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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

（１）研究の全容および目的 

 この 2 国間共同研究の主題は、「トポロジカル超伝導状態の実験による解明」である。相手国側は、トルコ、

中東工科大学、Ahmet Oral 教授チームである。彼が所有する Nano Mgnetics 社開発の優れた走査型プローブ顕

微鏡を使い、筑波大学で育成される高品質のトポロジカル絶縁体やトポロジカル超伝導体の電子状態につい

て、現在、混沌としている電子状態の問題の解決を試みることである。この 2 年間の共同研究を通して、結

論として、問題の中心は試料の質に関することであり、極めて困難な問題である事が判明した。この２年間

の研究を通して、この問題に明解な解答は得られなかったが、本質が試料の質にあるという点は明確に出来

たと考える。今後の研究に関して焦点が定まったことは大きな成果であったといえる。今後、新しい材料や、

新しい合成手法などが開発され、より高い品質の物質が得られるようさらなる発展を期待したい。 

 

（２）良質単結晶の育成 

トポロジカル超伝導状態の解明のためには、良質の単結晶が不可欠である。そもそも良質とは何を意味す

るかが大きな問題であるが、一つの指標は、100％に近いマイスナー効果による反磁性効果が発現することが

上げられる。そのほか、勿論、ゼロ抵抗は不可欠である。トポロジカル絶縁体を超伝導化するためにはドー

ピングが不可欠であるが、ドーパントによる電子状態や結晶格子の乱れがどの程度、超伝導発現に関与して

いるかという点が重要になってくる。これを正確に把握するためには局所的な情報が必要不可欠で、STM や

高分解能電子顕微鏡観察、ARPES などが主な測定手段となる。そのほか、ミクロな計測手段としては X 線や

中性子回折における熱振動パラメーターのドーピング依存性や、ロッキングカーブの線幅の解析などが挙げ

られる。我々は、良質な単結晶育成をフラックス法、および気相成長法により育成し、X 線回折法により格

子定数と線幅を測定し、トルコ側が開発中の STM で測定する方法をとった。 

Bi2Se3 は典型的なトポロジカル絶縁体としてしられており、Cu や Sr、Nb、Tl を添加することで超伝導に

なる[1,2,3,4]。特に、NbxBi2Se3 は単に超伝導ではなく、磁性が発現しているとする最近の報告があり[5]、そ

れが超伝導と共存すること、超伝導状態は結晶の対称性が三方晶であるが故に c-軸に対し 3 回回転対称性を

持つにもかかわらず、磁気トルクで測定すると、2 回対象が観測されるなど、超伝導状態の対称性が結晶の

対称性と異なることなど[6,7,8,9]、大変興味ある特異な性質が報告されている[10,11,12]。この超伝導状態に関

して、トポロジカル絶縁体のギャップ内に発生する超伝導クーパー対は特殊なマヨラナ状態にあると考えら

れており、これらの特異な性質はこのためではないかとする解釈

もあり、話題性が高い。さらにまた、このマヨラナフェルミオン

状態を利用した量子コンピューターなどの応用も考えられてい

る。これらの予想の信憑性を問う意味に於いても、大変興味ある

話題を提供してくれる Bi2Se3 はより深い研究が必要とされてい

る。 

我々は、まず、Cu をドープした Cux Bi2Se3 の良質単結晶の育

成を試み、それに成功した。その結晶の写真を図１に示す。 

図 2 には Sr をドープした SrxBi2Sr3(x=0.0、0.03、0.06、0.10、

0.15、0.20)の単結晶の育成後の写真を示す。この図から一見して

分かることは、Sr をドープすると x が増えるとともに結晶のサ

イズがまず、系統的に小さくなっていくことである。すなわち、

 
図 1. ブリッジマン法で育成された単結

晶 Bi2Se3 
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ドープ量が増えると単結晶が出来にくくなる。分析後の結果からは、全体として仕込み量と同程度の Sr が含

まれていると思われるが、果たして均一に試料に分布しているかどうかは疑わしい。この不均一性がこれら

の物質の最大の問題である事が本研究の結果として明らかになるのであるが、それを順を追って説明する。 

まず、我々が気づいたこの物質合成の最大のポイン

トは、超伝導化するためには高温から急冷（クエンチ）

する必要があることである。炉冷すると超伝導は得ら

れない。この事は、熱平衡状態で常温まで温度を下げ

ると試料は分解してしまうことを意味している。すな

わち、スピノーダル分解のような現象が起きていると

予想される。しかも、x=0.15 と固定し、急冷温度を

750 °C、630 °C、610 °C、590 °C、570 °C、650 °C と変

えると Tc は抵抗の中点で、2.47 K（630 °C）、2.59 

K(590 °C)、2.82 K(580 °C)と急冷温度が下がるにつれ増

大する傾向にある。しかしながら、結晶性はどんどん

悪くなる一方である。この事はまさしくスピノーダル

分解を思い起こさせる。結晶構造、不純物

相の析出状況と急冷温度の相関など詳細

は文献にゆだねる[13]。 

このような状況は Cu、Sr、Nb の順に程

度は良くなる方向にある。そのため、Nb

の場合が最も試料としては品質の高いも

のが作れるが、根本的な問題は残されたま

まである。 

電気抵抗測定の一例として x=0.15 での

磁場中での測定結果を図 3 に示す。転移点

幅∆Tc~0.2 K であり、比較的鋭い転移を示

している。磁場中でも急速に転移点の幅が

広がる様子は見られない。従って、この∆Tc

は、Sr の空間的な分布にばらつきがあり、それに伴う転移温度の不均一性に由来するものと考えられる。 

 

（３）物性評価 

 試料の質の評価法にはいろいろあり、一義的ではないが、まず、第一に、単結晶の結晶性の評価が重要で

ある[13]。これが保証されなければ、その後の測定は、そのレベルの結晶の質に基づいた測定結果であり、必

ずしも理想的状況を意味しない。そのため、普遍的な性質を議論する際、その点を考慮した評価が必要とな

ってくるが、ここまでの段階で、多くの研究発表はこの点を無視するか、評価が甘く、誤解を招くものが非

常に多いことは残念である。たとえば、トポロジカル超伝導状態を最初に指摘した CuxBi2Se3 の単結晶におけ

るポイントコンタクトの実験結果の論文では、ポイントコンタクト自体、表面状態のさまざまな問題を含ん

でおり、多くの場合、何らかのゼロバイアス異常が発現することは実験的には常識であるにも関わらず、そ

れを無視した内容と評価になっており、この業界を混乱に陥れた[14]。後に、これは STM の実験で完全に否

定されたが[15]、研究者のコミュニティを大きく惑わす結果と成り、倫理的に問題といえる。 

 
図 2．気相輸送法によって育成された SrxBi2Se3 

(x=0.0, 0.03, 0.06, 0.10, 0.15,0.20)の単結晶 

 
図 3．Sr0.15Bi2Se3の単結晶における Tc の磁場依存性 
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結晶格子の規則性を保証するためには X 線回折法で調べるのがよい。粉末 X 線回折により得られたデータ

をリートフェルト法で解析した結果（詳細は省くが）、ドーピングを進めるにつれ、熱振動パラメーターが増

大していくことが分かる[13]。これは、

熱振動が大きくなったのではなく、

ドーピングによって結晶構造が乱れ、

あたかも熱振動による振幅が増加し

たように見えるためであると解釈で

きる[13]。 

 次に、電子状態を調べるため、シ

ュブニコフ・ドハース効果の実験を

行った[13]。用いた結晶は、次の 2

つである。すなわち、ドープしてい

ない Bi2Se3、および Cu0.12Bi2Se3であ

る。この両者の結晶は溶融法によっ

て作製され、650 °C から氷水へクエ

ンチすることで得られた。Cu のドープ

量は X 線回折法による c-軸の長さと、

EPMA (Electron Probe Micro-Analyzer)に

よる定性分析によって Cu の存在が確認

されている[13]。 

試料は劈開した板状試料で、4 端子法

を用いて測定した。磁場は 16 T までは

in-house の超伝導電磁石で、55 T までは

東京大学物性研究所、金道研究室のパル

ス強磁場中で測定した。 

 図 4 に H//c-軸の場合の磁気抵抗の測

定結果を示す。温度は 4.2 K である。ま

ず、両者とも大きな正の磁気抵抗が発生

するが、その絶対値を見るとドープして

いない試料では約 1,000％近い磁気抵抗

が見られるが、x=0.12 ドープした試料で

は約 1 桁小さい値になっている事が分

かる。これは不純物散乱のためであると

考えられる。 

 バックグラウンドの磁気抵抗を磁場

のべき乗の関数で近似し、それを差し引

くことで、振動成分のみを取り出し、さ

らにそれを磁場の逆数 1/Bでプロットし

た。図 5．にそれを示す。図 5(a)は Bi2Se3

を、図 5(c)は Cu0.15Bi2Se3 の場合である。

 
図４．(a) Bi2Se3 と(b) Cu0.12Bi2Se3 の横磁気抵抗の振る舞い。実験条

件は H//c-axis, T =4.2 K 

 
図 5. シュブニコフ・ドハース振動の角度依存性。θ は c-軸から

ab-面内方向への角度を表す。(a), (b)は Bi2Se3 について、(c), (d)

は Cu0.12Bi2Se3 について表す。 
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ここには、c-軸方向から ab-面内方向への角度θ を、0.0°、30°、40°、50°、60°、70°、80°と変えた場合も加え

てある。 

図 5(b)、図 5(d)はそれぞれの振動部分をフーリエ解析した結果である。これらの図から、角度θ が増加す

るとフーリエ振動数 F が増大していくことが分かる。この周波数 F は k-空間のフェルミ面の断面積 A に比例

し、 

𝐹𝐹 =
ℏ

2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝐴𝐴 

と表されるから、従って、F の増大はそのまま A の増加を意味する。kz方向に伸びた楕円体を斜めに切って

いけば当然、断面積は角度θとともに増大することは明らかである。また、仮にこの信号が 3次元トポロジカ

ル絶縁体のバルク状態に由来する信号であるとすれば、 

 

𝐹𝐹(𝜃𝜃) = 𝐹𝐹0[cos2𝜃𝜃 + α2sin2𝜃𝜃]−1/2 

 

のような角度依存性が予想される。ここでαは異方性パラメーターである。一方、表面電子状態に由来すると

するなら、フェルミ面は 2 次元的な円柱状のフェルミ面であるだろうから、その断面積は角度θに対して

1/cosθ に比例して増大する事になる。この関数は勿論、θ =90oで発散する。 

このフェルミ面の断面積に関しては、ド ハース・ファン アルフェン(dHvA)効果の測定や、磁気抵抗のシ

ュブニコフ・ドハース振動の解析が先行研究として既になされており、ドーピングとともに 3 次元的楕円か

ら 2 次元的な円筒状のフェルミ面に変化するという報告が既になされており、ドーピングされたことによっ

て 3 次元トポロジカル絶縁体の特徴的な表面電導状態を直接観測したのではないかとする主張が数多くなさ

れている[16,17]。しかしながら、この主張は実験を精査してみると、いくつか腑に落ちない点が見られる。

ドーピングがゼロ、または少ないときに見られたフェルミ面はドープするとそのまま断面積だけが大きくな

って高い周波数の方向へ移動する。これは、キャリア数が増えるから当然であるが、もし、これに加えて表

面状態に由来するバンドの 2 次元フェルミ面が存在するとすれば、もう一つ、違った周波数で信号が観測さ

れるのではなかろうか？仮に、θ=0o で、両

者が同じ周波数であったとしても、上述し

たように角度依存性が異なるはずで、特に、

中間領域から高角度側では必ずや２本の

信号に分離され、2 つの信号が観測されて

良いであろうが、そのような報告はないこ

と、さらに、3 次元のフェルミ面を持つバ

ンドは角度を回転してもθ=90o では発散せ

ず、有限値にとどまるはずである。2 次元

的に発散するのであれば、最初からそれは

2次元的なバンドのフェルミ面であるはず

である。では、θ=0o で得られた信号は 2

次元バンドに由来するものなのか？仮に、

もしそうだとしても、表面状態のフェルミ

面はドーピングによって代わらないであ

ろうから、それではどうして、ドープ量が

 
図 6．Bi2Se3と Cu0.12Bi2Se3 のシュブニコフ・ドハース振動のフ

ーリエ周波数の角度依存性。両者ともに 3 次元楕円体近似で

よく説明される。 
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少ない時点でのフェルミ面とドープ量を増やしたときのフェルミ面と酷似しているのか？矛盾が生じてしま

う。勿論、2 次元的な表面ディラック電子状態を観測していないとする結果もある[18]。 

これに対する答えは、我々が得た結果から直接的に理解出来る。すなわち、そもそも、ドープ量とフェル

ミ面の大きさはθ=0o では他の測定から得られた不純物量から推測されるキャリア数だけで決まっていること、

角度を変えたときドープを進めたものはドープしなかったものに比べて、異方性は少し大きくなるが、角度

θ=90o で 2 次元的な発散はしないこと、両者はバルクの 3 次元フェルミ面を観測していることθ=80o以上では

信号が得られないので、θ=90oで発散するか否かは判断できないが、自然な外装をすれば明らかに発散するの

ではなく、単に感度が取れなくなって測定が不能となるためだと結論できる。すなわち、このシュブニコフ・

ドハース振動の解析から、得られた信号は 3 次元バルク状態のフェルミ面からの信号であると結論できる。

先行して行われた多くの同様の実験は、実験結果の解釈に於いて誤りを犯していると結論された[13]。 

図 6 は、x=0.0 と x=0.12 での CuxBi2Se3 単結晶のシュブニコフ・ド ハース信号から得られた、周波数 F を

角度θの関数としてプロットした図であり、フェルミ面を 3 次元バルク状態における楕円体フェルミ面と仮定

し、単に異方性パラメータαを調整するだけで大変良くフィットできることを示したものである[13]。ちなみ

にこのαの値は、上記の実験結果に対して、

α=2.14(x=0.0 について)および 2.11(x=0.12

について)である。この値は異方性の値と

してはそれほど大きな値ではない。すなわ

ち、電子状態の異方性はむしろ、結晶構造

の２次元的な原子配列から予想されるよ

り、小さいことが分かった。 

 最後に、我々の測定結果をこれまで過去

に得られている同様の実験結果と統合し

て、先の 3 次元バルク電子状態のフェルミ

面のみが観測されていると仮定し、単にキ

ャリア密度のみがフェルミ準位を変える

と下解析をすると図 8 の様に少なくとも

Cu をドープした場合の結果をキャリア数

だけで統一的に説明することが出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図７．フェルミ楕円の異方性の度合いとキャリア密度を多く

の試料についてプロットしたもの. 
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（４）STM、STS 

これまで、トルコとの 2 国間協定や筑波大学の重川研究

室との共同で STM や STS の実験をトポロジカル絶縁体

Bi1.5Sb0.5Te1.7Se1.3や SrxBi2Se3 の単結晶試料で行ってきた。こ

こでは、最近行った SrxBi2Se3 の STM の結果に的を絞って述

べる。 

この系は先にも述べたように、Cu ドープと同様に、Sr を

ドープすることで超伝導を発現する系である[2]。Sr は Cu

の場合と同様に Se の 2重層の間にインターカレーションす

ると言われているが、そのほかのサイトにも Cu の場合から

予想されるように置換していると想像されていた。実際、

劈開面（Se 層がトップレイヤー）で STM のトポグラフを

見ると図 8 のようである。 

この図から、まず、Se が 3 角格子を作っており、その原

子面が綺麗にみえること、Sr のドーパントが確実に存在し

ていること、母相の Bi2Se3と同様に Se の欠損が随所に見ら

れることが上げられる。綺麗な規則的な原子面が広域にわ

たり観測されることから、単結晶の質が良いことがわかる。Sr はインターカレーションしているとすれば、

最上面にあるはずで、これは必ずしも観測されたものが全てでは無いと思われる。なぜなら、劈開した際、

確率的に半分は劈開された方の面に存在しているはずであるからである。観測される Sr の量は事実、予想よ

りかなり少ない（半分以下であるが定量性は議論できない）。さらに、Se の欠損がたくさん見られるが、こ

れらはドープしない場合と同様である。 

試料は違うが、同様の

物質で、組成を調整して、

フェルミ面が出来るだ

けディラック点に近い

よ う に 工 夫 し た

Bi1.5Sb0.5Te1.7Se0.3 という

物質がある。これについ

ても同様に STS 象をと

り、先行研究の結果と比

較した。図 9（左）に我々

の試料におけるディラ

ック点付近の電子状態

の揺らぎを示す。また図

9（右）は、すでに得ら

れている実験結果である[22]。 

この結果を見て、まずいえることは、電子状態、特に重要なディラック点付近の電子状態が、空間的に大

変不均一である事である。我々の試料（左）は先行結果と比較してその不均一性はぐっと小さくなり、改善

はされているものの、0 から+30 meV 程度まで、空間スケール約数 nm で不均一である。先行結果では±50 meV

 

図 8．Sr0.15Bi2Se3 の表面 STM 像（超伝導状態

Tc=2.0 K 出測定温度は 1.95 K） 

 

図 9．ディラック点の空間分布で dI/dV 像。左は本実験で得られた結果であ

り、（右）は先行研究で得られた像[22]。 
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程度、かつ空間スケールが 11 nm 以下の原子レベルで揺らいでいることが分かる[22]。半導体ギャップが 300 

meV 程度あるからこの揺らぎは全体としてはそれほど大きな影響を与えるとは考えられないが、この空間的

な揺らぎはフェルミエネルギーでの kFの揺らぎと同等であるから、電子状態としては乱れの効果が強く表に

出てしまうと考えられる。また、試料の冷却の仕方にもこの不均一性は依存することもわかり、この系の電

子状態の理解はそう単純ではないことが分かる[13]。このような結果は、単結晶の質に関して極めて重要な情

報を与えてくれており、これらの半金属的な物質の電子状態の本質のように思われる。このような状態で超

伝導が発現しているわけであり、決して均一な電子状態を持つ系出発現する超伝導ではないことに特に注意

する必要があると思われる。詳細は文献[13]に、また最新の情報を含めて現在論文を作成中である。 

 

（５）結論 

これまで示してきた、シュブニコフ・ドハースの実験、STM、STS による劈開表面の実験結果を次のよう

にまとめることが出来る。すなわち、 

１． 試料の質に関しては、シュブニコフ・ドハース振動の見え方や、電気抵抗などのマクロな測定と STM

や STS の局所的実験結果から、我々の試料はこれまでの研究に使われた試料と比較して全く遜色ない

単結晶である事が分かった。これまで、トップレベルの実験として取り上げられている結果と比較し

て遜色ない結果が得られていることからもそれが分かる。しかしながら、だからといって、それがそ

の物質の本質かと言えばそうではない。むしろ、物質の乱れが非常に顕著な物質である事が判明した

わけであり、その物質の乱れた状態を基本に置いた考察が行われなければ意味が無い。局所的な揺ら

ぎが強い状況は結晶の本質的な乱れであり、局所的な電荷の揺らぎはこれ以上改善できないのかもし

れない。そうであるならば、この系の電子状態は本質的乱れによって強く影響された電子状態で発言

する超伝導であるという事になる。これが果たして従来の乱れた超伝導状態と比較して違いがあるの

だろうか。この辺の情報は現在の所皆無であり、今後の研究課題となるだろう。 

２． ドーパントを導入したとき、極端に磁気抵抗率が小さくなる事は、不純物による散乱が大きいことを

意味しており、これは電子状態の不均一性に由来していると考えられる。 

３． これを裏付けるように、STM と STS の結果は、不純物の位置で局所的に電子状態に±15 meV 程度の揺

らぎがあり、それがフェルミエネルギーEFの 1 割程度である。すなわち、フェルミ準位と思われる電

子の運動量に同程度の揺らぎが空間的に存在することを意味し、これは超伝導の形成にとって極めて

悪影響すると思われる。超伝導ギャップの不均一性、あるいは、不十分な超伝導マイスナー効果や抵

抗がゼロにならないなど、さまざまな異常現象（？）は、この不規則な乱れによるものであると、む

しろその理由を自然に考えることが出来る。 

４． 改めて、超伝導状態のさまざまな異常は、電子状態の不均一性に起因していると考えられる。 

５． このような強い静的ポテンシャル散乱のある時、超伝導が発現するためには、その超伝導は s 波的で

なければならない。 

６． この電荷の不均一性はこれら一連のカルコゲナイド物質の共通の特性であり、避けることの出来ない

困難であると考えられる。もしこの効果を排除し、本質的にトポロジカルな性質を知りたいのであれ

ば、このような局所的な原子スケールの不均一性（乱れ）のないトポロジカル絶縁体を探さねばなら

ないであろう。 

 

（６）国際情勢 

今回のトルコとの 2 国間共同研究事業は中東の国際政治情勢と深く関わったことから、その政治状態が本
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研究にどのような影響があったかを手短に述べたい。 

本研究が開始される前後から国際情勢、特に、トルコに接する中近東諸国、シリア、イラク、クルド地区、

などの不安定な国際情勢と、それによって発生した多数の難民問題が本研究に少なからぬ影響を与えたと思

われるのでそれについて概説する。 

2015 年 4 月、この研究が日本学術振興会の援助を得てスタートした。開始直後は順調にすすんで、我々が

育成した高品質単結晶の交換などを行い、問題ない滑り出しを見せていた。ところが、この年、10 月 10 日、

アンカラ市内のスフヒエ地区で大規模な爆弾テロ事件が発生し、100 人以上が死亡、200 人以上が負傷すると

いう大惨事となった。このため、この年の秋頃、トルコを訪問して現地でより綿密な研究に関しての協議を

行う予定であったが、この事件が発生したため、トルコ訪問は延期された。この騒ぎが収束するのを待って、

年度末頃にトルコへの訪問を計画したが、その実行直前の 2016 年 2 月 17 日、アンカラ市内で自動車爆弾テ

ロ事件が再び発生し、29 人が死亡、80 人以上が負傷する惨事となった。このため、2015 年度の計画として

トルコのアンカラを訪問するということ自体、かなり困難であると思われた。予算執行の期限が 3 月末であ

る事から、2015 年度のトルコ渡航を断念するかどうかについての決断を迫られたが、これ以上の延期は出来

ないと判断し、結局、2 月 28 日から 3 月 2 日にわたり、トルコ訪問を強行した（門脇、柏木、寺尾の 3 名が

トルコを訪問）。幸い、滞在中に事件は発生しなかったが、この直後、2016 年 3 月 3 日、再びアンカラ市内

の機動部隊基地で 2 名のテロリストが銃を乱射する事件が発生、さらに 3 月 13 日、再びアンカラ市内で自動

車を用いた大規模な自爆爆弾テロが発生し、37 人が死亡、125 人が負傷したと伝えられている。丁度、我々

の訪問はこれらの事件の狭間に行われた事に胸をなで下ろした状況である。 

外務省の海外危険情報によればアンカラ地域は特に重大な危険地域には指定されていないが、このように、

多くのテロが発生しており、決して安全とはいえない状態であり、日本から学生を連れて渡航する側とすれ

ば、少なからぬ危険性があり、本研究の実施に於いて支障が発生している状況であったことは間違いない。 

この状況はその後も改善されず、翌年も続く。2016 年 7 月 15 日にはトルコ軍によるエルドアン政権に対

するクーデターが勃発し、トルコ全体が大混乱に陥った。特に都市部に於いては、トルコ軍の装甲車や戦車

や軍用トラックによって、ほとんどの主要都市部の交通が完全に遮断され、正常な日常活動は突如として完

全に破壊された。多くの市民は危険性と交通遮断により自宅にとどまらざるを得ず、この混乱は 1 週間以上

続いた。この影響により、秋頃に予定していた 2016 年度のトルコ訪問は、再び延期になった。しかし、この

クーデター騒動は爆破事件などの一過性の事件とは本質的に大きく異なり、トルコの社会や教育機関、特に

大学に計り知れない重大な影響を与えた。保養地で休息していたエルドアン首相は危機一髪、クーデター派

の拘束を免れ、保養地からイスタンブールに逃亡することに成功したが、この際、エルドアンの乗った航空

機が軍の戦闘機 3 機に追尾され、ミサイル攻撃を受け、撃墜されそうになったが、この一難を危機一髪、逃

れたとされている（空軍機 3 機はミサイル攻撃で十分エルドアンの乗った特別機を撃墜できたと言われてい

る）。これによって、クーデターは失敗に終わった。その後、直ちにエルドアンによるクーデター派を主導し

たとされるギュレン運動派の粛清が始まった。ギュレン派はトルコ軍のみならず、トルコの民衆に宗教や教

育を通して深く根ざしており、特に、教育界に於いてトルコのみならず、中東、アフリカなど経済的に貧し

い国々に慈善事業として学校を開設しており、多大な影響力を持っているとされている。そのため、それら

の国々に於いては、多くの支持者が一般民衆から知識者層まで広く存在し、絶大な力を持っているといわれ

ている。トルコ国内に於いても、この状況が存在し、教育界に多くの信者がいる（いた）とされており、現

在も相当数、隠れ信者がいると言われている。これらの信者のうち、少なくとも数万人の大学関係者がトル

コ全体で拘束され、投獄されたり処刑されたり、あるいは国外逃亡をしており、多くの大学内部は研究が平

穏に行える状況にない。また、この粛正に伴い、大学に対する政府からの指導が強化され、大学の学長や執
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行部、学部長レベルにおける民主的な選出が禁止され、政府からのトップダウンで強制的に変更され、指名

されるなど、極めて大きな変革が今も強行されている。中東工科大学でも例外でなく、学部長以上の全人事

が強制的に変更され、国の方針で指名されている。この 2 国間共同研究におけるトルコ側の代表者である

Ahmet Oral 教授はこの事によって Dean of the Department of Physics and Microelectronics に抜擢されている。 

このような状況下で、クーデター以降、大学はほとんど研究が停止した状況にあり、学生の多くも大学を

離れている状況が目立ったが、驚くことは、表面的には国民や大学内部でほとんど動揺は見られないことで

ある。社会が常に流動的で、シリアと国境を接している部分では激しい戦闘が常態化していることや、日常

的に何が起こるか分からないような政治的、経済的な状態にある点は我が国などとは全く置かれた環境が異

なるということには研究面に於いても決定的な違いであり、十分に留意されねばならないことと考える。 

このような状況の中、2017 年 2 月 28 日～3 月 4 日まで，再びアンカラの中東工科大学を訪問した。大学内

部は一見平穏無事に見えるが、学生の数も少なく、研究活動が衰退している事に気づく。これは昨年と大き

な違いであり、クーデターの影響が色濃く尾を引いていることが分かる。このような国情であるにもかかわ

らず、日本側との共同研究実施に対し、最大限、協力してくれるという熱意が誠心誠意ある事も事実であり、

不可抗力として、このような政変が研究進展に少なからぬ影響している事もまた否定できない事実である。

やむを得ない状況である事は十分理解されるべきであると考える。 
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7．派遣・受入実績 

（１） 各研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。委託費から支出し

た出張のみ記載してください。ただし、日本国内出張は除きます。） 

 
氏名・所属・職名 

期      間 

（現地到着日～現地出発日） 

主たる訪問先 

（機関名・国名） 

1

年

度

目 

門脇和男・筑波大学数理物質系・教授 

門脇和男・筑波大学数理物質系・教授 

柏木隆成・筑波大学数理物質系・講師 

寺尾耕太郎・筑波大学大学院数理物質

科学研究科博士課程前期・1 年 

H27年 8月 22日～8月 28日 

H28年 2月 28日～3月 2日 

H28年 2月 28日～3月 2日 

H28年 2月 28日～3月 2日 

 

CICGジュネーブ、スイス 

中東工科大学、トルコ 

中東工科大学、トルコ 

中東工科大学、トルコ 

 小計   ４名（延べ人数）   

2

年

度

目 

門脇和男・筑波大学数理物質系・教授 

 

 

門脇和男・筑波大学数理物質系・教授 

柏木隆成・筑波大学数理物質系・講師 

松尾壮一郎・筑波大学数理物質科学研

究科博士課程前期 1年 

大須賀駿平・筑波大学数理物質科学研

究科博士課程前期 1年 

H28年 9月 17日～9月 24日 

 

 

H29年 2月 28日～3月 3日 

H29年 2月 28日～3月 3日 

H29年 2月 28日～3月 3日 

 

H29年 2月 28日～3月 3日 

 

Ilica Hotel Spa & 

Wellness Thermal Resort、

トルコ 

 

中東工科大学、トルコ 

中東工科大学、トルコ 

中東工科大学、トルコ 

 

中東工科大学、トルコ 

 小計  ５名（延べ人数）   

3

年

度

目 

   

 小計   名（延べ人数）   

 合計 ９名（延べ人数）   
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（２）各研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（振興会から滞在費等の支給

を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

 
氏名・所属・職名 

期      間 

（来日日～離日日） 

主たる訪問先 

（機関名） 

1

年

度

目 

なし   

 小計   名（延べ人数）   

2

年

度

目 

なし   

 小計   名（延べ人数）   

3

年

度

目 

   

 小計   名（延べ人数）   

 合計 ０名（延べ人数）   

 


