
     

- 1 - 

（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 22 年 10 月 14 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局 広島大学・大学院先端物質科学研究科      

（ふりがな）       たかばたけ としろう 

職・氏 名  教授・高畠 敏郎            
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ドイツ ）とのセミナー（振興会対応機関：ドイツ学術振興局 DFG） 

 

 

2． セミナー名  凝縮系における新しい量子状態と量子現象                     

 

 

3． 期   間  平成 22 年 9 月 13 日 ～ 平成 22 年 9 月 16 日（4日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 広島県廿日市市 安芸グランドホテル                           

 

5． 参加者数   日本側                ２２名 
（代表者を含む） 

相手国側      ２０名    計 ４２名 
 

その他の国             0 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（振興会により経費を負担された参加者に＊印を付けてください。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

＊秋光 純 

＊井野 明洋 

 井村 健一郎 

＊上田 和夫 

＊大貫 惇睦 

＊小形 正男 

 鬼丸 孝博 

＊鹿野田 一司 

＊川上 則雄 

＊倉本 義夫 

＊後藤 輝孝 

＊紺谷 浩 

＊榊原 俊郎 

＊高畠 敏郎 

＊播磨 尚朝 

＊廣井 善二 

＊福山 秀敏 

＊福山 寛 

＊松田 祐司 

＊椋田 秀和 

＊横谷 尚睦 

＊渡辺 真仁 

 

青山学院大学理工学部・教授 

広島大学大学院理学研究科・助教 

広島大学大学院先端物質科学研究科・助教 

東京大学物性研究所・教授 

大阪大学大学院理学研究科・教授 

東京大学大学院理学系研究科・教授 

広島大学大学院先端物質科学研究科・助教 

東京大学大学院工学系研究科・教授 

京都大学大学院理学研究科・教授 

東北大学大学院理学研究科・教授 

新潟大学大学院自然科学研究科・教授 

名古屋大学大学院理学研究科・准教授 

東京大学 物性研究所・教授 

広島大学大学院先端物質科学研究科・教授 

神戸大学大学院理学研究科・教授 

東京大学物性研究所・教授 

東京理科大学総合研究機構・機構長 

東京大学大学院理学系研究科・教授 

京都大学大学院理学研究科・教授 

大阪大学大学院基礎工学研究科・准教授

岡山大学大学院自然科学研究科・教授 

大阪大学大学院基礎工学研究科・特任准教授 

 

 

 

 

 

超伝導物理学 

放射光光電子分光学 

量子多体論 

固体物性理論 

強相関物性 

固体物性理論 

磁性物理学 

有機固体物理学 

量子多体論 

固体物性理論 

超音波物性 

固体物性理論 

低温物理学 

熱電物理学 

固体電子論 

超伝導物理学 

固体物性理論 

極低温物理学 

強相関物性 

超伝導物理学 

光電子分光学 

固体物性理論 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Technische Universität Braunschweig・Prof・Gertrud ZWICKNAGL  

 

(3) 相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付してください。また、振興会により経費を負担された参加者に

＊印を付けてください。） 

  

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 

   

氏   名 所 属・職 名 専    門 

Frithjof Anders 

Wolfram Brenig 

Martin Dressel 

Holger Frahm 

Philipp Gegenwart 

Christoph Geibel 

Rudolf Gross 

Christine Kuntscher 

Michael Lang 

Peter Lemmens 

Hilbert von Löhneysen

Alois Loidl 

Achim Rosch 

Frank Steglich 

Christoph Strunk 

Matthias Vojta 

Dieter Vollhardt 

Peter Wölfle 

Joachim Wosnitza 

○Gertrud Zwicknagl 

Technische  Universität  Dortmunt・Professor 

Technische  Universität  Braunschweig・Professor 

Universität  Stuttgart・Professor 

Universität  Hannover・Professor 

Universität  Göttingen・Professor 

Max-Planck-Institut, Dresden・Dr. 

Technische  Universität  München・Professor 

Universität  Augsburg・Professor 

Universität  Frankfurt・Professor 

Technische  Universität  Braunschweig・Professor 

Karlsruhe Institute of Technology・Professor 

Universität  Augsburg・Professor 

Universität  zu  Köln・Professor 

Max-Planck-Institut・Director 

Universität  Regensburg・Professor 

Technische  Universität Dresden・Professor 

Universität  Augsburg・Professor 

Karlsruhe Institute of Technology・Professor 

Forschungszentrum Dresden-Rossendorf・Professor

Technische Universität Braunschweig・Professor 

量子輸送物理 

量子物理学 

光物性 

量子物理学 

強相関物性 

磁性物理学 

強磁場物性 

強相関物性 

有機固体物理学 

磁性物理学 

強相関物性 

強相関物性 

物性理論 

強相関物性 

超伝導物理学 

物性理論 

固体物性論 

固体物性論 

強磁場物性 

固体電子論 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・内容・成果等を簡潔に記載してください。） 

[目的] 

物性物理学における重要でかつ進展の著しい「凝縮系における新しい量子状態と量子現象」をテーマと

して，この分野で世界をリードしている日本とドイツの精鋭研究者が徹底的に議論することを目的とした。特

に，強相関電子系と低次元フェルミ粒子系における共通の物理を探ることを目指した。両分野から人選し

た参加者のうち，日本側では 30 代の研究者を 7 名抜擢することで，次世代のリーダーの育成を目論んだ。 

 

[内容] 

主要な講演テーマは以下の五つである。(1)ｆ電子系，鉄プニクタイド，銅酸化物における新規超伝導，

（２）非調和振動の誘起する新現象，（３）有機物伝導体における新しい量子状態，（４）低次元フェルミ粒子

系における新しい量子状態，（５）量子臨界現象と非従来型秩序。各テーマについて合計 39 件の口頭発

表があった。物質創製の面では新しい化合物の創製と人工的な 2 次元化などについて報告され，測定手

法の面ではエネルギー分解能を高めた角度分解光電子分光，角度分解熱輸送測定，単結晶を用いた核

磁気共鳴，超強磁場下での伝導と磁化，超低温での磁化と比熱など，最近の著しい進展が報告された。

新物質と新しい測定手段を上手く組み合わせることで，従来よりも鮮明に量子臨界現象，2 次元ディラック

電子系，2 次元ヘリウムの特徴を捉えることが出来るようになったことなどが発表された。理論面では，ｆ電子

系などで代表される強相関電子系，有機物伝導体における量子状態，低次元フェルミ粒子系，２次元ヘリ

ウムなど，多岐に渡る凝縮系での最近の研究が報告され，異なる分野の研究者同士の議論が行われた。 

 

 [成果] 

今回の「凝縮系における新しい量子状態と量子現象」というテーマに関連した研究を促進するために，

日本では複数の科研費「特定領域研究」，「新学術領域研究」，「特別推進研究」が進行中であり，ドイツ側

でも同様である。本セミナーでの徹底した討論によって，これらの間に共通する物理についての理解が深

まり，新しい視点を共有することができた。特に，「量子臨界点近傍の新規な超伝導などの物理現象」や

「格子振動や結晶の対称性による新しいタイプの分散関係を有する粒子系の量子現象」などに対する理解

が深まり，共通する概念構築のベースが出来た。また，今回発表があった多岐にわたる凝縮系において，

理論的に密接な関連があることが強く認識された。参加者周辺の若手研究者を相互派遣することをはじめ，

日独の共同研究を継続・発展するための具体案の打ち合わせも行われた。  




