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量子凝縮の物理学：実験
ったことを自ら確認することに成功しました（次頁上図）。(B)
また，鉄系超伝導体では，この物質の最も特異な部分を代表
する特徴的素励起（ディラック粒子）のダイナミクスの発見
にも成功しました．(C) トポロジカル超伝導体周辺で新超伝
導体を発見しました。

超伝導薄膜・ジョセフソン接合を用いた研究
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前項で触れた最近話題の新高温超伝導物質ですが，上記の
ような我々の得意とする手法でアタックするためには，最高
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級の薄膜試料が必要です．ここ２－３年ほどの研究で世界最
高品質の薄膜が作製できるようになり（最多引用論文 10 選に選
ばれる），超伝導発現機構解明に重要な情報を与える研究を世

界に先駆けて行っています．今年は，いよいよ人工超格子の

量子凝縮ワールドへのいざない
トランジスタの発明・超伝導の発見など，物性物理が我々
の生活にもたらしている恩恵は測り知れないものがあります．
物性の主役はいうまでもなく電子ですが，20 年ほど前によう
やく高温超伝導が発見されたように，物質中の電子の振舞の
奥深さは我々の予測をはるかに超えています．なかでも，マ

作製や，ジョセフソン接合（超伝導トンネル接合）を作製し，
さらなる高温超伝導化を目指します。（次頁左図）

物性物理学における新しい高周波計測技術（マイクロ波～
ミリ波～テラヘルツ波）と高周波顕微鏡の開発

クロな数の電子が量子力学の世界を具現する量子凝縮現象は

上述の様に，物理学あるは自然科学の研究では，新しい計

その頂点ともいえるでしょう。前田研究室では「量子凝縮ワ

測手法の開発と新しい科学の発見は互いに車の両輪のような

ールドを解き明かす」をキーワードに，ここ数年では，以下

関係にあります。我々の研究室では，直流からテラヘルツ領

のテーマに中心的に取り組んできました．

域までの電気伝導度スペクトロスコピーが可能です．このよ
うなグループは世界的に見ても稀で，マイクロ波からテラヘ
ルツ波までの高周波物性計測に関して，世界でも数少ない重

新高温超伝導体の研究
量子凝縮のなかでも最も有名な現象が超伝導現象です。特
に，「今世紀最大の発見」「物性物理学への挑戦」と言われた
銅酸化物高温超伝導体も発見されてから 25 年以上が経過し
ますが，未だにその発現機構を正確に理解するには至ってい
ません．また数年前には全く新しい高温超伝導体（鉄系超伝
導体）が発見されましたが，銅酸化物超伝導体との対照的な

要拠点を形成しています．最近では，マイクロ波顕微鏡の開
発にも着手しました．これにより，最近話題の多くの物質の
物性理解が飛躍的に進むと期待されます．このように，物性
研究の有力なツールとして高周波電気伝導に注目するだけで
なく，高周波伝導の新測定技術開発・汎用化も念頭にあり，
その研究の一部は，企業との共同研究にも発展しています．

性質が，超伝導研究者に新たなフィーバーを巻き起こしまし
た．さらに最近では，トポロジカル超伝導体と呼ばれる，こ

来たれ！

れもまた全く新しいタイプの超伝導体の存在の可否が実験的

我々の研究分野では，物理の好きな人，メカいじりの好き

に大論争になっています。我々は，これらの新超伝導体につ

な人はもちろん大歓迎ですが，そうでなくとも，さまざまな

いて， (1)新超伝導体の開発

活躍の場が用意されています。たとえば，結晶作製に特異な

(2)発現メカニズムの解明(3)
のいずれの切り口

才能を示す人も世界中のヒーローになれます。イッチョ，何

からも研究を行っています。実験研究室として，手法面では，

かやってやろうという人，ぜひ覗いて見てください。物性研

マイクロ波・ミリ波領域の電子物性測定を主要な武器として，

究の発展史を振り返ると，従来の枠組みにとらわれない広い

独自の計測手法を開発しながら研究に取り組んできました．

視点の物質・物理感が必要不可欠なことは明白です．ニュー

新しい現象の探索 (4) 応用への礎造り

以下でいくつかを挙げると，(A) マイクロ波を用いた超伝

エイジの意欲的な学生諸君の参加を待っています！！

導の前兆現象（超伝導ゆらぎ）の研究から，高温超伝導メカ
ニズムに関する重大情報を世界に先駆けて提供することに成
功しました（注目論文に選ばれる）．最近では，更なる高周波数
化に挑み，テラヘルツ波領域の伝導度測定システムを新たに
建設し(次頁上図)，上述のマイクロ波測定からの推論が正しか
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(上) THz スペクトロメーターと超伝導ゆらぎ
(左) PLD 法を用いた成膜システム
(右) 研究室メンバー

修士論文・博士論文の題目例
マイクロ波伝導度スペクトロスコピーを用いた高温超伝導体における超伝導ゆらぎの研究
超伝導体の磁束量子のダイナミクスを用いた摩擦の物理の研究
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学生へ一言
諸君の人生に一度しかない非常に大切な若いとき！今，情熱を注いで打ち込めるものがあれば，きっと充実した人
生になるでしょう．超伝導の研究はそういう魔力をもっています．

研究室のメンバーより一言
前田研は，最初に個人の興味に配慮された研究のきっかけとなるテーマを先生からもらった後は，ほとんど自由に
研究ができる環境が整っています．自分で得た成果を国内外の学会で自ら発表し，さらに論文も執筆します．初めて
学会で発表したときの感動，初めて自分の成果が学術論文として出版されたときの感動は今でも忘れられません．セ
ミナーや輪読など，研究遂行上で必要な基礎学力をつける環境も整っています．研究室のメンバーは皆仲がよく普段
は一緒に，食事したり，飲みに行ったりしますが，研究に関しては，時に厳しく，言い合う環境もあります．超伝導，
物性物理に興味のある人，実験の好きな人，ぜひ前田研で一緒に研究しましょう！前田先生のブログもご参考に．

