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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 24 年 8  月 29 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    東京大学・物性研究所    

（ふりがな）           さかきばら としろう 

職・氏 名    教授・榊原 俊郎    
 
 
 

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

 

 

2． セミナー名     凝縮系の新奇量子相における創発現象                

 

 

3． 期   間  平成 24 年 7 月 14 日 ～ 平成 24 年 7 月 17 日（ 4 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）     静岡県伊豆市・ラフォーレ修善寺                          

 

5． 参加者数   日本側       22 名（うち、滞在費等本会負担   21 名） 
（代表者を含む） 

相手国側     18 名（うち、滞在費等本会負担   0 名） 
 

その他の国   0  名 
 

参加者  計  40 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 
所属・部局・職名 

 

*安藤 陽一 

*中辻 知 

*高畠 敏郎 

*井澤 公一 

*三宅 和正 

*小形 正男 

*上田 和夫 

*常次 宏一 

*川上 則雄 

*倉本 義夫 

*村上 修一 

*大貫 惇睦 

*藤本 聡 

*播磨 尚朝 

*松田 祐司 

*今田 正俊 

*後藤 輝孝 

*佐藤 英行 

*鹿野田 一司 

*廣井 善二 

橘高 俊一郎 

大阪大学産業科学研究所・教授 

東京大学物性研究所・准教授 

広島大学大学院先端物質科学研究科・教授 

東京工業大学大学院理工学研究科・准教授 

大阪大学大学院基礎工学研究科・教授 

東京大学大学院理学系研究科・教授 

東京大学物性研究所・教授 

東京大学物性研究所・教授 

京都大学大学院理学系研究科・教授 

東北大学大学院理学系研究科・教授 

東京工業大学大学院理工学研究科・准教授 

大阪大学大学院理学系研究科・教授 

京都大学大学院理学系研究科・准教授 

神戸大学大学院理学系研究科・教授 

京都大学大学院理学系研究科・教授 

東京大学大学院工学系研究科・教授 

新潟大学大学院自然科学系研究科・教授 

首都大学東京大学院理工学研究科・教授 

東京大学大学院工学系研究科・教授 

東京大学物性研究所・教授 

東京大学物性研究所・助教 

 

 



     

- 3 - 

  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf・Professor・WOSNITZA Joachim 

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Rudolf Gross 
Frank Steglich 
Hilbert von Löhneysen 
Christoph Geibel 
Peter Lemmens 
Wolfram Brenig 
Alois Loidl 
Achim Rosch 
Dieter Vollhardt 
Clemens Laubschat 
Frank Pollmann 
Steffen Wirth 
Jörg Schmalian 
Patrik Recher 
Gertrud Zwicknagl 
Felser Claudia 
Stefan Kettemann 

TU München, Walther-Meissner Institut・教授 
Max-Planck-Institut CPfS, Dresden・所長 
Karlsruhe Institute of Technology・教授 
Max-Planck-Institut CPfS, Dresden・主任研究員 
TU Braunschweig・教授 
TU Braunschweig・教授 
Universität Augsburg・教授 
Universität zu Köln・教授 
Universität Augsburg・教授 
TU Dresden・教授 
Max-Planck-Institut PKS, Dresden・教授 
Max-Planck-Institut CPfS, Dresden・教授 
Karlsruhe Institute of Technology・教授 
TU Braunschweig・教授 
TU Braunschweig・教授 
Max-Planck-Institut CPfS, Dresden・主任研究員 
Jacobs University Bremen・教授 

 

(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） 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

【目的】 

第１２回日独セミナーは「凝縮系の新奇量子相における創発現象」を主テーマとして、この分野で先

導的立場にある日本とドイツの精鋭研究者が一堂に会して集中的に討論し、今後の発展の方向性を共

有することを目的とした。特に今回は、最近非常に注目を集めつつある新しい概念、「トポロジカル絶

縁体」をトピックとしてとりあげ、その最新の成果について討論するとともに強相関の物理に対する波及

効果を展望することを目指した。 

【実施状況】 

2日半にわたるセミナーでは、以下の６つのトピックスに分かれて合計39件の講演があった。 

（１）量子臨界現象および関連する話題（11 件） 

（２）トポロジカル絶縁体と固体中ディラック電子（8件） 

（３）鉄ニクタイド、銅酸化物および f電子系における新奇超伝導（8件） 

（４）重い電子系の電子状態とその観測（５件） 

（５）幾何学的フラストレーション及び量子スピン系（4 件） 

（６）多極子の秩序と揺らぎ及び価数揺動（3 件） 

量子臨界現象は強電子相間系における中心的テーマであり、本セミナーでも関連する話題を含

めて最も多数の講演があった。従来の磁気転移に伴う量子臨界点に加えて、価数転移や近藤-ア

ンダーソン転移などの新しい量子相転移の報告があった。また、関連する話題として、振動する

磁性イオンにおける近藤効果や幾何学的フラストレーション系の近藤効果など、最近注目されて

いる強相関物質系に関連した理論モデルの提案があった。最近のトレンドであるトポロジカル絶

縁体には日独共に高い関心があり、興味深い講演が多数あった。現状では理論が先行しているが、

強相関効果を伴う新奇の量子凝縮相の発現に対する大きな期待があった。超伝導関係では鉄系超

伝導への関心が高く、新しい量子臨界点の存在の可能性など注目すべき報告があった。一方、永

年の問題である UPt3 のギャップ構造をほぼ解明する実験の報告も注目を集めた。この他、Yb

化合物における 128 極子相互作用の存在を示唆する実験結果など、最新の研究成果が報告され

た。 

【成果】 

「凝縮系の新奇量子相における創発現象」を主テーマとして、強電子相間系の幅広いトピックスにつ

いて最新の研究成果が発表され、日独双方における研究の最前線の情報を共有することができた。実

験では永年の問題を解決する報告や、常識を覆すような新発見の報告など多数あった。また理論では

斬新なアイデアや解析結果が随所で紹介された。その結果、相互に密接に関連する研究成果につい

ては一層の理解の深化が得られた。一方、紹介された新規の実験結果や理論は今後、新たな理論的

アイデアや新しい実験の発想を誘導することが大いに期待される。今回の日本人参加者には、30 代か

ら 40 代前半の若手研究者が５名含まれているが、彼らにとって、ドイツの第一線の研究者と議論し親交

を深める機会が得られたことは、今後の研究活動において大きな財産となるであろう。 

 


