
　ただし、超伝導を実用化していく上で
大きな課題になっているのが、超伝導
が起こることが分かっている物質でも、
非常に低い温度まで冷やさなければ、
電気抵抗がゼロにならないことです。
　そのため、今世界中では、物質が超

私たちが便利な生活を送る上で欠かせ
ない電気。その電気は発電所で生み出
された後、電線を利用して私たちが暮
らす街に送られています。しかし、現在
の電線では、「電気抵抗」によって電気
の一部が熱に変わってしまうため、遠く
の街に送るほど、多くの電気が失われ
てしまいます。
　そこで注目を集めているのが超伝導
です。超伝導とは、電気を流した物質の
中で電気抵抗がゼロになる現象です。
世の中の電線をすべて超伝導物質で作
ることができれば、発電した電気を無
駄なく使うことができるため、超省エネ
社会が到来すると期待されています。
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伝導になる温度を高くする研究が進め
られています。東京都立大学 理学研究
科の水口佳一准教授も、そうした超伝
導研究に取り組む研究者の一人です。
水口研究室では、どのような超伝導研
究が行われているのでしょうか。
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水口佳一｜みずぐち・よしかず　理学研究科物理学専攻 准教授

2010年、筑波大学大学院数理物質科学研究科修了。博士（工学）。日本
学術振興会特別研究員を経て、2011年、首都大学東京（現東京都立大学）
大学院理工学研究科助教。2017年より現職。2012年には硫化ビスマス
系の層状超伝導物質［図1］を発見し、2017年にもスズ・ヒ素を主成分とし
た層状超伝導物質［図2］を発見。新たな層状超伝導体として話題となる。
Clarivate Analytics（旧トムソン・ロイター）が発表した、2017年の高被
引用論文著者（Highly Cited Researchers）*に選出されるなど、本学を
代表する物理学研究者の1人。
　趣味は、ジョギングやスノーボード、ビールの研究、休日は娘と博物館
デートするのが最近の日課。モットーは、思いついたら実験してみること。

* Highly Cited Researchers 2017は、自然科学および社会科学の21の研究分野
において一定数以上の高被引用論文を持つ約3,500名を、世界で最も高い影響力を
持つ研究者として選出したもの。水口准教授が選出された物理分野からは、全世界で
194名、日本では11名の研究者が選出された。

東京都立大学は、東京都が設置する唯一
の公立大学であり、理工学系から人文社
会系まで幅広い学部や研究施設を備えて
います。個々の研究はそれぞれの分野で
高く評価されていますが、その中でも特
に卓越した研究実績があり、特色のある
研究を行うグループが「研究センター」と
して指定されています。
　水口准教授が所属する「超伝導理工学
研究センター」もその一つ。超伝導の基
礎研究から応用研究までを行う様々な専
門家がテーマを超えて協力し、必要に応
じて基礎と応用を結びつけながら、日々、
研究を推進しています。

▲  図1
硫化ビスマス系層状超伝導物質
（LaOBiS2）の結晶構造図

▶  図2
スズ・ヒ素を主成分とする
層状超伝導物質
（NaSn2As2）の結晶構造図

NaSn2As2の単結晶
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多角的な超伝導研究を推進する
超伝導理工学研究センター

未知の物質探求で身につく能力とは

新物質の研究はとても魅力的ですが、参考にできる研究事例が少ない
ため、解決すべき問題を自分自身で発見する必要があります。また、そ
の問題を解決するためには情報収集や測定データの多角的な解釈が必
要です。研究室で実際の研究を通して得られるそれらの能力は、研究
者やエンジニアのみならず、社会人としての重要なスキルだと考えてい
ます。ぜひ、この研究を通して、社会人としての第一歩を踏み出す力を
身に着けましょう！

グローバルな研究活動

私たちの研究室は国内の共同研究だけでなく、国際共同研究にも特に力
を入れています。文化や考え方の違う研究者と触れ合うことは非常に楽し
く、時には斬新な研究アイデアにつながります。現在は、協定を締結して
いるイタリア・ローマ大学サピエンツァ校をはじめ、アメリカ・バージニア
大学、イタリア・SPIN、スイス・PSIと共同研究をしています。国際会議での
口頭発表や留学、国際論文誌への論文投稿など、全力でサポートします。

私たちの研究室に興味がある方へ
水口先生からのメッセージ

執筆：斉藤勝司
デザイン：小池俊起
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結晶ができたら極低温に冷や
して超伝導体を測定。超伝導
は磁力ともかかわるため、磁場
を制御しつつ超伝導物質にな
るかどうかが調べられます。

超伝導研究の基本は、候補物質で超伝導が起こるかどう
かを確かめる実験の繰り返し。そのため水口研究室では、
まだ超伝導が起こることが報告されていない物質を選
び、その結晶を作っては様々な性質を確認することで、こ
れまでにない新しい超伝導物質を発見しています。その
実験はあたかもパティシエが食材の状態を確かめなが
ら、美味しいケーキを焼くようなもの？！
 　というのも、超伝導物質を作る材料の質やサイズには
わずかながらばらつきがあって、結晶を作るために材料を
焼き固める温度を同じにしていても、目指す結晶ができな
いことがあるからです。超伝導物質の研究も、ケーキ作り
と同じく、作る人の技術が必要となるのです。

まるでケーキ作り！？
超伝導物質を探るための実験

水口研究室の超伝導研究を推し進める原動力となってい
るのは、大学院修士1年の星和久さんと曽我部遼太さん。
二人とも学部の4年生から水口研究室で超伝導研究に取
り組んでいますが、それぞれ研究の方向性は異なるとい
います。まず星さんが自身の研究内容について、こう説明
してくれました。
　「学部3年生の時に受けた『物性物理学Ⅱ』の授業で超
伝導に興味を持ちました。物理現象に興味があったので、
超伝導が生じる原理を明らかにしたくて研究に取り組ん
でいます。」
　星さんは過去に超伝導が起こることが確かめられてい
る物質を用いて、そこに含まれる元素を原子量の異なる
同位体に変えて、そこに現れる超伝導現象がどのように
変化するのか、もしくは変化しないのか調べることで、超
伝導が起こる仕組みに迫ろうとしています。一方、曽我部
さんは、入学時から超伝導の研究を希望していました。
　「新しい超伝導物質を発見したいと考えていましたか
ら、新規物質の探索をしていると聞き、水口先生の研究室
の扉を叩きました。」
　取り扱うのが新規物質だけに、電気抵抗を測定する以
前に、候補の材料が目指した結晶にならないこともあり、
日々の実験は試行錯誤の連続だといいます。いずれも地道
な実験の連続ですが、成果が得られれば、世界中の誰も知
らない超伝導研究の最前線にいることになり、研究に取り
組むモチベーションになっていると語ってくれました。

超伝導研究に夢中！
原理解明と新物質作製を担う２人

超伝導物質の候補を選んだら、原
料を乳鉢で丹念にすり潰しつつ混
ぜていきます。この時の混ぜ方が実
験結果を左右するため、乳棒を回し
た時間を記録することもあります。

同じ条件で焼き固めても目指
す結晶にはならないことがあ
り、X線を照射して結晶構造を
確認します。ここで意図せぬ
構造であることが分かれば、
実験は一からやり直しです。
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星和久さん｜写真左
理学研究科物理学専攻 修士1年。
水口研究室での研究活動で得た成
果が、アメリカ物理学会が出版する
「Physical Review B」に掲載されま
した。

曽我部遼太さん｜写真右
理学研究科物理学専攻 修士1年。
超伝導物質の探索に取り組み、実
際に新しい超伝導物質を発見して
います。

水口研究室の内部には材料
となる物質や機材がならべ
られている。
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乳鉢ですり潰した材料は圧力を加えて
押し固めた後、電気炉で焼き固めて結
晶を作ります。通常、700°C程度で焼
かれますが、実験結果次第で温度を調
整することもあります。 超伝導で社会に変革をもたらすには、極低温にまで

温度を下げなくても超伝導が起きるようにする必要が
あります。私たちが究極的に目指しているのは室温で
超伝導になる物質ですが、既存の超伝導物質の改良
では、室温で超伝導になる物質を見つけ出すことは難
しいでしょう。
　そこで、私たちの研究室では、まったく新しい超伝
導物質の探索に取り組んでいます。物質、材料のデー
タベースの中から過去に超伝導になったと報告されて
いない物質を選び出し、超伝導になるかどうかを確か
める実験を進めています。さらに過去に超伝導が起こ
ることが確かめられた物質を用いて、超伝導現象が起こる原理の解明にも取り組んでいます。例えば、超伝導物質を構

成する元素を別の同位体にすることによって生じる超伝導現象の変化から、どのようにして超伝
導が起こっているのかを解き明かそうとしているのです。
　新しい超伝導物質の探索も、その原理解明も地道な実験の繰り返しであり、たとえ新しい超
伝導物質を発見できたとしても、実用化に程遠いことは否定できません。一見、遠回りの研究を
しているように思えるかもしれませんが、新しい超伝導物質を発見するとともに、超伝導が起こ
る原理の一端を解き明かすことで、将来的には超伝導が起きる温度を飛躍的に高めることに貢
献できると考えています。
　これまでにない超伝導物質を探索するというのは、誰かがやった研究をなぞるだけではでき
ませんから、日々の実験でいかに気付きを得るかが求められます。未知の物質を探し出す研究
は失敗の連続ですが、室温超伝導を発見する日を夢見て、これからも楽しく研究を行っていこう
と思います。
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遠回りもいとわない
水口研究室のこだわり

このグラフの縦軸は、物質が超伝導体になる時の温度を表している。1911年に発見された最初の超伝導体は、-269度まで
冷やさなければならなかった。1986年に銅酸化物系高温超伝導体が発見され世界中で激しい研究競争が展開され、転移温
度は-140度に達した。その後、超伝導研究は停滞期に入るも、2008年に鉄系超伝導が発見されると再び研究は活性化。鉄
系以外にも、2012年、水口准教授が硫化ビスマス (BiS2)系層状超伝導体を発見するなど［▶次頁参照］、より日常の環境で使い
やすい新規物質を求めて世界の研究者が研究に取り組んでいる。

談｜水口佳一

超伝導物質と温度 100年の探求　




