 場と高 圧 力を
組 み合 わ せた環 境 下で使
用 可 能な物 性 測 定プロー
ブなどを開 発し、未 知の
物 理 現 象を探 索します。
強 磁 場 中で面 白 い物 性を
示 す 新 物 質の開 発も行っ
ていく予 定です。

詳しくは研究室ホームページをご 覧ください。
h t t ps : / / k i n d o . i s s p. u - t o k y o . a c . j p

例 パルス磁場

例 ウラン系超伝導体の比熱・イジング磁性体の

こんな人が小濱研究室に向いています
・国際的な共同研究に興味がある人
・他の人と違う（尖った）研究をしたい人
・磁場に興味がある人

の開発

特許出願

研究室見学はいつでも歓迎です

場所 物性研 棟

号室
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強磁場で拓く物質の新しい世界

D：強磁場科学
理学系研究科
物理学専攻

徳永研究室

1000テスラ未踏磁場領域での新規物性探索

D: 強磁場科学

松田
（康）
研究室

新領域物質系専攻

“自然は磁場を好まない”

だからこそ、
極限強磁場に新たな発見がある

准教授 徳永将史

・相対論的効果である磁場は原理的に発生困難
・極限強磁場における物性は未知の世界
・電子物性の解明に磁場効果の理解は必須
こ れ まで の 主 な 研 究

教授 松田 康弘

研究テーマ
・強相関電子系の磁場中電子状態の理解
・磁場誘起構造相転移の研究
・超強磁場中でのブロッホ電子
・光誘起現象への磁場効果の研究

電磁濃縮法による
超強磁場発生

1200T

最近の
研究成果

学生の生活について

徳永研の特殊技術を使うと競争の激しい研究分野でもユニークな研究ができます。
これまでに徳永研に所属した学
生 （ 修士課程 8名、博士課程 5名 ）の成果は約１０本の論文にまとめられていますが、
その内３本が編集者の注目
論文に採択、
５本が解説記事化、
その他いくつかの受賞や新聞記事にもなっています、面白いと思う研究分野に関
して、
オリジナリティーの高い研究を展開したい方の参加をお待ちしています。
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研究室見学はいつでも歓迎です。
Tel;080-4927-4033
E-mail:tokunaga@issp.u-tokyo.ac.jp
場所:物性研A棟A２５９bまたはC棟C１１４

詳しくは研究室ホームページをご覧ください。
https://tokunaga.issp.u-tokyo.ac.jp

研究室見学はいつでも歓迎です。
Tel: 080-4937-2595
E-mail: ymatsuda@issp.u-tokyo.ac.jp
場所: 物性研C棟 C109

詳しくは研究室ホームページをご覧ください。
https://ymatsuda.issp.u-tokyo.ac.jp/
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半導体量子構造の光物性と光デバイス物理

E:レーザー科学

秋山研究室

理学系
物理学専攻

教授 秋山 英文

半導体量子ナノ構造の光物性や、
それに基づく半導体レーザーの開発、
太陽電池のデバイス物理、ホタル生
物発光の生物物理などを、レーザー
分光・顕微分光・光学計測技術を用
いて研究しています。光と物質の相
互作用の基礎的な物理に興味のある
方、またそのような物理学の知見を
生かして新しい光デバイスを発明し
たい方など、どなたでも気軽に見学
に来てください。

半導体レーザーや太陽電池の内部には、多数の
電子と正孔が共存した状態が存在します。これら
の多数の電子・正孔系の多体相互作用や高速ダイ
ナミクスは、物理学的に難問であり、実験が新た
な特性を開拓し、理論や計算を通じて理解する形
で発展してきました。現在、私たちは、利得ス
イッチングや超放射に関連した現象・効果を活用
しながら半導体レーザーから直接にピコ・フェム
ト秒のパルスを発生する研究を進めています。太
陽電池では、変換効率に関する物理モデルに基づ
く限界の探究とそれを破る方策、定量評価する手
法の研究を進めています。半導体レーザーや太陽
電池は、自分たちでも作っています。定量計測法
や顕微分光法、高速時間分解分光法も開発しなが
ら実験をしています。このテーマは応用的にも重
などとも協力しな
要で、企業、国立研究所、

いたたに

板谷研究室

理学系
物理学専攻

准教授 板谷治郎

Semiconductor laser & Solar cell

極短パルスレーザーで切り開くアト秒科学

E:レーザー科学

高強度レーザー光と物質との相互作用では、様々な多光子過程や非摂動論的過程が
起こります。そのような極端な非線形光学応答を利用することにより、コヒーレン
）」領域の極短パルス光の発生が可能と
トな短波長光発生や、「アト秒（
なり、「アト秒科学」と呼ばれる光科学分野が急速に発展しています。とくに高強
度レーザーをガス中に集光して得られる「高次高調波」は、真空紫外から軟 線領
域のアト秒パルスとなっているため、非平衡状態の物質の量子状態を観測し、制御
する新手法への展開が期待されています。
板谷研究室では、最先端の極短パルスレーザー技術を開発し、その応用として、
原子・分子・固体を対象とするアト秒・強光子場科学を推進しています。
具体的なテーマは以下の三つです。
 位相制御された高強度極短パルスレーザーの開発
 アト秒軟X線パルス発生と、新しい超高速分光法の開発
 固体におけるアト秒・強光子場現象の研究

高強度極短パルスレーザーの開発

短波長（真空紫外・極端紫外・軟X線）でのフェムト秒か
らアト秒領域の超高速分光を実現するために、位相制御さ
れた高強度極短パルス光源の開発を行っています。とくに、
アト秒科学を原理実証のための科学から、物性計測のため
の先端的なツールを支える基盤技術とするために、より高
い平均出力をもつ次世代極短パルスレーザーの開発を進め
ています。

半導体レーザーからの高速光パルス発生

高強度極短パルスレーザー光源

半導体レーザーや太陽電池に用いる
量子薄膜の結晶成長

文科省量子科学飛躍フラッグシッププログラム（Q-LEAP）
では、アト秒科学が主要分野として選定されており、オー
ルジャパンでの光源・利用技術の開発が進められています。
板谷研は、物性応用のための高繰り返し光源開発を担当し
ており、物性研内外のグループと様々な共同研究を進めて
います。

Bioluminescence
半導体や他の固体だけでなく、生物やタンパク
質系のような「やわらかい」系も研究しています。
我々の研究から、ホタルの生物発光が約４ ％の高
い量子効率で光ることが測定されました。なぜそ
のような高効率発光が可能なのでしょうか？ こ
のような謎を解くために、生物発光の反応メカニ
ズムや関連課題の研究に挑んでいます。
研究室見学はいつでも歓迎です。
場所 物性研 棟
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または

アト秒軟X線分光

ホタル生物発光のpH依存性
コードからもアクセスできます→）

アト秒光電子計測

固体におけるアト秒・強光子場過程の研究

高強度中赤外光を使うと、非破壊的に固体中に10 MV/cm
を越える強電場を印加でき、新奇な非線形光学現象が起こ
ります。「固体」におけるアト秒科学は、最先端の光科学
と物質科学の融合分野であり、新しい学理の構築を目指し
ています。

テラヘルツから軟Ｘ線領域までをカバーする多様な超短パルス光源の開発

詳しくは研究室ホームページをご覧ください。
（こちらの

軟X線アト秒パルスの発生と超高速分光応用

板谷研では世界最短波長（3.1 nm ）でのアト秒吸収分光を実現
し、多様な自由度（電子状態・振動・回転）のダイナミクス
を観測できる新しい実験手法であることを示しました。分子
科学・物性科学への応用を目指しています。

固体のサブサイクル分光

固体における円偏光高次高調波発生

アト秒科学は、「新光源の開発」と「新現象の探索」が、車の両輪となった、原子分子物理学・物質科学・光科学
の融合分野です。光技術を極めることにより、物質科学に関する新しい現象の発見や、その量子力学的な理解を深
められるという点で、光量子物理学の基礎と応用の両方を追求できる研究分野です。これまでの分野や経験にとら
われず、やる気のある方の参画を期待しています。
研究室見学はいつでも歓迎です。ご連絡をお待ちしています。
場所 物性研 棟

または 棟
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E:レーザー科学
新 領 域物 質系専攻
理 学 系化学専攻

准教授 井上圭一

光で働くタンパク質のメカニズムを物理で理解する

井上研究室
太陽光は地球上のほぼ全ての生命の生きる源であり、生物はそれをもとに
外界についての情報を得たり、生育に必要なエネルギーを作り出すなど、様
々な形で太陽の光エネルギーを自身の生存に役立てています。その時に細
胞内で光を吸収し、
これらの生理機能を発現する中心的な役割を果たすの
が様々な光受容タンパク質群で、代表的なものに私たちの視覚で働くロドプ
シンや、植物の葉緑体の中で光合成をおこなう、光化学系タンパク質などが
知られています。
しかしアミノ酸がつながってできたタンパク質がどの様に光
のエネルギーを使って、極めて多様な生理機能を実現するのか、いまだ明ら
かにされていない点が多くあり、
その分子メカニズムはよくわかっていません。
そこで私たちの研究室では分光学的手
法を用いてこれら光受容タンパク質の
光化学反応を物理化学的に調べること
で、光エネルギーを吸収したタンパク質
がどの様に機能を発現するのか、
そのメ
カニズムを分子レベルで理解することを
目指した研究を行っています。
その中で
特に注目しているのが動物および微生
物のもつロドプシンと呼ばれる、光受容
型の膜タンパク質です。
動物型のロドプシンは私たちヒトを含めた多くの動物が持ち、高感度で光
を捉えその情報を細胞内に伝達し、その情報が脳などで統合されることで
視覚や 概日リズムなど様々な生物学的情報が構築されます。
一方で、海洋に棲む数多くの細菌や 藻類などが持つ微生物型のロドプシ
ンは、動物型とは進化的に全く異なるタンパク質で、
イオン輸送によるエネ
ルギー生産や 微生物の光応答、酵素反応制御に関わっていて、近年の研
究により自然界では植物の光合成に匹敵する莫大な太陽光がこの微生物
型ロドプシンによって使われていると考えられています。
私たちの研究室ではこれらのロドプシンが、光という共通のエネルギーを
使ってどの様にしてこれほどまでに多様な生理機能を発現させるのか、分
光学的手法や 生化学実験、電気生理学実験、構造生物学的アプローチな
どを複合的に用いることでその謎を分子レベルで解き明かすことを目指し
て研究を行っています。

超高分解能＆時間分解レーザー光電子分光

E:レーザー科学

岡﨑研究室

新領域
物 質 系専 攻

極低温超高エネルギー分解能レーザー角度分解光電子分光
&
高次高調波レーザー時間分解光電子分光
光電子分光とは？
准教授

岡﨑浩三

光電効果を用いて物質中の電子状態
(バンド分散、フェルミ面、超伝導ギャップ等)を
直接観測できる強力な実験手法です。
フェムト秒レーザー(1fs=10-15s)
を用いる事で電子のスナップショットを
捉えることが出来ます。

より低い温度、高いエネルギー
分解能での精密測定を目指します。

高次高調波レーザー
時間分解光電子分光

極低温超高エネルギー分解能
レーザー角度分解光電子分光

による光誘起相転移の探索と光による物性制御

による非従来型超伝導体の超伝導機構の解明
極低温超高エネルギー分解能 cryostat
レーザー角度分解光電子分光装置

鉄系超伝導体KFe2As2 (Tc=3.4 K) の
超伝導ギャップ異方性とオクテットラインノード

高次高調波レーザー
時間分解光電子分光装置

高次高調波発生における
希ガスプラズマ

q-CW(120MHz)
frequency-tripled
Nd:YVO4 laser

non-linear
optical crystal

VG Scienta
HR8000

K. Okazaki et al., Science 2012

世界最高!!

ネマティックドメイン境界における時間反転対象性
の破れによって消失する超伝導ギャップノード

etalon

FeSe

最高分解能 70 µeV
最低温 1 K

鉄系超伝導体母物質における変位励起
コヒーレントフォノンと光誘起超伝導
BaFe2As2

励起子絶縁体Ta2NiSe5における
光誘起絶縁体-金属転移

ホール面

電子面

K. Okazaki, JPCS2013, PCS2013
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私たちの研究室ではこれら光で働くタンパク質の本質に迫る研究に対し
て、強い意欲を持った学生を募集しています。その中ではこれまで誰も知
らなかった新機能を持つタンパク質の発見者となるチャンスもあり、その
メカニズムを世界中のどこよりも詳細に理解し、さらにそこから新規生体
分子ツールの開発を行うなど、自由な発想にもとづいた研究が可能です。
これらの研究に興味のある人はぜひお気軽に見学に来てください。

T. Hashimoto, K. Okazaki et al., Nat. Commun. 2018

K. Okazaki et al., PRB 2018

K. Okazaki et al., Nat. Commun. 2018

岡﨑研究室では、世界最高性能を誇る極低温超高エネルギー分解能レーザー角度分解光電子分光装置を用いて、非従来
型超伝導体の超伝導機構解明を目的とした研究や、高次高調波レーザー時間分解光電子分光装置を用いて、光誘起相転
移の探索や光による物性制御を目的とした研究などを行っています。

【連絡先】

研究室の見学はいつでも歓迎です。

場所 物性研 棟

連絡先：
岡﨑 浩三 (准教授) TEL: 04-7136-3355, e-mail: okazaki@issp.u - tokyo.ac.jp, 居室 物性研本館A279b
鈴木剛 (助教) TEL: 04-7136-3367, e-mail: takeshi.suzuki@issp.u- tokyo.ac.jp. 居室 物性研本館A278
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最先端レーザーによる光科学

E:レーザー科学

理学系
物理学専攻

小 林研究室

工学系
物理工学専攻

小林研究室では新しいレーザーを開発することで、光科学の新領域を開拓しています。
光周波数コムと呼ばれるレーザーの超精密制御技術と，フェムト秒で平均出力
を超える
高強度レーザー技術との両方を兼ね備えることで新しい応用にチャレンジしています．
最近では「なぜ物は切れるのか？」を解明すべくレーザーと物質との相互作用をフェムト
秒から秒に至るマルチスケールで解明することに取り組んでいます．これが分かると「どの
ように物を切るべきか」がわかり，ものづくりが革新します．
の実現によるものづくりエコシステムの構築
さらに，サイバーフィジカルシステム（
を産官学を挙げて取り組んでいます．
中赤外の精密レーザー分光で呼気中に含まれる分子を見つけ出すことで、病気の診断がで
きることを目指した技術開発を行っています。
その他、世の中にないレーザーで新しいことにチャレンジする学生を歓迎します．

教授 小林洋平

E:レーザー科学

レーザー光電子分光で開拓する量子物性

近藤研究室

准教授 近藤 猛

光周波数コム精密分光

機械学習
世界一小さいモード
同期レーザー
呼気診断用中赤外レーザー

精密レーザー加工

光周波数コム
高次高調波
超安定レーザー
スキー合宿

研究室見学はいつでも歓迎です。
場所 物性研 棟
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室

デュアルコム
詳しくは研究室ホームページをご覧ください。
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テラヘルツ波を駆使する光物性物理学

E:レーザー科学
理学系物理学専攻

松永研究室

准教授 松永隆佑

木村研究室

工学系研究科
物理工学専攻

光物性物理学とは、物質に光（電磁波）を当ててその応答を調べることで、光と物質の相
互作用を調べる研究分野です。これを通して、物質の未知の性質を光で解明する、物質の状
態を光で変化させる、あるいは物質を使って光を自在に制御することを目指しています。
少し前まで、光と物質の相互作用の研究の多くは「フォトンが物質に吸収される、放出さ
れる」といった摂動論や現象論で記述される範囲に留まっていました。しかし高強度かつ位
相が固定されたレーザー光源が開発されるとともに、「光が持つ高速な周期的電場を駆使し
て物質を操作する」といった新しい研究が、理論・実験ともに急速に発展しています。
松永研究室では特にテラヘルツ周波数帯に注目してい
ます。テラヘルツ波は、携帯電話などに使われる電波と、
人間の目に見える可視光のちょうど中間の周波数帯の電
磁波です。この帯域の最先端光技術を開発しながら、超
伝導体・反強磁性体やトポロジカル物質に注目し、次世
代の高速エレクトロニクス・高速スピントロニクスに向
けてその機能性を調べています。

X線ナノイメージングで覗く物質の姿

F:放射光科学

准教授 木村隆志

X線自由電子レーザーや放射光、高次高調波といった先端X線
光源と、超精密加工法や電子ビームリソグラフィなどの半導体
プロセス技術を応用した超精密X線光学素子を組み合わせた
イメージングによって、生物・非生物を問わず、メゾスコピッ
クな微細構造と物性の関係を、従来にない空間・時間分解能で
結びつけ、新たなサイエンスを切り拓くことを目指しています。

X線自由電子レーザー施設SACLAや
東大所有のクリーンルームでの実験の様子

周波数

波長

光を使う実験には様々な種類が存在し、さらに日進月歩で発展を続け
ているため、それらを駆使して物性研究を進めます。他の分野と比較し
ても、自分の目的に合わせて様々な光学実験システムを自分で設計して
組み立てる作業を常に繰り返すという点が、光物性物理学の大きな特徴
かもしれません。その実験の過程で、様々な光技術と、その背景にある
物理を学びます。光と物質の両面を通して幅広い自然科学分野と繋がり
があるため、広い知識と技術と理解力を必要とし、そのぶん広い科学的
視野が身につく、とてもやりがいのある研究分野だと思っています。自
分の手を実際に動かして自分自身の実験システムを組み上げるのが好き
な人に向いています。

高強度テラヘルツ・マルチテラヘルツ光源技術開発
⇒ ディラック半金属の非平衡現象・超高効率周波数変換
B. Cheng, N. Kanda et al., Phys. Rev. Lett. (2020).
N. Kanda et al., Opt. Express (2021).
N. Kanda et al., Nano Lett. (2022).

高精度テラヘルツ偏光回転計測システム開発
⇒ワイル反強磁性体のテラヘルツ異常Hall効果の観測
T. Matsuda et al., Nature Commun. (2020).

研究に利用している
SPring-8 & SACLA
原子レベルに迫る超精密加工・計測技術を応用し、様々な
新規X線光学素子を設計・作製しています。具体的には、X線
集光ミラーやX線分光光学素子、溶液中試料計測のための
マイクロ流路デバイスなどのほか、レンズレスイメージング
のための計算アルゴリズムの開発を現在行っています。また
現在建設が進められている次世代放射光施設での実装を見据
え、新たな基盤技術開発も積極的に行っています。

研究例２：X線自由電子レーザー
による生細胞イメージング

研究例１：高精度形状可変ミラーを用いた
硬X線イメージングシステムの構築
生きたバクテリアからの
X線回折パターン

バクテリアの内部微細構造

質問や相談、研究室見学は
いつでも大歓迎です！

研究室見学はいつでも歓迎です。
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詳しくは研究室ホームページをご覧ください。
検索：「物性研 松永研」
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物質に機能を与える電子状態の直接観測

F:放射光科学

原 田研究室

新領域創成科学
物質系専攻

教授 原田 慈久

先端X線分光で視る表面・原子層の科学

F:放射光科学

松田巌研究室

理学系物理学専攻
理学系化学専攻

私たちが研究に用いている光は、軟Ｘ線という、みなさんが日常ではけっして
触れることのない光です。
なぜなら、軟Ｘ線は空気の層が ミリもあったら消えてしまうからです。
放射光を用いると、レーザーのように密度が高く、細く絞れた軟Ｘ線を利用す
ることができます。軟Ｘ線は、日用品や最先端の材料の中に含まれるさまざま
な元素の持っている電子状態が、その材料のどういう機能にどのように効いて
いるのかをつぶさに教えてくれます。

教授 松田巌

原子層や固体表面を対象に高輝度放射光、X 線自由電子レーザー、超
短パルスレーザーを用いた時間分解オペランド計測や非線形現象を
中心にX線分光実験を行い、キャリア、スピン、分子のダイナミクス
をリアルタイムで観測しています。そのためにオリジナルな実験技
術の開発を行うと共に動的現象の学理を追求し、さらに得られた知
識を元に新たな機能性原子層の開拓をします。現在は2024年に完成
予定の次世代放射光施設における中心技術の開発も担当しています。

私たちは特に、物質に軟Ｘ線を照射して出てくる軟Ｘ線を捉える、軟Ｘ線発光分光という手法を最も得意としています。
これは軟 線で見た物質の「色」を調べる手法ですが、見た目の色と違って、磁気的、電気的性質の起源から不規則
な系の構造まで、様々な情報を含みます。
に建設した世界最高
性能を誇る軟Ｘ線発光分光装置

世界最高性能・世界唯一の
最先端の装置開発を行って、
未知の物理化学現象を
“世界で最初に捉える”こと
に興味ある、意欲ある学生
さんをお待ちしてます。

ディラック電子系を有した単原子層の開拓をしています。
ホウ素の単原子層（ボロフェン）などの合成に成功し、
新規なディラック電子系を発見しました。

連絡先

X線自由電子レーザーの超短パルス性と超
大強度を活かした共鳴磁気光学効果や軟X
線非線形効果の研究をしています。

次世代高輝度軟 X 線放射光施設

CG

日本では26年ぶりの先端放射光施設の建設

研究例１：水はミクロに不均一？
古くから研究されている水が、実はミクロに見ると
特徴的なネットワークを含む不均一構造を持つこと
が示されました。まさに今、その解釈をめぐって、
世界中で大論争が起こっています。

原田研

今や生活には欠かせない
存在となった二次電池や
燃料電池の性能を向上さ
せる、電極や触媒の研究
を精力的に行っています。

LDL

Tetrahedral
hydrogen bond
燃料電池の内部構造

ナノ空間の水、電極表面の
水、水処理膜中の水など、
軟Ｘ線は、普通には観測で
きないところの水の正体を
明らかにする最強の分析
ツールです。
39

水が酸素を捕えて Pt上で安定化

燃料電池の性能を支配
しているのは白金触媒。
でも実は、発電すると
出てくる水が白金に付
着して、電池の性能を
下げてしまうメカニズ
ムを明らかにしました。

東北大新青葉山キャンパス内に建設中

線自由電子レーザー

研究例２：水と電気を作る功労者

HDL

Distorted
hydrogen bond

2024年4月より利用開始

高輝度
放射光施設
(SPring-8)

フェムト秒パルスレーザー

放射光とレーザーを使いこなして光物性と表面物性の研究ができる人材を育成します
こんな人が私たちの研究室に向いています
・新しい光源で誰も見たことのない世界を見たい、そして誰より
も先にそれについて考えてみたい方
・次世代・放射光施設では国内外一流の研究者たちとも共同研究
をします 広い交流関係を築き、豊富な経験をしたい方
・新しい放射光施設建設のタイミングで、自身のオリジナル実験
装置を開発し、世界初のデータを取ってみたい方

研究室見学はいつでも歓迎です

場所 物性研 柏 、

播磨
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非平衡多体理論（量子、情報、生命 など）

G:理論科学

岡 研究室

理学系
物理学専攻

教授 岡 隆史

多体物理基礎論（場の理論）

生命現象のメソスコピック物理
光刺激

実時間 (エルミート物理＋開放系)

受容体（ロドプシン）
メッセージ物質の
連鎖反応ネットワーク

laser

Dirac system
Floquet Weyl
semimetal

量子物質制御（フロッケ・エンジニアリング）
レーザー電場に代表される外場による駆動に
よって物質の性質は劇的に変化します。非平衡多体
問題は一般にはとても複雑な現象なのですが、外
場の時間周期性に着目することで系統的な研究が
可能になりました
（フロッケ理論）。
現在、量子物質の性質を非平衡外場で制御す
る
「フロッケ・エンジニアリング」
という新分野が国
内外の多くの研究室で精力的に研究を進められて
います。
その研究対象はトポロジカル物質や、
量子
スピン系に代表される物性物理分野のもののみな
らず、冷却原子系や光学系などの人工物質群、
QED, QCD真空などの高エネルギー物理にまで及
んでいます。当研究室では特にフロッケ・トポロジカ
ル状態の提唱などを通じてこの分野の研究に貢献
してきました(Oka-Aoki2009)。 様々な物質の性
質を自在に制御する新しい方法の発見を目指して
いきます。
キーワード：量子制御、トポロジカル状態

助教
沼澤宙朗

細胞

現在、
非平衡開放系に関連した統計力学
基礎論は急速な発展をとげつつあります。
そこでは物性的手法、
数値手法、
数理的手
法などが混ざり合いながら、
新しい物理学
の芽が多く生まれております。
先を見通すことは難しいですが、例えば、
この宇宙の初期に何が起きたのか、
といっ
た難問に、
物性実験の知見を元に理論的に
アプローチすることも可能になると思われ
ます。
キーワード ： 非平衡定常状態、非平衡繰
り込み群、量子情報、エンタングルメント

構成員:
岡 隆史 (教授)
沼澤宙朗 (助教)
奥村 駿 (特任助教）
M1 2名
事務補佐員 2名

m₁

m4

m2

m5

m3

m6

mN-2

...

mN-1
mN

多体問題としての生命現象

非平衡統計力学の新展開

出身は高エネルギー理論で、
これまで
は主にブラックホールや初期宇宙におけ
る重力の量子効果を理解するために，高
エネルギー理論、非平衡物理及び量子情
報理論の境界領域を研究してきました。
特に量子エンタングルメントは量子系
の特徴的な性質で、高エネルギー理論で
も量子多体系でも近年重要になったこと
から興味を持って研究してきました。
今後は、高エネルギー理論と量子多体
系において量子情報や非平衡物理のより
発展的な知識を応用していくとともに、
そ
の逆の応用や、量子情報や非平衡物理
自身の基礎的な研究もしていきたいと考え
ております。

重力におけるレプリカ法と
レプリカをつなぐワームホール
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Schwinger-Keldysh 経路
虚時間(非エルミート物理)

尾崎研究室

理学系
物理学専攻

当研究室は複雑な物理現象の背後にひそむ「からくり」の発見と理解、そしてそれを利用し
た「機能発現」の提唱を研究目標とします。これまで量子物質のフロッケ・エンジニアリング
の提唱や、非平衡場の理論など、主に非平衡量子多体系の研究に注力してきました。これ
らに加え、今後の重点領域として、生命現象のミクロ・メソスコピックな理論や 情報物理へ
の場の理論の応用を考えています。特に学生の自由な発想に基づいて研究分野を拡げて
いきたいです。学際的な研究と、国内外の共同研究者との交流という、ダイナミックな活躍
の場を提供していきたいです。

量子物質の非平衡制御

第一原理からの物質デザイン

G:理論科学

生体反応の根幹には細胞の内外でおきる化
学反応の連鎖（シグナル伝達）があります。
こ
のような過程を動的多体問題として捉え直し、
その性質を実験・理論の協力の下で解き明か
す研究が始まっております。特に非エルミート
な場の理論を用いて、主に電子物性で発展さ
れたフロッケ・エンジニアリングなどの量子制
御の手法を生体制御に導入する研究に着手
しております。物性研内でも研究されておりま
す視神経細胞やオプトジェネティクス技術を
利用を利用した実験研究と協力しながら新分
野の発展に貢献したいです。

近年の計算機の発展に伴い、物質科学におけるコンピューターシミュレーション
の重要性が高まっています。当研究室では基礎方程式から出発し、電子デバイス
材料、鉄鋼材料、リチウムイオン電池などの現実物質系の特性を定量的に予測す
る新しい第一原理計算手法の開発を進めています。第一原理計算の観点から複雑
な物質のあるがままの姿を理解し、そして予測していくことが私達の 研究目標
です。実験に先立つ新物質予測も大きな課題であり、最近ではハイスループット
計算によって二次元物質の構造マップを作製し、多数の新構造の予測を行いまし
た。意欲ある方と共に計算物質科学の地平をひろげていきたいと考えています。
教授

尾崎泰助

大規模シミュレーション手法
密度汎関数理論に基づき
方程式を数値的に解くことで、
物質の安定性、磁気特性、電子
伝導特性、光学特性等を定量的
に計算することが可能です。ま
た計算量が原子数に比例する
法の開発により、従来は
困難であった数千原子系の第一
原理計算を実現しました。

局在自然軌道を導入し
た
分割統治法の
概念図

法と通常の
計算時間の比較

新規スピンフィルターの提案 磁壁構造を持ったジグザググラ
フェンナノリボンが二重スピンフィルター効果と名付けた非常
に特殊なスピンフィルターとして機能することを理論的に予測
しました。 二重スピンフィルター効果とは印加するバイアス
の向きに応じて、フィルターされる電子スピンの向きが 反転
する現象のことです。この効果はサブ格子内の炭素原子数が偶
数の場合にのみ発現し、奇数の場合にはフィルター効果が生じ
ません。実験的な実証が期待されます。

法の

超並列計算 物性研究所「
」に代表される計算機は十万
コア以上から構成される超大型並列計算機です。このような大
規模な計算機を効率的に利用するためには計算を分散させて実
行します。通信効率を高めた空間分割と高速フーリエ変換の新
しい並列化手法を開発し、超並列計算を実現しました。

の開発 現実に近い状況を高精度にシミュレー
ションするためには効率的かつ高精度な計算手法が必要です。
私たちは独自の方法論に基づいたソフトウエア
を開
発し、シミュレーションを行っています。

キーワード：生命現象、シグナル伝達、ネッ
トワーク、制御、相互情報量
研究室見学も歓迎です
Tel: 04-7136-3285
E-mail: oka@issp.u-tokyo.ac.jp
場所: 物性研A棟A429

強相関電子系におけるトポロジカル物性
強相関電子系では、電子のもつ電荷・スピン・軌
道といった複数の自由度の協奏によって磁性や
超伝導などの多彩な物性現象があらわれます。
さらに、近年ではトポロジーという幾何学的な概
念を取り入れた新たな切り口による研究が多く
特任助教 なされています。私は、こうした系を取り扱うため
奥村 駿
に大規模な数値計算と場の理論的な解析計算
を組み合わせた理論研究を行っています。

トポロジカル磁性体が示す量子輸送現象
トポロジカルな磁気構造は、創発磁場を生み出すことで特異な
ホール応答を示すことが知られています。私は、3次元的なトポ
ロジカル磁性の一つである磁気ヘッジホッグ格子の安定性と量子
輸送現象に関する研究を行ってきました (Okumura2020)。
トポロジカル電子状態の光誘起物性
トポロジカルな電子状態として注目を集めているワイル半金属や
ディラック半金属ですが、実際の物質中でどのように振る舞うか
は未解明な問題のひとつです。私は、光学応答を調べることに
よってトポロジカル電子状態の制御可能性を探っています。

我々の開発した
は東大物性研だけでなく、
世界中の研究者に広く活
用され、様々な応用研究
の基盤ソフトウエアと
なっています。
新しい二次元シリコン構造の同定 実験グループと共同で
上にシリコンの蜂の巣構造が形成することを発見。密度汎関
数理論による大規模第一原理電子状態計算と実験事実を詳細
に比較することで、最終的に
上のシリセン構造の同定に
初めて成功しました。
電子の束縛エネルギー

構成員

年 月時点

尾崎泰助 教授
河村 光晶 助教）
福田 将大 助教
名
名
名
事務補佐員 名
第一原理計算で得られた構造モデル

実験 上 吉信研 と計算 下 の比較

こんな人が私たちの研究室に向いています
・現実物質の性質を理論的に解明したい
・物理、数学、プログラミングが好き
・学際領域にチャレンジしたい

研究室見学はいつでも歓迎です
場所 物性研 棟
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量子多体系における普遍性

G:理論科学

押川研究室

理学系
物理学専攻

理学系
物理学専攻

加藤研究室
メゾスコピック系物理とは、ミクロとマクロの間に位置する対象を扱う学問で
す。具体的には１マイクロメートル程度のスケールの人工構造体の物性を研究
します。このような構造体では、電子の「波としての特性」を扱わないと物性
を記述できません。この研究テーマの魅力は、量子力学の基礎的な概念を実際
に直接実験することができる、ということです。量子力学の不思議な性質（例
えば粒子の非個別性や、非局所相関など）を、人間が望むような形で制御し検
証する試みが盛んに行われています。

物性物理、統計力学、そして場の理論は、それぞれの入口では違った分野に見えますが、突
き詰めて行くと一体のものであり、量子多体系の普遍的なふるまいを記述するものであると
理解できます。このような、量子多体系における普遍的概念の探求を主な目標としています。
国際共同研究を積極的に推進しており、その多くに研究室の学生が参加してきました。
これまでの研究テーマの一部を以下に示します。研究内容の詳細や雰囲気などについては、
是非論文を眺めて頂ければと思います（以下からもいくつかリンクしています。また、
Google Scholar等から検索できます。）

メゾスコピック系の量子輸送

G：理論科学

准教授

一方で周辺分野との関わりも増えてきました。
• マグノンやフォトンなどの輸送現象
→ スピントロニクス・量子電磁気学
• 非平衡輸送特性や非平衡ノイズの評価
→ 非平衡統計力学・非平衡熱力学
• 量子観測効果や非局所相関の考察
→ 量子力学基礎論
• 近藤効果や量子臨界現象の探索
→ 強相関電子系の物理

加藤岳生

教授 押川正毅
ゲージ対称性は、電磁気力をはじめとして宇宙に存在する「力」を記述する指導原理であるだけでなく、物性物理や統計力学におい
て創発するものとして重要です。トポロジカルに非自明な空間上のゲージ場を考えると、通常の局所的ゲージ変換に関する不変性に
加え、トポロジカルな「大きなゲージ対称性」が生まれます。このような「大きなゲージ対称性」は、量子多体系に対して驚くほど
強力で普遍的な制約を与えます[→解説講演(英語) ]。当研究室ではこのような普遍的機構の解明に取り組んで来ました。特にLiebSchultz-Mattis(LSM)定理、あるいはしばしばLieb-Schultz-Mattis-Oshikawa-Hastings (LSMOH)定理と呼ばれる制約は広く知られ
ています。これは1961年のLSM論文以来半世紀以上にわたって発展してきた[→解説講演(英語) ]ものですが、トポロジカル相の発見
に伴い重要性が高まり今日も更なる拡張が世界中で盛んに議論されています。
さらに、最も基礎的な物性の一つである電気伝導も、ゲージ場に対する応答として統一的に定式化することにより、周波数和則や、
完全伝導を特徴づけるKohn公式を全ての次数の非線形伝導に拡張することに成功しました。
場の理論は、多体系が大きなスケールで示す普遍的なふるまいに対応します。量子多体系のトポロジカルな性質も、場の理論によっ
て記述することができます。たとえば、上述のLSMOH定理は、ラグランジアンの対称性が量子化の際に破れるという「量子異常」
に密接に関係しています。当研究室では、場の理論の量子異常に基づき、ギャップレスな量子臨界相のトポロジカルな分類を提案す
るなど、量子多体系における新しい概念の構築に取り組んでいます。
場の理論は、相関の強い系における実験結果を記述し、また予言を与える上でも強力なツールです。
熱力学的には存在しないはずであるにも関わらず実験で観測された「１次元超流動」を動的な現象
として定式化し周波数依存性を予言したり、分数化励起の「レンズ効果」を用いた新たな非線形
分光法を提案するなど、多彩な現象の解明と予言に取り組んでいます。

メゾスコピック系分野の理論研究者は世界的には多いのですが、なぜか日
本にはあまりいません。東京大学のなかでも「メゾスコピック系」の看板
を掲げている理論研究室はほとんどないので、加藤研究室では意識して
「メゾスコピック系」を主要な研究テーマに掲げています。
加藤研究室では、メゾスコピック素子の輸送特性を主な研究テーマとしています。しかし、過去に在籍した
学生はさまざまなテーマ（分子性導体・誘電体から数理生物学まで！）に取り組んできました。自分の好き
なテーマに取り組むことが一番だと考えていますので、研究テーマについては学生の希望を第一に柔軟に対
応したいと考えています。
研究例１ スピン流ノイズから情報を読み取る

研究例２ 量子ドットにおける断熱ポンピング

Berezinskii-Kosterlitz-Thouless転移の繰り込み群フロー
教科書にも頻出の極めて基本的な繰り込み群フローだが、テン
ソルネットワーク法と共形場理論を組み合わせて転移点決定の
精度を大幅に高めるとともに、繰り込み群フローを数値的に構
成することに初めて成功した。
A. Ueda and M. Oshikawa, Phys. Rev. B 104, 165132 (2021).

ネットワーク構造上の電子状態
対称性に保護された干渉効果により安定な平坦バンド
が出現し、強相関効果の舞台となる。また、各「辺」
の１次元強相関系としての性質を反映して、自然に非
フェルミ液体的な伝導を示す。
J. M. Lee et al. Phys. Rev. Lett. 124, 137002 (2020);
Phys. Rev. Lett. 126, 186601 (2021).

・量子多体系を中心として、基礎的かつ普遍的な物理に興味のある方
・論文を眺めてみて、(雰囲気だけでも)趣味が合いそうだと思ってくれた方
・国際的な環境で英語（巧拙は問いません）で議論を行うことに前向きな方
…などを特に歓迎します
研究室Web page: http://oshikawa.issp.u-tokyo.ac.jp/
Google Scholar (押川):
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=k4JrtHkAAAAJ
researchmap (押川): https://researchmap.jp/masakioshikawa
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アクシオン場の不安定性に伴う、強電場下で
の自発的な磁場生成
アクシオンは素粒子論で提案された粒子
（場）で、暗黒物質の候補としても有力だと
考えられている。アクシオン場が強電場のも
とで不安定であることが指摘されたので、こ
れに対応する、物性系（トポロジカル磁性
体）における現象を提案した。この研究によ
り、強電場下での不安定性の物理的起源も明
らかになった。
H. Ooguri and M. Oshikawa, Phys. Rev. Lett.
108, 161803 (2012).

興味をお持ちいただいた方はぜひご連絡ください。
E-mail: oshikawa@issp.u-tokyo.ac.jp
場所: 物性研本館A519 / A520 / A522a

強磁性絶縁体と金属の界面では、温度差やマイクロ
波照射によってスピンの流れ（スピン流）が生じま
す。このスピン流のゆらぎ（ノイズ） の理論を構築
し、マグノンの有効磁化が計測できることを初めて
示しました。
卒業生の就職先
・アカデミック（助教、准教
授、特任研究員・PI）
・ニコン，NEC，野村アセッ
ト，大和証券，ワークスアプ
リケーションズグループ，明
治安田生命，日本銀行

リードの電位や温度をゆっくりと断熱的に動かす時
に単一準位量子ドットを介して運ばれる電荷量を議
論しました。デバイス応用上重要になるだけでなく、
微小量子熱機関の基礎理論としても重要で、その熱
効率評価は今後の重要な課題です。
研究室見学はいつでも歓迎！
場所 物性研 棟
詳しい情報は研究室
で！
https://kato.issp.u-tokyo.ac.jp/
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並列計算による統計力学

G:理論科学

川島研究室

理学系
物理学専攻

教授 川島直輝

最近，人工知能／機械学習／量子計算などの流行で社会
的にも計算機に注目が集まっていますが，我々の研究グ
ループでは計算物理，計算統計力学の方法論に含まれる
数理的コアを明らかにし，新しい手法を開発することを
基本に研究を進めています．その応用として，統計力学
の未解決問題の解明や相互作用が物性を支配するいわゆ
る強相関量子系における実験研究との比較計算などを
行っています．ここで用いられる量子モンテカルロ法や
テンソルネットワーク法はボルツマンマシンや情報圧縮
を通じてデータ科学とも接点を持っています．

量子ビットを構成するための基礎理論として，トポロジカル量子状態が盛んに議論されています．とくに，
キタエフモデルは厳密に解けるモデルとして多くの研究者が関連した研究をしています．このモデルの基
底状態であるギャップレススピン液体状態をできるだけ少ない情報量のテンソルネットワークによって表
現する努力をしていたところ，最近になって，古典統計力学モデルであるループガスモデルによってその
本質が表現できることを発見しました．（“Gapless Kitaev Spin Liquid to Classical String Gas through
Tensor Networks”, Hyun-Yong Lee, Ryui Kaneko, Tsuyoshi Okubo, Naoki Kawashima,
10.1103/PhysRevLett.123.087203）

↓キタエフスピン液体状態を表
現するテンソルネットワーク

→非常に弱い１次転移
を示す５状態ポッツモ
デルで１兆個のスピン
の計算に相当する数値
繰り込み群の計算を行
い，１次転移であるこ
との明確な数値的検証
に成功しました．
"Calculation of higher-order moments by higher -order tensor
renormalization group",Satoshi Morita, Naoki Kawashima,Computer
Physics Communications 236, 65 (2019)

物質の性質を計算機で予測

G：理 論 科 学

杉野研究室

理学系
物理学専攻

教授 杉野 修
学生の研究テーマ

本研究室では、数値計算に基づく物性研究(物質の性質の研究)を行っています。
計算物質科学の中の第一原理計算という分野の研究を行っています。これは、
シュレディンガー方程式などの物理の基本方程式から出発して物性を解き明
かすという研究で、(例えば惑星内部の高温高圧下の)未知の新物質であっても
その物性を定量的に予測できるという特長があります。現行の第一原理計算
はHohenberg-Kohnの定理に基づく密度汎関数理論に基づいていますが、本
研究室ではこの理論を発展させると共に、それを複雑かつ機能性の高い物質
に応用する研究を行っています。
数値計算の方法やプログラミングなどの必要な

スキルを春山助教等から学び、一人1テーマで

それぞれ研究を行っています。

密度汎関数理論(D3永井瞭)
エネルギーEと密度ρを関係づける汎関数
E[ρ]を、多体波動関数の機械学習から構
築する新たな方法を提案しました。
電子格子相互作用(D3石井浩平)
電子と原子核の相互作用によるバンド
ギャップの変化を予測するための計算手
法を開発しました。
電極表面の研究(D2 片岡佑太)
金電極の研究を行い、電極上での水素の
量子拡散や燃料電池反応の様子を明らか
にしました。
銅酸化物の電子状態(D1 A.N.Tatan)
最新の汎関数を用いて、(転移温度が高い)
水銀系高温超伝導体の電子状態の特徴を
明らかにしました。
界面の水・エタノール(M1 田部直哉)
界面のシミュレーションから非線形分極
率を計算して実験の解釈を行っています。
その他

計算物質科学の特徴は、研究対象を抽象
化せずに具体的な物質を対象とします。
そのためテーマは多数存在します。また、
コンピュータやプログラミングが得意な
研究者が多い分野です。
こんな人が私たちの研究室に向いています
・美しい計算アルゴリズムが好きな人
・スパコンを使ってみたい人
・統計力学が好きな人
・シミュレーションで現実の実験を説明してみたい人
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研究室見学は常時受け付けています。
E-mail: kawashima@issp.u-tokyo.ac.jp
場所: 物性研棟A423

研究室見学はいつでも歓迎です。
Tel: 04-7136-3290
E-mail: sugino@issp.u-tokyo.ac.jp
場所: 物性研A棟A510またはA511

助教 春山 潤

表面の第一原理計算を専門としています

杉野研究室のメンバー(正面玄関にて)
その他の研究テーマ

燃料電池反応(富岳シミュレーション)
2名のポスドク(A.E.Flaviano,M.Shibghatullah)は笠
松研究室(山形大)と連携して超大規模計算を行い、
次世代型燃料電池の電極物質の探索を行っています。
第一原理計算・モンテカルロ法・機械学習を用いた
新たな手法を開発して研究を行っています。
酸素固体
物性研ポストク(L.T.Anh)は高圧下での酸素の磁性
や超伝導性を予測する研究に取り組んでいます。
詳しくは研究室ホームページをご覧ください。
https://sugino.issp.u-tokyo.ac.jp
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不思議な現象をシンプルに理解しよう

G:理論科学

常次研究室

理学系
物理学専攻

常次宏一
物 質の示 す現 象は非 常 に多 様で複 雑 ですが、その背 後 にはシンプルで美しい本質があります。
強 相 関 電 子 系の未 知の本 質を捉えて、それ に基づく新しい現 象を予 測 することを我々は目指
しています。 我々のグループで新しい本 質を理 論 的に探 究 することにチャレンジしてみませ
んか 。

野口研究室

理学系
物理学専攻

我々の研 究 室では物 性 理 論や 関係 する統 計 物 理の研 究をしています。電 子 間の相 互 作 用 、特
にクーロン斥 力がとても大きい物 質にお いては、低 温にお いて興 味 深 い磁 性 状 態や 通 常と異
なる超 伝 導 状 態が 現れます。これらの物 理の舞 台は「 強 相 関 系 電 子 系 」と呼 ばれています。
またそれ に関 連して，1 次 元の対称 性の高 い系にお いては，多 体 問 題にもかか わらず，基 底 状
態や 自由エネルギーの厳 密 解が 求められる場 合もあり，それを用 いた物 性の研 究も行なって
います．我々の研 究 室では、量 子 統 計 力 学 、場の理 論 的 手 法 、コンピュータシミュレーションを
用 いて、量 子スピン系の新 規な量 子 相 、強 磁 性と共 存 する超 伝 導や、強 相 関 電 子 系の輸 送 現
象・非 平 衡 現 象などにつ いて理 論 的に研 究しています。

教授

ソフトマター ・生物物理

G:理論科学

野 口 研 究 室 で は ソフトマ タ ー 、生 物 物 理 を 理 論 、シ
ミュレ ー ション を 用 い て 研 究 して い ま す。生 体 内 で は
ま だ 理 解 で きて い な い 現 象 が 起 こって い ま す。分 子
ス ケ ー ル か ら 細 胞 ス ケ ー ル まで の 様 々な 構 造 変 化 、
ダイナミクス を 物 理 の 視 点 か ら 調 べ て い ま す。
准教授 野口博司

主な研 究テーマ
○ 非 平 衡 下での生 体 膜の構 造 形 成
○ 複 雑 流 体のダイナミクス
○ 計 算 手 法の開 発 、改 良

メンバー
常次 宏一 教授 強相関電子系 量子スピン系
池田 達彦 助教 統計力学基礎論 光物性
辻 淳子
秘書

川原 光滋
江馬 英信
深井 康平
兼古 祐己

D3
D3
D1
M2

マルチフェロイクス
多極子秩序
可積分系
強相関系

zmb

z

0.8

00

研究テーマの例

タンパク質の吸着によって
生成される様々な膜構造

zfil

0.4

10
5

x

5
10 0

y

運動する細胞表面
での非熱的膜ゆらぎ

円管を流れる赤血球

強磁性超伝導体の温度磁場相図
実験結果 左 と理論計算 右

t
相転移を伴う流れ
カルマン渦における気泡生成

モット金属絶縁体転移近傍の
光学伝導度の計算結果 左 と
ドルーデ重みのスケール則 右

t

化学反応波による膜変形
研究室見学はいつでも歓迎です。
E-mail:
場所：物性研A棟
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A517・A518

スーパーコンピュータを用いた大規模計算
詳しくは研究室ホームページをご覧ください。
https://tsune.issp.u-tokyo.ac.jp

音波による気泡形成

研究室見学はいつでも歓迎です
E-mail: noguchi@issp.u-tokyo.ac.jp
場所: 物性研A棟A509
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入試日程・学生サポート

入試日程

学生の進路・就職先

進路・就職先情報

- 令和４年10月
（2022年10月）入学 令和5年4月
（2023年4月）入学 -

物性研で学んだ学生の多くは、民間企業の研究職や技術職、大学や公的研究機関など、国内外の多様な分野で活躍しています。

修士課程・博士課程ともに４月入学と10月入学があります。

試験内容・日程は専攻によって異なります。必ず希望する専攻をよく確認の上、
出願してください。
※2022/5/16現在

修士課程

理学系・物理学専攻

理学系・化学専攻

工学系・物理工学専攻

出願期間

6 /2 9 〜 7 /5

6 /2 9 〜 7 / 5

6/30〜7/6

入試日程

筆記試験

口述試験

8 /2 3
9 /1 ,2 ,5 ,6 ,9

筆記試験

口述試験I

8/23
9/ 6

8/29

筆記・一般

8/30

筆記・専門

9/2

口述試験

博士課程

理学系・物理学専攻

理学系・化学専攻

工学系・物理工学専攻

出願期間

6 /2 9 〜7 /5

6 /2 9 〜 7 / 5

6 / 3 0 〜7 / 6

入試日程

筆記試験
口述試験

8 /2 3
2023/1/16-2/3

一次試験

8/23

二次試験

8/29

官庁 3%

博士課程進学
45%

輸送用機器
6%
エネルギー
6%

物理学

8/30

一次・筆記

9/ 6

口述試験

9/1

一次・口述

口述Ⅱ

9/７

8/26

博士課程 修了後の進路・就職先（2019〜2021年度）

2 0 2 3 . 1 月下旬

〒 113−8654

＜企業業種内訳＞
金融・保険・商社・サービス
4%
鉄鋼・金属
8%

研究機関
19%

学校法人
30%

民間企業
51%

東京都文京区本郷 7−3−1

E-mail：syougaku.adm＠gs.mail.u-tokyo.ac.jp

物性研RA

総数 47人

機械・精密
33%

情報・通信
13%

化学工業
電機・電気機器
17%
21%

アサヒガラス
ウエスタンデジタル合同会社
ASM Belgium
富士通株式会社
キオクシア株式会社
NTT物性科学基礎研究所
バンダイナムコスタジオ
CORE COCEPT TECHNOLOGIES INC.
大日本住友製薬株式会社
DATUMSTUDIO株式会社
AGC株式会社
㈱日立製作所（横浜研究所）
㈱オキサイド
アペックス㈱
㈱日立製作所（中央研究所）） など
※順不同

民間総数 24人

英語学習支援

キャリアサポート

柏キャンパスに所属する学生を対象に、研究活動や業務から発生する
英語に関する個別相談を行なっています
（無料・予約制）。

キャリアサポート室では様々なサポート相談やイベントを開催しています。
詳しくは ホームページなどをご覧ください。

物性研TA
物性研の研究室に所属する優秀な博士課程・修士課程の学生を対象に、
実験、
実習、
演習等の教育的補助業務への手当支給制度があります。
受給期間、
受給限度額、
時間単価等、
取扱いの定めがありますので、
詳細は物性研総務係までお問い合わせください。

＜主な企業＞

その他 4%

窓口 ： 平日 9：00 〜 17：00

物性研の研究室に所属する博士課程在学生は、
東京大学博士課程研究遂行協力制度の他、
物性研リサーチアシスタント
（物性研RA）
として研究業務
を行い、
手当の受給ができます。
同様に他の研究科においてRAを募集している場合があります。 応募期間、
受給期間、
受給額、
重複受給の可否等、
条件が異なりますので、
制度の詳細については物性研総務係または各研究科の担当事務にご確認ください。
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ニトリ
キーエンス
信越化学工業株式会社
東芝デバイスソリューション株式会社
医学部専門予備校「池袋理数セミナー」
東芝デジタルエンジニアリング
ソニー株式会社
日鉄エンジニアリング株式会社
株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング
株式会社デンソー
イビデン株式会社
キオクシア株式会社
三菱電機
本田技研工業株式会社
日本IBM株式会社
㈱アルプス技研
富士フィルム㈱
ソニー生命保険㈱
HuaWei Wuhan
SBIホールディングス㈱
三菱電機㈱
三菱ガス化学株式会社 など
※順不同

二次試験

応募するものと、奨学団体が直接募集するものがあります。 詳しくは相談窓口にご相談ください。

学生支援センターM階（御殿下記念館横 最下階）

民間総数 48人

8/23

日本学生支援機構のほかに、地方公共団体・公益法人・民間奨学団体の奨学制度もあります。これらの奨学金には、大学を経由して

東京大学本部奨学厚生課奨学チーム

電機・電気機器
17%

化学工業
10%

総数 97人

奨学金・学生サポート

相談窓口

情報・通信
21%

機械・精密
金融・保険・商社・サービス
13%
15%

6 / 9 〜1 5

8/ 2 3

食品 2%
その他 2%

鉄鋼・金属
8%

民間企業
52%

新領域・物質系専攻

口述Ⅰ

＜主な企業＞

＜企業業種内訳＞

6 / 9 〜1 5

筆記試験

（R4.10月入学）

修士課程 修了後の進路・就職先（2019〜2021年度）

新領域・物質系専攻

内容

・ライティングプロジェクト
・プレゼンテーション指導
・英語読解力と理解力の向上

東大OB/OGによる
企業説明会

プレゼンスキル
＆
ビジネスマナー講習会

東大OB/OG
座談会
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国際交流

国際交流・連携

International Center for Condensed Matter Physics and Materials Science

物性研究所は、超強磁場施設を始め世界最高水準の先端的な研究設備群を有し、研究分野も物理学・化学を中心に多様性に富んでおり、世界で
も類を見ない
「物質・物性科学の総合的な基礎研究所」
です。
こうした特徴を活かした物性研究の国際的拠点として、外国の研究機関に在籍する
研究者短・中・長期の招へい
（外国人客員所員、外国人客員研究員、国際共同研究）
や、国際ワークショップの開催、及び、国際的な研究者の人材育
成として学生を海外への派遣（学生海外派遣）
を物性研の国際連携制度として行なっています。
The Institute for Solid State Physics (ISSP) is a cutting edge research institute in undertaking physics and chemistry research on a wide of areas
and our international level facilities include the MegaGauss Science Laboratory. We organize workshops regularly and invite international
researchers (Visiting Professors) for short, medium, and long-term stays. We also build graduate students' capacity by broadening their
international horizons(International Research Opportunities for ISSP Students).

学生海外派遣プログラム

物性研では、海外での共同研究を通じて、豊かな経験を持った国際的な活躍が期待できる人材を育成することを目的として、大学院生を海外の
研究機関に数ヶ月間派遣する
「海外学生派遣プログラム」
を、2017年度から開設、運用しています。
Through a program initiated in 2017, ISSP oﬀers graduate students the opportunity to enrich their skills by spending up to several months
overseas and conducting joint research at one of the leading global academic and research institutions.

学生海外派遣 ー2017〜2019年度ー
2017〜2019年度の学生海外派遣の一例です。

Johns Hopkins 大学 （米国）

協定・覚書締結一覧

＜期間＞ D3の8月〜10月

諸外国の研究機関、大学との連携による研究活動や交流に向けて、研究・交流協定、及び覚書を締結しています。特に、世界の物性科学に関わるト
ップ研究機関・グループとは、国際連携拠点として協定及び人材交流による連携を強化し、先端的な国際研究コミュニティーネットワークの構築・
強化を目指しています。
Agreements and memorandums of understanding (MoU) for collaborative research activities and exchanges are concluded with various research
institutes and universities worldwide. As a center of international collaboration, strengthening collaboration through agreements and personnel
exchanges with top research institutes and groups in the world's physical sciences is a priority. We also aim to establish a leading international
research community network.
ドイツ : マックスプランク複雑系物理学研究所 A
Max Planck Institute for the Physics of Complex
Systems (Germany)
ワークショップ開催
Co-organized workshops
ドイツ : マックスプランク
固体化学物理研究所 A
Max Planck Institute for
Chemical Physics of Solids
(Germany)

〜世界へ〜

Cooperation in the High Magnetic Field
Science in Asia

韓国 : 壇国大学自然科学院 A
College of Natural Science,
Dankook University (South Korea)
中国 : 武漢国立強磁場センター A
Wuhan National High Magnetic Field Center
(China)

Scienta Omicron （スウェーデン）
＜期間＞ D2の11月〜3月

チェコ物理学研究所 A
Institute of Physics of the Czech Academy of Science

アジアにおける強磁場科学の連携

物性研で合成した試料を測定してきました。非弾性中性子散乱測定を行い結果をディスカッション、
解析を行いました。教授と学生のフランクな空気はカルチャーショックでした。

新しい分光器・検出器の開発を行いました。滞在中は主に開発にあたっての種々の検討を行い
ました。複数の測定原理の比較や、測定の誤差や装置のサイズなどの種々の物理パラメータの
見積もりを行いました。

光電子分光装置の開発協力
Development cooperation of
photoelectron spectroscopy equipment
韓国基礎科学院強相関電子研究センター M
Center for Correlated Electron Systems, Institute
for Basic Science (South Korea)

A

カリフォルニア大学アーバイン校 （米国）

リサーチプロフェッサー就任
客員招へい
Sending ISSP faculty members to JHU,
accepting JHU professors to ISSP.

米国 : ジョンズホプキンス大学 M
Johns Hopkins University (U.S.)
米国 : 複雑適応物質研究所 A
Institute for Complex Adaptive Matter (U.S.)

学生の受入れ

＜期間＞ M2の10月〜11月
計算物質科学に機械学習の手法を取り入れるため、密度汎関数理論の大家であり、機械学習を
取り込んだ手法開発を行なっているBurke教授の元へ。並大抵のテキストには書かれていないよ
うな基礎理論に関する深い理解を得ることができました。

Acceptance of students

台湾 : 国立中山大学 理学院、工学院 A
College of Science/College of Engineering,
National Sun Yat-sen University (Taiwan)
台湾 : 台湾放射光研究センター A
National Synchrotron Radiation
Research Center (Taiwan)

オーストラリア原子力科学技術機構 A M
Australian Nuclear Science and Technology Organisation

(英国）

＜期間＞ M2の10月〜11月
高繰り返し光パラメトリック共振器の技術を習得する為にHeriot-Watt大学Derryck T. Reid教
授のグループを訪問。
キャンパス内には光パラメトリック共振器を生物学のツールとして開発する
企業があり、社員の技術者と議論が出来たことは非常に良い経験となりました。

台湾 : 国立台湾大学電気工学・計算科学院 M
College of Electrical Engineering and Computer Science,
National Taiwan University (Taiwan)
協定
A Agreemrnt
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ヘリオット・ワット大学

覚書
M MoU; Memorandum of Understanding

※2022年度については現在調整中です。
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受賞・褒賞

アクセス

受賞・褒賞 （202１.4.1〜2022.3.31)

柏キャンパスマップ
柏IIキャンパス

氏名

受賞名

内容

佐藤優大（長谷川研D2)

日本物理学会学生優秀発表賞

単原子層超伝導体におけるステップ誘起臨界磁場増大効果に関する研究

亀山亮平（森研D3）

日本化学会学生講演賞

Synthesis of novel single-crystalline ethylenedioxythiophene oligomer charge transfer salts and the
conjugation-length-elongation eﬀects on their physical properties
新規エチレンジオキシチオフェンオリゴマーおよびその電荷移動塩単結晶の合成ならびに共役長伸長効果

清水貴勢（勝本研D3）

日本物理学会学生優秀発表賞

東京大学物性研究所

The Institute for Solid State Physics, The University of Tokyo

〒277-8581 千葉県柏市柏の葉 5-1-5
5-1-5 Kashiwanoha, kashiwa,Chiba 277-8581
TEL : 04-7136-3207

柏キャンパスマップ

スピン軌道相互作用を用いた並走エッジチャネル間のビームスプリッター

産学官民連携棟

P

山本 剛史（加藤研D3）

日本物理学会学生優秀発表賞

量子ラビ模型を介した熱輸送に関する理論研究

西岡海人（森研M2）

分子科学会優秀講演賞

1,2,3-トリアゾール−リン酸塩単結晶における等方的無水超プロトン伝導

小野塚洸太（森研D2）

分子科学会優秀ポスター賞

エチレンジチオチオフェンオリゴマーの鎖長伸長と電荷移動錯体形成

日本生物物理学会学生発表賞

Structural Dynamics of the Retinal Chromophore in the Photo-Intermediate States of
Channelrhodopsin C1C2

柴田桂成 （秋山研D3）

A棟

チャネルロドプシンC1C2の光中間状態におけるレチナール発色団の構造ダイナミクス

川口海周 （近藤研D3）
川口海周 （近藤研D3）

表面・界面スペクトロスコピー2021
スチューデントプライズ受賞
日本放射光学会学生発表賞

高繰り返し10.7 eV レーザーによる時間・スピン・角度分解光電子分光装置の開発と非占有スピン偏極電子状態の観測
時間・スピン・角度分解光電子分光装置の開発とスピン偏極表面状態の光励起ダイナミクス観測

B棟
C棟
D棟
E棟
K棟

本館

Main Building

低温・多重極限実験棟

Cryogenic/Multiple Extreme Conditions Laboratory

ショートパルス強磁場実験棟

K

Short Pulse Magnet Laboratory

先端分光実験棟

B

Advanced Spectroscopy Laboratory

極限光科学実験棟

Laser and Synchrotron Research Laboratory

ロングパルス強磁場実験棟

Long Pulse Magnet Laboratory

E
C

D

共同利用研究員宿泊施設

A
食堂

売店 食堂

食堂
P

P

P

P

柏図書館

P

P

正門
バス停
柏の葉公園北

バス停
東大前

バス停
東大西

バス停
国立がん研究センター

柏キャンパスへのアクセス
柏の葉キャンパス駅西口
（つくばエクスプレス線）
より

From Kashiwanoha Campus Sta., Tsukuba Express Line
10 minutes bus ride / 25 minutes walk

柏駅西口
（JR 常磐線、東武アーバンパークライン）
より

東京大学 柏キャンパス 物性研究所

柏I.C.
Kashiwa I.C.

江戸川台 駅
Edogawadai Sta.

道 ay
車 sw
動 s
自 re
磐 Exp
常 n
a
ob

J

東武バス利用 約 25 分
[ 西柏 01] 国立がん研究センター行 ( 県民プラザ経由）→「東大前」下車
[ 柏 44] 国立がん研究センター行 ( 税関研修所経由）→「国立がん研究センター」
至東京
下車
To Tokyo

From Kashiwa Sta., Joban Line, Tobu Urban Park Line
25 minutes bus ride

柏 II キャンパス

常磐自動車道柏 I.C. から車で約 5 分
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国立がん研究センター
National Cancer Center

柏の葉公園
Kashiwanoha Park

至秋葉原

至水戸
To Mito

柏の葉キャンパス 駅
Kashiwanoha-campus Sta.
16

車でお越しの場合

By Car 5 minutes from Kashiwa I.C., Joban Expressway

至つくば
To Tsukuba

至野田
To Noda

イン
クラ e
パー
k Lin
バン
Par
アー
東武 Urban
u
Tob

徒歩 約 25 分
東武バス利用 約 10 分
[ 西柏 03] 流山おおたかの森駅東口行、東大西行→
「東大前」下車
[ 西柏 04・西柏 10] 江戸川台駅東口行→「東大前」下車

至水戸
To Mito

ス
レ Line
プ
ス ss
e
ク
エ xpr
ば E
く
つ uba
uk
Ts

流山おおたかの森 駅
Nagareyama-ōtakanomori Sta.

6

JR常磐線
Joban Line

至千葉
To Chiba
柏駅
Kashiwa Sta.

To Akihabara

至上野・東京
To Ueno and Tokyo
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Graduate Study Fair

東京大学物性研究所 大学院進学ガイダンス

最 先 端の 実 験 設 備 ︑
研 究 環 境 が ここに ︒
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