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教育の特色 　—物理学専攻—

　物理学の目標である宇宙から物質の構造、素粒子に至る広いスケールでの物質の理解は、20世紀最大

の人類の知的所産である量子力学を中心として発展し、今日までの高度に進化した科学技術文明を生み

出す原動力となってきました。物理学専攻では、その根幹となる、物質の根源を追求する素粒子物理学と、

物質の様々な形態と性質を研究する物性物理学の2つを教育および研究の柱としています。

　当専攻のカリキュラムは、この2分野に関連した講義の中からそれぞれの専門分野に応じて系統的に

受講することにより、物理学の基本に関わる知識から、高度な先端的研究にも対処できる柔軟な知識を

得ることができるように組まれています。また、特に実験関連の分野では、学内に整備された実験施設

はもとより、加速器や大型実験施設を持つ国内外の研究機関との共同研究を積極的に進めており、大学

院生もそれらに参加して現代の物理学の最先端に接することができます。これらを通して、物理学的な

素養を持つ高度職業専門人、さらには優れた研究能力を持つ研究者や大学教員の養成を目指した教育研

究を行います。

　
—物理学専攻—

　全ての大学院生は、講義の受講の他に、入学時から上記

いずれかの研究分野に属して教員の指導のもとに研究を行

います。修士課程では、第1学年では講義の受講を通して

幅広い物理学の基礎知識を身につけるとともに、各人につ

いて定めたテーマに対する研究を始めます。例えば、輪講

などを通して基礎物理に対する理解をさらに深めたり、実

験分野では実験技術の取得をするなどして、研究の準備を

進めます。大学院生第2学年では、これら研究テーマに

ついて修士論文に向けての研究に全力を挙げて取り組みま

す。博士課程では、それぞれが修士課程で身につけた知識

とスキルをもとに、テーマを自ら設定して研究を深め、自

立した研究者を目指します。

教育の特色 　—物理学科—

　物理学は基礎から積み上げていく学問です。このた

め1～3年次では、力学、電磁気学、量子力学、統計

力学、物理実験など、物理学の基礎的な科目に重点を

おいています。しかしながらこれらの基礎的な科目を

学んだだけでは、皆さんが興味を持つ物理学の最新の

トピックスと関連性が見えにくいかもしれません。そ

こで、現代物理の面白さを味わってもらうため、「現

代物理学」を1年次に開講するとともに、基礎的科目

の授業においても現代物理学とのつながりを意識して

講義内容に工夫を加えています。また、先端物理学、

及び特別講義では、神戸大だけでなく他大学のスタッ

フも招いて、最新の話題を提供してもらっています。

そして4年次には自分の希望に応じた研究室に配属

となり、それまでに培った物理学の基礎力を活かして

特別研究（卒業研究）を行います。

　
—物理学科—

　物理学を学ぶには、講義を聞くだけでなく自ら進ん

で問題を解決していくことが大切です。この目的で、

基幹となる科目では問題演習も行われ、自分が考えた

解答を友人と議論したり、先生に質問したりしながら

理解を深めることができるようにカリキュラムが組ま

れています。また、実験科目では、自分自身の手で現

時点での最新の技術や成果につながる題材を取り扱え

るよう、さまざまな工夫がこらされています。

自然の真理を追究し、豊かな応用につなげる現代物理学
　物理学は、素粒子、原子、分子、物質、そして宇宙に至るきわめて広い範囲にわたる自然の構
造と機能の根本原理を探究する学問です。私たちの身のまわりにある物をどんどん細かく分けて
いくと最後にはどうなるのでしょうか。私たちの身のまわりの物質は、さまざまな条件下でどん
な性質を示すのでしょうか。また、「なぜ」そうなるのでしょうか。物理学は基礎科学としての自
然科学及びその応用科学技術の土台を成す重要な学問分野です。物理学科における教育、先端的
研究への参加を通じて、基礎科学への貢献並びに科学技術の進展に寄与できる人材の育成を目指
しています。

http://www.phys.sci.kobe-u.ac.jp/
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各講座の教員と教育研究分野 （2017年4月1日現在、＊は兼務教員）

理論物理学講座
　教授 播磨尚朝 量子物性論

早田次郎 宇宙論

　特命教授 倉本義夫 量子物性論

　准教授 園田英徳 素粒子理論

久保木一浩 物性理論

西野友年 物性理論

坂本眞人 素粒子理論

　特命講師 舩島洋紀 量子物性論

　特命助教 野海俊文 宇宙論

粒子物理学講座
　教授 藏重久弥＊ 粒子物理学

竹内康雄 粒子物理学

山﨑祐司 粒子物理学

　准教授 身内賢太朗 粒子物理学

越智敦彦 粒子物理学

　講師 前田順平 粒子物理学

　助教 鈴木　州 粒子物理学

　特命助教 矢野孝臣 粒子物理学

川出健太郎＊ 粒子物理学

物性物理学講座
　教授 太田　仁＊ 極限物性物理学

藤　秀樹 低温物性物理学

菅原　仁 電子物性物理学

河本敏郎 量子ダイナミクス

　准教授 櫻井　誠 量子ダイナミクス

大久保晋＊ 極限物性物理学

大道英二 極限物性物理学

小手川恒 低温物性物理学

松岡英一 電子物性物理学

前期（1Q	2Q） 後期（3Q	4Q）

1年

◎現代物理学Ⅰ,Ⅱ
◎初年次セミナー
○古典力学Ⅰ,Ⅱ
○惑星学基礎Ⅰ‒1,‒2

○剛体の力学
○解析力学Ⅰ
○惑星学基礎Ⅱ‒1,‒2
○古典電磁気学Ⅰ,Ⅱ

2年

○解析力学Ⅱ
○電磁気学Ⅰ
○物理実験学
△解析学Ⅲ
△物理学情報処理演習

◎物理学実験Ⅰ,Ⅱ
○電磁気学Ⅱ,Ⅲ
○熱統計物理学
○惑星流体力学Ⅰ,Ⅱ
○物理数学Ⅰ,Ⅱ
△特殊相対性理論

3年

○統計物理学Ⅰ,Ⅱ
○物理数学Ⅲ,Ⅳ
○量子力学Ⅰ,Ⅱ
○物理学実験Ⅲ,Ⅳ
△電磁力学
▲宇宙物理学
▲一般相対性理論

○統計物理学Ⅲ,Ⅳ
○量子力学Ⅲ,Ⅳ
○物理学実験Ⅴ,Ⅵ
△物性物理学Ⅰ,Ⅱ
△素粒子物理学

4年
4年通年
◎特別研究　　△先端物理学　　△特別講義

◎は必修科目　○は選択必修科目Ⅰ類　△は選択必修科目Ⅱ類
▲は選択必修科目Ⅱ類（隔年開講）
1Q/2Q/3Q/4Qはクオーター制による4期

博
士
課
程
前
期
課
程

□先端融合科学特論Ⅰ－1a～Ⅰ－23a 極限物性学 量子物性Ⅰ

□先端融合科学特論Ⅰ－1b～Ⅰ－23b 素粒子実験学Ⅰ 量子物性Ⅱ

物性論Ⅰ 素粒子実験学Ⅱ 科学英語

高エネルギー物理学Ⅰ 素粒子実験学Ⅲ 特別講義

理論物理学Ⅰ 素粒子実験学Ⅳ 論文講究Ⅰ

量子ダイナミクス 素粒子理論Ⅰ 論文講究Ⅱ

電子物性学 素粒子理論Ⅱ 特定研究Ⅰ

低温物性学 宇宙論Ⅰ 特定研究Ⅱ

宇宙論Ⅱ

博
士
課
程
後
期
課
程

□先端融合科学特論Ⅱ－1a～Ⅱ－23a 高エネルギー物理学Ⅱ 特別講義

□先端融合科学特論Ⅱ－1b～Ⅱ－23b 高エネルギー物理学Ⅲ 特定研究

物性論Ⅱ 理論物理学Ⅱ

物性論Ⅲ 理論物理学Ⅲ

□は全専攻共通授業科目

ヘリウム液化機からのヘリウムの汲み出し
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研究の特色
　上記のように、物理学専攻・物理学科では、物質の根源を追求する「素粒子物理学」と物質の形態・性質を研究する「物性物理学」を
教育研究の2本柱に据えて、それぞれに理論分野と実験分野とを配しています。組織構成としては、理論物理学、粒子物理学、物性物理
学の3講座から学科が構成されています。理論物理学講座（教育研究分野：宇宙論、素粒子理論、量子物性論、物性理論）では「素粒子・
宇宙物理学」と「物性物理学」の理論的研究を行っています。粒子物理学講座（教育研究分野：粒子物理学）、物性物理学講座（教育研
究分野：低温物性物理学、極限物性物理学、量子ダイナミクス、電子物性物理学）では、それぞれ「素粒子物理学」と「物性物理学」の
実験的研究を行っています。

研究トピックス

研究内容

理論物理学講座

宇宙論：時空と物質の起源の研究
担当教員：早田次郎、野海俊文
　宇宙論は、時空と物質の起源、そしてその進化を研究する学問
です。様々な波長の電磁波や重力波の精密観測によって、宇宙誕
生後約40万年の頃のビッグバンから現在までの宇宙の姿が高分
解能で観測できるようになってきています。インフレーション理
論を通してミクロな世界を探求すこと、暗黒エネルギーや暗黒物
質の謎を解明することが、我々の主な研究テーマです。マクロの
宇宙とミクロの世界が絡み合った領域の研究から、新たな時空像
を描くことを目標とした研究が行われています。

素粒子理論:	物質を構成する素粒子の理論的研究
担当教員:	坂本眞人、園田英徳

　標準模型よりも高いエネルギースケールの物理（余剰次元、超
対称性）の研究とともに、汎関数くりこみ群の手法を使った場の
理論の基礎研究を行なっています。特に、最近脚光を浴びている
余剰次元の物理は、通常の時空の4次元のほかに、さらに次元の
ある可能性を追求するもので、余剰次元の存在によりいままでの
素粒子理論が抱える2つの大問題―階層性の問題（標準模型のエ
ネルギー・スケールがプランク・スケールに比べてあまりに小さ
いのはなぜ？）と超対称性の問題（なぜ、またどのように破れて
いるのか？）―を解決できる可能性があります。

量子物性論：量子力学を用いて物質の性質をひもとく研究
担当教員：播磨尚朝、倉本義夫、舩島洋紀
　重い電子系などの強相関電子系と呼ばれる巨視的な結晶に発現
する多様な磁気的・電気的性質を、量子力学に基づいた数値計算的
手法を用いて解明する研究を行っています。フェルミ面や電場勾配
などの物理量を実験結果と比較することで、新奇超伝導や多極子秩
序や金属・非金属転移などの発現機構などを理解します。多様な物
性の包括的な理解を得るために、群論を用いた考察を援用すること
と、多くの実験研究グループと協力していることに特徴があります。

物性理論：超伝導や相転移など物質が示す性質の理論的研究
担当教員：久保木一浩、西野友年
　物性物理は原子や分子が集まった固体や液体など、凝縮系の性
質を研究対象にしています。このような多体系に潜む特有の物理
法則を理論的に解明して行くことが物性理論の目標です。
　高温超伝導体はその高い臨界温度から将来的な応用が期待され
るだけでなく、磁性との共存などさまざまな興味深い物性を示し
ます。他方、物質の表面など低次元格子系では幾つもの異なる状
態が実現し、その間の移り変わり（相転移）には物質の特徴を越
えた普遍性を見いだせます。私達はこれらの現象を、場の理論や
量子情報理論などの解析的手法と、密度行列繰込み群など最先端
の数値計算を組み合わせて研究しています。

粒子物理学講座

担当教員：	藏重久弥、竹内康雄、山﨑祐司、身内賢太朗、越智敦彦、
前田順平、鈴木　州、矢野孝臣、川出健太郎

　物質を構成する基本粒子（素粒子）はどのようなもので、その
間にはどのような力が働いているのでしょうか。我々は巨大な粒
子加速器、宇宙線などを用いた様々な実験で、この基本的な問題
に取り組んでいます。最近の精密な加速器を用いた実験や宇宙観

測の結果から、我々が知っているクォークやレプトンなどの粒子
よりも質量の大きな素粒子が存在するはずとの間接的証拠が数多
くあります。本講座では、これらの粒子の発見を目指して様々な
実験を行っています。その一つは世界最高エネルギーで陽子を衝
突させる LHC（スイス・CERN研究所）を用いたアトラス実験
です。2012年にはこの加速器でヒッグス粒子が発見されまし
た。現在より高いエネルギーの衝突で実験を行っており、更なる
新粒子発見が期待されています。

　レプトンの一種であるニュートリノ（ν）は、ν振動など他
のレプトンと異なる性質を持っています。その性質には未知の
部分も多く、物質宇宙創成の鍵である可能性もあります。我々
はν研究の最先端である、スーパーカミオカンデ（SK）実験お
よびT2K実験（茨城県東海村のJ-PARCで人工的に生成したν
をSKで検出）に参加しています。さらに次世代実験であるハイ
パーカミオカンデ（HK）にむけた開発研究も行っています。ま
た、宇宙暗黒物質（ダークマター）の直接探索に取り組んでいま
す。大質量の液体キセノンを用いるXMASS実験、方向に感度
のある検出器を用いるNEWAGE実験を推進しています。ダー
クマターは未発見の素粒子である可能性が高く、現在世界で活発

に研究が行わ
れています。
SK実験、暗
黒物質探索実
験は、自然に
存在する宇宙
線による影響
を 排 除 す る
た め、 地 下
1000mに設
置された実験
サイトで行わ
れています。HK検出器のイメージ図。有効体積はSK検出器の約20倍となる。

LHCでの国際共同実験ATLASに完成した前方ミューオン検出器

ミクロの理論で宇宙を理解する＆宇宙を使ってミクロの世界を探る
　下の上２枚の写真のように、宇宙には、星や銀河、銀河団といった豊かな構
造があることはよく知られています。このような美しい構造は、宇宙が誕生し
たばかりの頃の僅かな質量密度のゆらぎが重力によって増幅されてできたと考
えられています。そうだとすると、その最初の密度ゆらぎがどのようにして生
まれたかが気になります。インフレーション理論は、この豊かな宇宙の構造が
宇宙初期の量子ゆらぎからつくられたと予言しています。左下の写真はインフ
レーションから宇宙の大規模構造が創られる過程のイメージ図です。
　このように宇宙というマクロな世界の構造が、量子力学が記述するミクロな
世界と結びつく理由は宇宙が膨張しているからです。現在、こんなに大きな宇
宙も、大昔は素粒子と同じくらいに小さかったと考えられていて、そのころに
起きたことが現在の宇宙の構造の起源となっているのです。我々は、この事実
を利用してミクロの世界のことを知りたいと思っています。望遠鏡で遠くを見
るというのは、昔の光を見ること、したがって、昔の宇宙を見ていることになるからです。それはまた、小さかった時代の宇
宙を見ることを意味しています。つまり、望遠鏡は超高性能顕微鏡の役割を果たすのです。現在、最も遠くを見ることのでき
る望遠鏡は、宇宙マイクロ波背景放射観測衛星です。宇宙には130億年前の熱かった時代の名残である電磁波が満ちていて、
宇宙マイクロ波背景放射（CMB）と呼ばれています。この電磁波観測を始めとして、様々な観測によってミクロな世界を研
究しています。右下のグラフは我々が最近発見した非等方インフレーション宇宙モデルの安定性を示すものです。力を媒介す
るゲージ場が宇宙初期で重要な働きをすることを世界に先駆けて発見しました。このように、我々の研究室では素粒子理論を
使って宇宙論的な新たな描像を明らかにすることや、宇宙の精密観測から素粒子理論の記述するミクロな世界の情報を得ると
いう双方向の研究を行っています。
　我々が研究対象としているのは宇宙
の大規模構造の起源だけではありませ
ん。我々の身の回りにあるバリオンと
呼ばれる物質の起源もそうです。これ
は粒子と反粒子の対称性が破れること
によって説明できると信じられていま
す。素粒子理論と宇宙論の関わりは深
いわけです。また、暗黒物質や暗黒エ
ネルギーの解明も目指しています。こ
れはアインシュタインの重力理論を修
正することで説明できるかもしれませ
ん。ブラックホールの物理学も研究し
ています。宇宙論は究極の雑学です。
研究室の構成員のそれぞれが柔軟な思
考でアイデアを出し、自ら考え、個々
の研究を行っています。そのような雰
囲気のなかから、皆で新たな研究テー
マを創発していこうというのが我々の
研究室のモットーです。

早田　次郎	教授
宇宙論分野

M.BlantonandtheSloanDigitalSkySurvey.

NASA, ESA,H. Teplitz andM. Rafelski
(IPAC/Caltech),A.Koekemoer (STScI),R.
Windhorst(ArizonaStateUniversity),andZ.
Levay(STScI)

ESA-C.Carreau
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卒業・修了後の進路

　学部の卒業生は、約80％が外部も含めた大学院に進学しま
す。学部生の就職先は、情報・通信、電機、銀行、証券など
の幅広い分野です。
　大学院前期課程（修士）修了者は約10％が外部も含めた後
期課程（博士）に進学します。就職先は電機メーカーが最も
多く、ついで情報・通信、機械、小中高の教員などが続きます。
　大学院後期課程（博士）を修了すると、博士研究員として
研究を続ける人が多数ですが、企業への就職の道も開けてい
ます。

研究内容

物性物理学講座

低温物性物理学：NMRを用いた超伝導体・磁性体の実験的研究
担当教員：藤　秀樹、小手川恒

　ものの性質を調べる手法としては、電気伝導、熱伝導、比熱な
どのように物質全体の平均的な性質をみることのできるマクロ測
定法の他に、物質を構成している電子や原子を直接見ることによ
りその性質を調べる方法があります。これらの手法は、ミクロ測定
法と呼ばれています。特に、原子がもつ核スピンの量子力学的な
効果を利用し、原子核の周りの電子状態などを調べることが出来る
手法は、核磁気共鳴法（NuclearMagneticResonance=NMR）
とよばれ、医療現場などではMRIとして活躍しています。物質の
電子状態を明らかにするためには、量子効果が現れてくる極低温
での測定が必要不可欠です。このため、100mK以下の極低温を
発生できる装置や、定常磁場で17万ガウス（17テスラ）の超伝
導磁石、4.5GPaの静水超高圧を発生できる装置を利用していま
す。このように、我々のグルー
プでは、NMRを主な測定手段
とし、ミクロな立場から物質の
本質を捉えるとともに、マクロ
な性質を明らかにすることの出
来る電気抵抗測定などを相補的
に活用し、新しい超伝導体、磁
性体、半導体など低温で生じる
未解決な量子効果を実験的に解
明することを目指しています。

極限物性物理学：強磁場を用いた磁性体の実験的研究
担当教員：太田　仁、大道英二、大久保晋

　物質の性質を調べるときに、非常に低い温度にしたり、高い磁
場をかけたり、高い圧力をかけたりすることが有効です。物質を、
こういった「極限」状態に置くことで、通常示さないような物質の
未知の状態を作り出したり、新しい機能を生み出すことができま
す。例えば、私たちの研究室には、コンデンサーにためた電荷を
瞬間的にコイルに流すことによって、ピップエレキバンの300倍
以上（55テスラ）の磁場を作ることができる装置があります。こ
のような強い磁場の中では、物質の磁気的、電気的な性質が大き
く変化します。私たちの研究室では、この装置と極低温や高圧を
組み合わせることで、多重極限状態における物質の性質を実験的
に調べています。具体的には、
電子スピン共鳴やマイクロ計測
という手法を用いて、電気伝導
性のある有機物、半導体デバイ
ス材料、量子論的な性質が顕著
なスピン系などを中心に幅広い
物質群を対象として研究を行っ
ています。

量子ダイナミクス：光やイオンのビームを用いた実験的研究
担当教員：河本敏郎、櫻井　誠

　レーザー光や多価イオンなどのビームを物質に照射し、誘起さ
れる電子や分子のダイナミクス（動的な変化の過程）を探究して
います。
　レーザーは波長などの性質がそろった光を出し、例えば高速イ
ンターネットを支える光通信やCD・ブルーレイプレーヤーなど、
幅広い分野で応用されています。私たちは特にフェムト秒領域の
時間（～10-13 秒、光の進む距離にして100ミクロン以下）だけ
光る超短パルス・レーザーを用いて、物質で起こる電子や原子の
超高速現象を明らかにする研究を行っています。また多価イオン
つまり多数の電子をはぎ取られたイオン（例えばAr16+）のビーム
と固体表面との相互作用に関する研究を行っています。多価イオ
ンが表面に衝突すると、多価イオンの大きな内部エネルギーによっ
てナノメートルの領域に劇的変化が起きます。私たちは神戸大学
で独自に開発した多価イオン発生装置「KobeEBIS」を用い、多
価イオンと固体表面の相互作用に関連した様々な現象の基礎的理
解を通じて、多価イオンを表面のナノ加工技術などに応用する研
究を進めています。

多価イオン発生装置「KobeEBIS」 レーザー実験装置

電子物性物理学：新物質開発を目指した実験的研究
担当教員：菅原　仁、松岡英一

　新しい物質の開発は科学技術に革新
をもたらし、同時に基礎科学を発展さ
せてきました。私達の研究室では、新
奇な超伝導や磁性を示す物質の開発を
行い、その物性研究を行っています。
物性の実験的研究を行うためにまず重
要なのは、純良な試料（結晶）を得る
ことです。そこで私達は、引上げ法、
フラックス法、化学輸送法等の様々な
手法を用いて、超伝導体や磁性体の純
良単結晶を育成しています。そして、
作製した結晶の物性を、電気抵抗、磁
化、比熱等の基礎物性測定や、ドハー
ス・ファンアルフェン効果等の特色あ
る先端的な測定手段を用いて調べるこ
とで研究を行っています。 物理学科・物理学専攻

ホームページ
http://www.phys.sci.kobe-u.ac.jp/

最近発展のめざましいインターネットやコンピュータなどのテクノ
ロジーも、そのおおもとの基盤は物理学にあります。ですから物理

の基礎をしっかり学んでおくことは、社会に出てからも大変有益であると
いえるでしょう。また物理学はものごとをその根源にさかのぼって理解し
ようとする学問です。物理学科の講義や演習・実験を通じて、どんなこと
でも自分でじっくり考え、確かめていく習慣をつけることは将来どのよう
な進路に進んでも必ず役にたつはずです。

物理学科で学んだことは
社会でどのように役立ちますか？

物理学科で行っている研究やその意義を広く知ってもらうために、毎年サ
イエンスセミナーを開いています。さらに、高校生を対象とした模擬授業

を実施しています。また、物理学科のホームページでも最新の研究成果を見る
ことができます。

物理学科で行われている研究の内容は
どのようにして知ることができますか？

物理学科のホームページに各教員の電子メールアドレスがのっています
ので利用して下さい。また、理学部では毎年夏休みに高校生を対象とし

たオープンキャンパスを実施していますので、その機会を利用することもでき
ます（時期はホームページに掲載予定）。

物理学科の先生と直接
コンタクトをとることはできますか？

学部卒業生の進路
（2014～2016年度）

本学大学院　66
民間企業　　 16
その他　　　　8

他大学大学院　33
教員・公務員   4

大学院博士課程前期課程（修士）
修了生の進路

（2014～2016年度）

本学大学院
民間企業　　 56
その他　　　　4

他大学大学院　2
教員・公務員   4

17

物理の魅力
　物理学科に進んだきっかけは中高時代
の恩師との出会いでした。実験をする時
のキラキラした目が印象的で、こんなに
も人の目を輝かせる物理学にはどんな魅
力があるのだろうと興味を持ちました。
物理を学ぶにつれて、普通に生活してい
ては気にも留めないような現象に疑問を
抱く物理学者の少し変わった観点が好き
になり、自分もそんな世界に飛び込んで
みたいと物理学科に入学しました。
　大学の講義は学年と共に専門性が高くなり、決して優秀とはいえな
い私には難解すぎる授業もありましたが、物理を嫌いになることはあ
りませんでした。分からない課題があれば学科の友人と空き教室に集
まり、黒板に収まりきらない程の数式を書き連ねて議論しました。頭
を捻りながら美しい答えを導き出せたときの達成感と感動を分かち
合える友人を得られたのは物理学科に入ったからこそだと思います。
また、先生方と学生の信頼関係も厚く、講義や実験中でも質問しやす
い雰囲気は神戸大学の物理学科の良いところだと思います。
　大学院に進学し研究室に入ると、最先端の物理実験に触れる機会
が多くなりとても刺激的です。様々な研究者から話を聞くとそれぞれ
の研究に対する姿勢や考え方があり、そこから学ぶことは研究以外の
人生においてもきっと役立つだろうと思います。そして何よりも良い
なと思うのは、研究の話をしている人の目がキラキラしていることで
す。彼らの飽くなき探求心は本当に純粋な好奇心から生まれているの
だと実感します。大学以外の研究施設に出張すると、研究者以外の地
元の人に出会ったり、時にはどんなことをしているのかと尋ねられた
りします。私の拙い説明でも目を輝かせて聞いてもらえるのです。そ
の目を見るとこちらまで嬉しくなります。
物理学には人の目を輝かせる魅力があるのだと思います。
その魅力は一体何なのか。どこから来るのか。知りたいと思った人は
物理の世界に飛び込んでみるのもいいのではないでしょうか。

中澤　美季
（平成27年度学部卒業）
現在　博士前期課程２年

物理学を専攻して
　高校生の頃に、得意不得意を抜きにして
面白かったのは物理でした。数式一本で世
の中の現象を説明・解明していく中にロマ
ンを感じていましたし、基礎知識を積み立
てた上で新しい問題を解き明かしていくの
が好きでした。
　大学では、ユニークな先生方の授業の中
で、物質の神秘や宇宙の起源へ挑戦するた
めの基礎知識の習得、実験的なアプローチ
のノウハウを学びます。浮世離れしているようで、社会の先進技術は物
理の進歩の産物です。好奇心を刺激され、物理の奥深さと裾野の広さに
驚いてばかりいました。高度な数学や考え方は、難しくてくじけそうに
なることばかりでしたが、神戸大学は少人数制でアットホームな雰囲気
なので、先生方や同期・先輩にいつも支えられ、ひとつひとつ進むこと
ができました。
　研究室に所属すると、自ら行う研究が、誰も知らない、最先端の結果
に繋がっていくことになります。例えば物理測定では往々にして大型の
単結晶作製が重要にして最大の課題となりますが、敢えて細かな結晶の
まま磁場中で磁性体の向きを揃えて固まらせて疑似的な単結晶とする
方法を、京都大学の農学部の先生の元へ足を運び教えて頂きました。こ
うした学校や分野を超えた知見のおかげで、物理分野で初めてとなる磁
場中配向試料の作製へと漕ぎ着けたのはひとつの自信になりました。作
製した試料を使った測定の結果をアメリカ・ユタ州で行われた国際会議
で発表し、世界各地の専門家の方と議論することができ、よい経験とな
りました。また測定でテラヘルツ光を扱っていた関係で日本赤外線学会
に所属し、学生会の幹事長を勤めましたが、そうした中での学生同士の
交流はもとより、エンジニアの方々と議論したことは将来を考えるきっ
かけとなりました。人と繋がり、それが研究や人生を深めていくような
こうしたチャンスはいくらでも転がっていて、みなさんに拾われるのを
待っています。
　そして今私は、物理の畑を飛び出して、鉄鋼材料の開発に携わってい
ます。ゼロから勉強の毎日です。それでも、物理学科で培った、「なんで」
と考える癖が自分の成長を加速させていると思います。原理・原則を極
めるという物理の基本姿勢、論理的に考える力、なにより好奇心を財産
として、次は社会のために貢献する、その道中にいます。
　物理が面白そうだと思う気持ちがあるのならば、多くの機会に恵まれ、
様々な個性的あふれる人たちに囲まれる神戸大学でキャンパス・ライフ
を楽しみながら、成長していけると思います。臆せずに挑んで下さい。

北原　遥子
（平成25年度学部卒業、平成27年度博士前期課程修了）

現在　新日鐵住金株式会社　勤務

17テスラの強磁場、0.36ケルビンの極低温状態
でNMRにより超伝導の性質を調べているところ。

遠赤外線レーザーと大容量コンデンサーを
用いた強磁場電子スピン共鳴装置

力学は物理の基本。大学に入って初めての物理専
門科目です。

古典力学Ⅰの授業風景 物理学実験Ⅲ‒Ⅳの様子

測定できなければ、物理ではありません。

量子力学Ⅰの授業風景

現代物理の根幹にあるのが量子力学

引上法で単結晶を作製している様子

フラックス法で作製した単結晶
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