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はじめに

さきがけ研究者（2007-2010）として…

[次世代デバイス] 革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス

(2007～2012／H19～H24)

研究総括: 佐藤 勝昭 （東京農工大学 名誉教授）
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→ さきがけ総括として、研究者が自由に議論し研鑽できる場を提供したい

さきがけ参画で得たもの：

• 多様な分野で活躍する若手研究者の人脈

研究者同士が切磋琢磨できる環境

• 研究分野を俯瞰する広い視点

狭い分野に閉じこもらないことの重要性

専門分野：物性理論（トポロジカル相、スピントロニクス…）



はじめに

トポロジカル絶縁体の提案 (Kane & Mele, 2005) 

→ 物性物理分野での爆発的な研究の広がり

→ 他分野への波及

総括からのメッセージ
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• Haldaneの量子ホール系の論文 (1988) (ノーベル賞)を組み合わせたもの

• 発想は至って単純であったが、それが分野に革命を起こした。

(この提案はもっと早くなされていてもおかしくないし、もしくは未だなさ

れていないかもしれない。卓越した着想がチャンスを生み出す）

• 物性理論研究者と数学者との交流が重要であった

◆ 卓越した着想の重要性

◆ 異分野間の交流の重要性



領域運営の方針

• 個人研究者が短期的な成果に固執することなく、３年半腰を据えて

じっくり独創的研究に取り組めるような環境を提供
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• 円滑な研究展開をバックアップする体制

– 領域会議（半年に１回）＋サイトビジット等

– 総括・領域アドバイザー・他研究者からの率直な意見

→ 計画の修正を求める場合も

（単なるダメだしではなく、positiveな意見を出す）

• 研究連携・研究交流

– 異分野研究者との交流→ 研究の視野と人脈を広げる

– 同領域のCREST研究領域等とも積極的に連携

– 海外との共同研究や国内外の関連コミュニティとの連携を推進



2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

研究期間・研究費
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１年次採択

２年次採択

３年次採択

• 研究期間：2020年10月～2024年3月（３年半）

• 研究費総額：3～4千万円（直接経費）



研究領域の概要

①トポロジカル絶縁体に起源を発するトポロジカル物質群への世界的な

注目（スピントロニクス、フォトニクス、量子情報処理など広範な分野

で大きな変革を生み出す可能性）

②実空間のトポロジーにおける、位相欠陥などのトポロジカルな性質を

積極的に利用したスピン流制御、超空間・超流動現象、分子の幾何学的

性質や絡み合いの制御による高分子・超分子材料などの高機能化の進展

背景
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個別の分野・学問領域で発展してきたトポロジーに立脚した物質
探索・材料開発をトポロジカル材料科学として体系化し飛躍させる
→次世代の材料・デバイスを牽引し我が国の競争力を高めていく
ために急務。



研究領域の概要

・トポロジーという新たな物質観に立脚した

トポロジカル材料科学の構築

・トポロジーによる革新的な新規材料・新規機能創出

目的
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「トポロジカル絶縁体」に代表される様々なトポロジカル量子材料を始

めとし、広範な領域における“トポロジカル材料科学”の探求を通して、

原理的にその性能向上の限界が顕在化してきているエレクトロニクスデ

バイス分野等において新たなパラダイムを築くことを目指します。



研究領域の概要

• 様々なトポロジカル物質群、機能群を統合

• 新規トポロジカル物質を開拓し、それらの材料としての設計・制御による革新的

機能創出およびデバイス創成へつながる先駆的で独創的な研究を推進
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物理学 化学

工学 数学

• トポロジカル材料科学の体系化を目指した広範な学問分野の連携を推進

分子性材料

光学材料電子材料
メタマテリアル

高分子材料

磁性材料

上図は分野の例です。上図にない分野からの提案も歓迎します。



領域アドバイザー
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氏名 所属

石坂 香子 東京大学大学院工学系研究科 教授

石原 照也 東北大学大学院理学研究科 教授

大淵 真理 富士通研究所 シニアマネージャー

齊藤 英治 東京大学大学院工学系研究科 教授

笹川 崇男 東京工業大学科学技術創成研究院 准教授

佐藤 昌利 京都大学基礎物理学研究所 教授

高田 十志和 東京工業大学物質理工学院 特任教授

坪井 俊 東京大学大学院数理科学研究科 教授

眞子 隆志 科学技術振興機構研究開発戦略センター フェロー

村木 康二 日本電信電話株式会社物性科学基礎研究所 上席特別研究員

求 幸年 東京大学大学院工学系研究科 教授



第1期採択者と研究課題
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氏名 所属機関 役職 研究課題名

青木 大輔 東京工業大学 物質理工学院 助教
空間結合を創る高分子トポロジー変換反応を
鍵とした異種トポロジーの融合

打田 正輝 東京大学 大学院工学系研究科 講師
薄膜技術を駆使したトポロジカル半金属の非散
逸伝導機能の開拓

葛西 伸哉
物質・材料研究機構
磁性・スピントロニクス材料研究拠点

主幹
研究員

磁気スキルミオン素子の構築と新規材料探索

塩崎 謙 京都大学 基礎物理学研究所 助教
一般コホモロジー理論に基づいたトポロジカル
材料科学理論の構築

関 真一郎
東京大学 大学院工学系研究科 総合
研究機構

准教授
磁気構造と電子構造のトポロジーを利用した巨
大創発電磁場の生成と制御

竹内 一将 東京大学 大学院工学研究科 准教授
液晶トポロジカル乱流の構造決定と負粘性材
料科学の開拓

中山 耕輔 東北大学 大学院理学研究科 助教
全結晶方位ARPES法による新規トポロジカル
材料開拓

松尾 貞茂
理化学研究所 創発物性科学研究セン
ター量子機能システム研究グループ

基礎科学特
別研究員

並列二重ナノ細線と超伝導体の接合を用いた
無磁場でのマヨラナ粒子の実現

森竹 勇斗 東京工業大学 理学院 助教
メタ原子鎖による新奇な光トポロジカルエッジ
状態の開拓

渡邉 悠樹 東京大学 大学院工学系研究科 准教授 対称性の表現に基づくトポロジカル材料の探索



第2期採択者と研究課題
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氏名 所属機関 役職 研究課題名

井手上 敏也 東京大学 大学院工学系研究科 助教
ファンデルワールス結晶の対称性制御とトポロ
ジカル非線形輸送

小澤 知己 東北大学 材料科学高等研究所 准教授
原子・分子・光物理学におけるトポロジカル物
性とその応用

小門 憲太 北海道大学 電子科学研究所 准教授
トポロジー精密制御による革新的ネットワーク
高分子材料の創出

谷口 耕治 東北大学 金属材料研究所 准教授
有機・無機ハイブリッド計を基軸としたトポロジ
カルスピン材料の開発

那須 譲治 横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授
量子トポロジカル磁性体のもつ素励起の時空
間的制御

新居 陽一 東北大学 金属材料研究所 助教
トポロジカルフォノニクスと革新的な音波・熱物
性の開拓

林 晋
産業技術総合研究所 数理先端材料モ
デリングオープンイノベーションラボラトリ

産総研特別
研究員

指数理論に基づく多様な形状の系のトポロジー
の研究と展開

町田 理
理化学研究所 創発物性科学研究セン
ター

研究員
トポロジカル超伝導体におけるマヨナラ粒子の
検出と制御

森本 高裕 東京大学 大学院工学系研究科 准教授
トポロジカル物質の非線形応答および非平衡
減少の理論的研究

横田 紘子 千葉大学 大学院理学研究院 准教授
トポロジカルプラットフォームとしての強誘電分
域境界

Le DucAnh 東京大学 大学院工学系研究科 助教
強磁性半導体を用いたトポロジカル超伝導体
の実現



数学 物理学 工学 化学

弾性材料・
誘電材料

光学
材料

電子
材料

磁性
材料

分子性
材料

高分子
材料

葛西伸哉
磁気スキルミオン

竹内一将
トポロジカル乱流

松尾貞茂
マヨラナ粒子

森竹勇斗
メタ原子

中山耕輔
表面物性測定

渡邉悠樹
材料探索

関真一郎
巨大創発電磁場

青木大輔
高分子構造材料

打田正輝
薄膜

塩崎謙
コモホロジー理論

谷口耕治
有機・無機ハイブリ
ッドスピン材料

Le DucAnh
強磁性半導体

町田理
マヨナラ粒子

那須譲治
準粒子励起

森本高裕
非線形・非平衡

新居陽一
フォノン

小澤知己
人工量子系

横田紘子
非破壊3次元
可視法

林晋
指数理論

井手上敏也
ファンデルワ
ールス結晶

小門憲太
ネットワーク高
分子材料

第1期・第2期採択者の研究分野
第1期

第2期
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募集・選考における研究総括の方針

（１）トポロジカルな特性を利用した

新規物質・材料開発および機能創出

募集方針（３つのアプローチ）
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（３）トポロジカル材料の計測・評価技術の創出

（２）トポロジカル材料科学の構築のための

理論・計算



募集・選考における研究総括の方針

・物質のトポロジカルな性質を最大限に引き出した新規材料開発および

機能創出をめざす研究提案を募集。

・将来的な応用展開につながる革新的な機能創出が見込まれる物質開拓・

材料開発であれば、材料系の種類は不問。

・トポロジカル材料を利用した革新的なデバイス創出にかかる野心的な

提案を歓迎。

（１）トポロジカルな特性を利用した

新規物質・材料開発および機能創出
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提案にあたっては、自身の提案する材料系が、応用が見込まれる材料分野

での課題解決にどのように貢献するかを、当該分野の基礎科学的・工学的

立ち位置を踏まえて明示してください。



募集・選考における研究総括の方針

・実材料への展開に貢献する工学的な視点を含めた理論・計算による

アプローチを歓迎。

・各材料分野における理論・計算的な提案にかぎらず、分野横断的な

理論の提示や新手法の開発を可能とする数学分野・素粒子物理学分野

などからの提案を歓迎。(材料科学とのかかわりは必須)

（２）トポロジカル材料科学の構築のための理論・計算
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ア．トポロジカルな性質を利用した新現象の予測や新規物質の予測を可能と

する理論・計算

イ．実材料を見据えた温和な環境での機能発現など既知のトポロジカル物質

の特性向上を可能とする材料設計指針の提示

ウ．トポロジカル材料群を貫く普遍的な理論体系・学理構築



募集・選考における研究総括の方針

（３）トポロジカル材料の計測・評価技術の創出
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・トポロジカル物質群の特異な現象や物性を評価する計測手法の開発や

高度化に関する研究提案を募集。

・表面形状や界面形状の制限を緩和する分光学的手法の開発、物質中の

未知準粒子の決定的な観測手法など、提案する分野での計測技術上の

課題にブレイクスルーを与えるような提案を期待。

トポロジカル材料に関わる新規計測手法の開発や高度化を

通じて、トポロジカル材料の新規機能発現につながるよう

な革新的提案を期待します。



募集・選考における研究総括の方針

従来なされている研究の延長にあるものや

これまでの研究を単なる組み合わせただけの、

既存技術の改良研究

選考の方針（申請時のポイント）
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自身の提案する“トポロジー”とは何か、そこから

得られる革新的な機能や学理としての普遍性とは

何か、徹底的に考え抜かれた、独創的で革新的な

アイデアや概念の提示を期待します。



• 研究総括＋多彩な分野の領域アドバイザー（＋追加の審査員）で審査。

• 科研費(若手、基盤等）とは全く違う。
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募集・選考における研究総括の方針

選考の方針（申請時のポイント-1）

2) 他分野の人にも計画の重要性・革新性がわかるように

学術的重要性や波及効果、従来の研究と比較した優位性・独創性を分野外

の人にもわかりやすく説明してください。

1) ３年半の研究期間を使った野心的な計画を！

• 小さくまとまった計画は採択しない。（ １年毎の成果は求めない）

• 既存の分野内で知見を一歩二歩進める研究でなく、質的に新しい要素を

組み込んだ研究、新分野開拓、分野横断的な研究計画を歓迎。

• 実績よりも計画の新規性・革新性を重視。質的な新規性を持つ研究を。

• ただし無謀な計画は×。現時点での実現可能性の綿密な検討が必要



募集・選考における研究総括の方針
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・今までトポロジカル物質・材料研究に従事してこなかった方からの挑戦的な

提案も歓迎。（ただし、研究提案には材料科学との関わりが必須）

・研究提案時には計画の実現性を担保する材料としての予備実験等は不要。

・着想段階に留まっている提案であっても、論理的に研究計画の実現性を示す

ことが必要。

選考の方針（申請時のポイント-2）



募集・選考における研究総括の方針

• 材料分野を問わず、物質のトポロジカルな性質に着目した

「トポロジカル材料科学」に立脚した研究提案を。

• 「トポロジー」という言葉を単に形式的に並べるだけでなく、

「トポロジー」のアイデアが研究の根幹にかかわるような研究計画を。

• 提案者個人のオリジナルな発想に基づく挑戦的な「さきがけらしい」

研究提案を。

• 第１期、第２期採択の研究者にない分野からも積極的な応募を期待します！

→ 異分野交流

• もちろん第１期、第２期採択の研究者の分野からも広く募集しています。

総括からのメッセージ ： 前回の審査結果をふまえたコメント
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