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│応用物理工学コース　カリキュラム
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2年次
学科共通科目・コース専門科目

コース専門科目
●卒業研究

●基礎科目（数学、物理、化学、生物）
●情報学

●熱力学
●力学
●電磁気学Ⅰ

●振動・波動
●応用物理学実験Ⅰ
●連続体力学

●統計力学Ⅰ・Ⅱ
●応用物理学実験Ⅱ
●電子工学
●応用数学Ⅲ

●計算科学
●極低温物理学
●複雑系の物理学

●教養科目（文学、芸術、歴史等）　
●外国語科目

●量子エレクトロニクス特論
●量子物理学特論
●レーザー分光特論
●光科学特論
●応用物理学特別演習（修士課程）　
●応用物理学特別研究（博士後期課程）　  など

●相関系物理工学特論
●非線形工学特論
●結晶物性特論
●トポロジー科学特論
●光物性特論
●生物物理工学特論

●応用物理学
●技術者倫理と安全
●応用数学Ⅰ・Ⅱ

●光物理学Ⅰ・Ⅱ
●固体物理学Ⅰ・Ⅱ
●電磁気学Ⅱ
●量子力学Ⅰ・Ⅱ

応用物理工学コース 応
用
理
工
系
学
科

Course of Applied Physics and Engineering 

http://www.eng.hokudai .ac. jp/edu/course/phys/

基礎物理学の進展と最先端技術の進化は同時に進行し、極限
技術がまた新しい自然観を育みます。その循環を担うのが「応
用物理学」です。これまで、応用物理学はエレクトロニクス、ナノ
テクノロジー、超伝導、量子光学、宇宙光学などの領域で多くの
成果を生み人類の知的財産を築いてきましたが、21世紀に入り
ますます重要な学問領域となっています。

最先端の科学技術を駆使することによって新しい学問分野を創
出する、現在の問題点を克服し新しい技術の芽を育てる、そうし
た研究者や指導的技術者の育成を目指します。新しい価値を
生むためには、物理学の知識に基づいて現象を理解しその本
質を見抜く力、広い視野と柔軟な発想、そして一歩踏み出す勇
気が必要なのです。

まったく新しい世界が、
キミの発見から始まる。
物理学を探求し、さらに社会への応用につなげるための学問。それが応用物理工学だ。
限りなく広がっている研究対象から、キミが発見した「何か」が、
世界を変えるかもしれない。
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│物理学の深化と革新技術の萌芽を目指す学問。 │新しい価値を創造する力。

│物理学の基礎をしっかり学び、社会への応用に結びつける。

新技術を
創造したい

原子から
宇宙まで幅広く
学びたい

物理学を
より深く
究めたい

応用物理工学コースのカリキュラムには、量
子力学、統計力学、熱力学、電磁気学、力学、
応用数学などの物理学の基礎を学ぶ科目、
光物理学、固体物理学などの応用的専門科
目、応用力を高めるための実験・演習科目が
用意されています。卒業研究では、最先端の
理論的・実験的研究に触れるとともに研究の
手法を身に付けます。もちろん、プレゼンテー

ション・ディスカッション能力や情報科学、科学
英語の習得に関しても配慮されています。

│こんな人におすすめ

創るためにも、理解らなきゃ。

方程式を通して、現象を理解してみませんか？

未来 へと続く道がある

未来 を一緒に目指したい

未来
│カリキュラムの特徴

に進む若者がいる

応用物理工学コースは、物理学をより深く知ろうとする
姿勢を持ち、それと同時に新たな発見と新技術の創造
に意欲のある学生が学ぶ場です。応用物理の研究の
対象は、原子スケールから宇宙のスケールに及び、また
金属や半導体などの硬い物質から、高分子、生体、液
晶などの柔らかい物質、そして規則正しい構造や常識を
ひっくり返す対称性を持つ構造、古典的な系から量子
力学なしでは議論できない系など、その幅は研究したい
と思えば際限なく広がる、そういう学問です。物理学を通
して新しい世界を見たい、そして新しい世界を作っていき
たいという意欲のある学生にぴったりのコースです。

など

など

など

など

本コースは、現象の背景にある普遍的な構
造を明らかにする物理学を用いて、工学への
応用を志向しているのが特徴です。応用物
理は、化学や生物、情報をも研究対象とし、
あらゆる理工学の交差点に位置しています。
講義では演習などを通して先生方からのサ
ポートも受けられます。日夜自らの好奇心に
駆られて勉学に没頭し、血肉となった知識と
自分のアイデアをブレンドし、社会に還元した
いと考える方にとって魅力的なコースだと思
います。

本コースではその名の通り、基礎物理から、
それをベースにした工学的な応用までを幅
広く学ぶことができます。ここで頑張るぞ！と
いう方にはもちろん、自分は何をしたいのだ
ろう？と迷っている方にもピッタリです。だっ
て、物理学は全ての理工系学問の基礎な
のですから。勉強も研究も、なかなか思うよう
にいかないこともあります。そんな時こそ、前
を向いて、一つ一つの「なるほど、そうか！」と
いう喜びを胸にチャレンジしていきましょう。
皆さんのチャレンジを、この場所でお待ちし
ています！

濵中 秀有
応用理工系学科 応用物理工学コース4年
（滋賀県立膳所高等学校出身）

石川 俊也
大学院工学院 応用物理学専攻
博士後期課程3年 （山梨県立甲府西高等学校出身）

理学と工学に架け橋を

「なるほど！」を突き詰めよう　

未来 を描く若者がいる

わ か

│大学院生の声

など

エントロピー
超伝導
太陽電池
メタンハイドレート
ホメオスタシス
生態系ネットワーク
ナノバブル
セーフティーネット
量子暗号
サイバネティクス
鮮度保持
量子医療技術
創薬
再生医療
光マニピュレーション
量子生物学

細胞凍結保存
生体情報
代謝ネットワーク
カオス・フラクタル
細胞核
社会数理工学
ニューロン
脳科学
量子情報通信
量子テレポーテーション
通信用デバイス
交通網
多重化
照明用発光デバイス
液晶ディスプレイ
数理経済

ゾル・ゲル
人間関係
トポロジー重力理論
太陽系外惑星観測
光計測
メタマテリアル
量子コンピューティング
複雑ネットワーク
量子情報通信
細胞間情報伝達
脳情報処理
トポロジー理工学
ナノテクノロジー
超短光パルス
イメージング
量子工学実験
単原子
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未来へと続く道は、

研究室から始まる。

物理学を応用して社会に役立てる。

物理的アプローチで

生命の根源に迫る。

ナノ構造の新しいフィールドを拓く。

世界を変える発見が、待っている。

時に神のなせる技としか思えないような数々の生命現象も、実は美しく
かつ巧妙に制御された物理法則で成り立っています。当研究室では、
先端技術を駆使して、原子レベルから細胞までのマルチスケールにお
いて、一見複雑に見える生き物の神秘を解き明かすことを目指します。

Laboratory
information

│応用物理工学コース　研究室紹介

●グラフェンを応用した生体1分子観察
●原子分解能イメージング手法の開拓
●生体分子と水の相互作用
●水の構造化による細胞保存制御

●半導体ナノ構造の作製　
●半導体スピントロニクス　
●半導体を用いた量子情報処理

▶グラフェン上の
原子・分子イメー
ジング

▶宇宙に浮かぶ星雲のように見えますが、これは高速応答特性を持つ液晶の偏光顕微鏡写真です

▶軌道角運動量を持つ新
規なレーザー光：光渦（真
中、右）。左は一般的なレ
ーザー光

▶光で注入した電子のスピンを用いて
量子ドットを構成する原子核のうち～
1/3の核スピンを１方向に揃えること
に成功．内部磁場は数テスラに及ぶ
が、空間的には非常に限定されている

│卒業後の進路 │産業別就職状況

│取得可能な資格
■中学校教諭一種免許状（理科）
■高等学校教諭一種免許状（理科・工業）
■甲種消防設備士（受験資格）

独創的な科学技術の発展には、基礎科学の深い

知識が不可欠という考えから、産業界でも物理学

が重視されており、就職は例年好調です。電気・情

報関連メーカーへの就職者が30％を超えています

が、金属や高分子などの素材関係、バイオ関係、機

械・自動車関係、医療関係など、非常に広範囲の産

業分野の企業から求人があり、卒業生はさまざまな

分野で活躍しています。

│主な就職先 （50音順） 

※産業別就職状況・主な就職先は、2021年3月卒業者・大学院修了者を集計したもの。

複雑さに潜む美の探求
教授　矢久保 考介│准教授　浅野 泰寛│助教　小布施 秀明

数理物理工学研究室
http://subutu-ap.eng.hokudai.ac.jp/

電子論に基づく新奇物性の探求
教授　明楽 浩史│准教授　鈴浦 秀勝│助教　江上 喜幸

物性物理工学研究室
http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/tssp/

複雑かつ不均一、ときには歪みをも有する系
が私たちの身の回りには遍在しています。こ
のような系に潜む美しい対称性や普遍性、さ
らにはそれらの性質に基づく新たな機能を、
理論的思考と最先端コンピューティング技
術を駆使することによって探求します。

▶フラクタル性をもつ臨界点でのパ
ーコレーション構造

■主な研究テーマ

■主な研究テーマ

■主な研究テーマ

グラフェン・カーボンナノチューブ・半導体量子構造など、新奇物質の
電子物性の理論研究を推進します。特に、電気伝導や光学応答な
どの電磁応答の定量的評価を行うとともに、新しい機能性(物理的
応用)に繋がる新現象を探求します。

ナノバイオテクノロジー─分子、原子を観る
教授　郷原 一壽│准教授　内田 努│助教　山崎 憲慈

ナノバイオ工学研究室
http://labs.eng.hokudai.ac.jp/labo/NanoBio/

極限的な新規光源・分光手法の開発と、そ
れらを応用した光による物性の実時間計測
と制御を通じて新しい物理・技術の開拓を目
指します。特にナノ構造半導体のスピンを利
用した新しい応用を目指します。

■主な研究テーマ

ナノの世界を光で拓く
教授　足立 智│准教授　関川 太郎│助教　鍛治 怜奈

極限量子光学研究室
http://labs.eng.hokudai.ac.jp/labo/ultrafast/

ソフトマターは、液晶、高分子、コロイド、生体物質など柔らかい物質の
総称です。液晶ディスプレイをはじめ、身の回りのいたるところで使われ
ています。光学測定や力学測定を駆使して、ソフトマターの持つ複雑な
構造、多彩な性質および機能の物理的解明とその応用を目指します。

光波および量子力学的な物質波を活用した量子物理学および物理
計測に関する研究を行っています。特に、量子力学の基礎問題への
取り組み、レーザー冷却技術による極低温量子気体の生成と応用、
さまざまな機能をもつ望遠鏡装置の開発などを行っています。

■主な研究テーマ

ソフトマターを創る、見る、操る
教授　折原 宏│助教　佐々木 裕司

ソフトマター工学研究室
http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/MOLPHY/home/

新しい概念に基づく光波の生成や、これを利
用した新物性探索、超高精度計測や物質
制御、イメージングなどを行っています。一例
として、光波の空間位相に由来する軌道角
運動量を用いた極限的新機能物質の創出
を目指しています。

新規な光波生成による光物理
教授　森田 隆二│准教授　山根 啓作│助教　覺間 誠一│特任助教　鈴木 雅人

光量子物理学研究室
http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/cacao/

▶グラフェン（単層グラファイト）をチューブ状に丸めたカーボンナノチ
ューブの概念図

●複雑ネットワークの統計的性質 
●フラクタル系のダイナミクス 
●臨界系の秩序と揺らぎ
●異方的超伝導体の量子輸送現象
●トポロジカル絶縁体・超伝
導体 
●不規則電子系における量
子相転移の臨界現象

■主な研究テーマ
●時間分解2次元超音波イメージング　
●フォノニック結晶
●音響メタマテリアル
●THz超音波　
●超高速分光　
●原子間力顕微鏡

●グラフェン・カーボンナノチューブの輸送現象と光学応答
●2次元電子系の非平衡現象とスピントロニクス
●新奇的なナノエレクトロニクス材料の探索

●新しい概念にもとづいた極限光波の生成　
●光波の全角運動量を利用したナノ構造・物性の極限
的新機能の創出

●光波の軌道角運動量を利用した物質操作/物性探
索/光情報処理応用

●光クロックレーザーによる精密長さ計測　
●トポロジカル光物性の
　探索

●半導体量子ドットの動的核偏極－核スピンを光で見
る・操作する
●半導体でのキャリアスピンダイナミクスの精密測定と
制御・応用　

●新規可視化手法・イメージング分光手法の開発
●放射光級の光量をもつ極端紫外レーザーの開発
●極端紫外レーザーを
用いた時間分解光電
子分光

●ソフトマターの非平衡統計力学
●ソフトマターのマイクロレオロジー
●液晶や生体物質の構造レオロジー
●機能性材料の自己組織的パターン形成

トポロジーが拓く新しい理工学
教授　丹田 聡│准教授　市村 晃一│助教　迫田 將人

トポロジー理工学研究室
http://exp-ap.eng.hokudai.ac.jp/

光と音と物質の物理学
教授　オリバー・ライト│准教授　松田 理│助教　友田 基信

量子機能工学研究室
http://kino-ap.eng.hokudai.ac.jp/j-index.html

トポロジーとは、連続変形では変わらない性
質に着目する概念です。私たちは、トポロジー
を切り口とした新しい固体物理学を展開して
います。リングやメビウスの帯などの結晶の
形や、電子分布についてのトポロジーに由
来する特異な超伝導や電荷密度波につい
て調べています。

▶電子が作るらせん構造－カ
イラル電荷密度波－

■主な研究テーマ

私たちは最先端光・音響技術を駆使し、ナノ
メートル波長の超音波を用いた新しい顕微
鏡技術を研究しています。従来の光学顕微
鏡では観察困難な細胞や集積回路内部の
ナノスケール構造を新型顕微鏡で調べ、生
物、物理、化学にまたがる科学の発展を目指
します。

●トポロジカル結晶の超伝
導ボルテックス状態
●カイラル電荷密度波　
●階層的超伝導ネットワーク
●観測的宇宙論による銀
河の運動の研究－トポロ
ジカル重力理論－
●電荷・スピン秩序のSTM
観察

量子物質が見せる特異な結晶化
教授　野村 竜司｜准教授　高倉 洋礼｜助教　柏本 史郎

結晶物理工学研究室
https://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/crystal/

▶超流動液体中を落下するヘリウム結晶

▶2次元フォノニック結晶中
に設けられたL字型導波
路における音響波の伝
播イメージ

■主な研究テーマ

●ヘリウム量子結晶
●超流動ヘリウムの流体力学
●音波を用いた量子物質の駆動
●準結晶の構造物性

■主な研究テーマ

●物質波干渉計を用いた量子光学実験
●究極的な量子測定技術の開発
●レーザー冷却による極低温原子/分子気体生成
●分子の精密分光による基礎物理定数の不変性検証
●太陽系外惑星探査を目指した天文観測テクノロジー

▶太陽系外惑星
観測の計算機
シミュレーショ
ン。矢印は３つ
の地球型惑星
の像

▶半導体中の量子ド
ット（黄色い点々）
とその断面図

●物質中の電子や格子の振る舞いの研究
●特殊な光を用いた物質の状態制御
●ナノ・テクノロジーを用いた電子と光の制御の研究
●半導体スピン・エレクトロニクスの研究

▶「フェムト秒パ
ルス光」で観測
された孤立電
子と電子集団
の振る舞い

■主な研究テーマ

量子・光計測の極限に挑む
教授　長谷川 祐司│准教授　小林 淳│講師　村上 尚史

フォトニクス研究室
http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/photonic/index-j.html

「物質」に「光」を当てると、反射、吸収、散乱
や発光が観測できます。このような「物質」と
「光」の相互作用を、その源である「電子」に
焦点を当てて研究しています。特に「ナノ構
造」や「フェムト秒パルス光」を利用した「時
空マジック」を通して電子の振る舞いを制御
し、私たちの生活に役立つ、新たな物性や機
能を発現させることを目標にしています。

■主な研究テーマ

物質と光の「時空マジック」
教授　戸田 泰則│准教授　土家 琢磨│助教　土屋 聡

当研究室では超高真空の装置を用いて「量
子ドット」といわれるナノスケールの半導体の
結晶を創っています。「電子の波」の大きさ
の量子ドットを用いて電子の量子的性質を
制御し量子コンピュータなどの未来の応用を
開拓することを目標としています。

半導体ナノ構造が拓く量子の世界
教授（兼担）　戸田 泰則│准教授　笹倉 弘理│助教　白峰 賢一

半導体量子工学研究室
http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/semi/

■主な研究テーマ

│卒業生からのメッセージ

2006年3月  工学部 応用物理学科 卒業
2008年3月  大学院工学研究科 応用物理学専攻 修士課程 修了
2011年3月  大学院工学研究科 応用物理学専攻 博士後期課程 修了

応用物理学研究者が社会を牽引する

未来 に挑む先輩がいる

會田 航平さん
株式会社日立製作所 研究開発グループ 
テクノロジーイノベーション統括本部 材料イノベーションセンタ
先端材料研究部

▶フォノニック系に生じ
るファノ共鳴

▲三角形の欠陥をも
つグラフェンナノリボ
ンの振動の様子　
　　　　

ナノワイヤーやナノワイヤー超格子、フォノニック結晶やメタマテリアル等の
人工構造における電子やフォノンの状態、フォノンダイナミ
クスや熱伝導を、数値シミュレーションおよび解析計算によ
り理論的に解明し、応用につなげることを目指しています。

■主な研究テーマ

理論で拓くナノウェーブの世界
准教授　田中 之博│講師　水野 誠司

固体物理学研究室
http://ssp-ap.eng.hokudai.ac.jp/

光物性工学研究室
http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/optphys/

応用物理工学コース
研究室紹介

※資格の取得には指定科目の修得が必要なものもあります。

●旭化成
●アタゴ
●大分大学
●キーエンス
●キオクシア
●北弘電社
●クオリサイト
　テクノロジーズ
●合田観光商事
●合同会社Eraman
●サイバーエージェント
●シマノ
●セントラルソフト
●大同特殊鋼
●大日本印刷
●大和証券

●東京電力
　ホールディングス
●東芝デバイス＆
　ストレージ
●東北大学
　材料科学高等研究所
●凸版印刷
●ニコン
●ニッパ
●ニトリ
●日本航空電子工業
●日本デバイス
●日本電産
●日本電子
●野村総合研究所
●日置電機

●ブイテックス
●富士通
●フューチャー
　アーキテクト
●北海道大学
●北海道電力
●ミツトヨ
●三菱電機
●村田製作所
●安田不動産
●横河電機

情報・通信
2名

専門・
技術サービス
2名

運輸・エネルギー 
3名 メーカー

30名

計45名

その他4名

教育・研究機関
4名

超流動液体から生じるヘリウムの結晶化は非常に速く進行する。これは
通常無視されているような微小な駆動力により、結晶形が敏感に変化し、
特異な振る舞いを見せることを意味する。様々な非平衡環境で量子結晶
を可視化し、未知の結晶化過程を探求する。

私は現在、株式会社日立製作所において、先端材料に
係わる研究開発に従事しています。日立グループでは、
多種多様な工業製品を開発しています。私は入社後、
ハードディスク、変圧器、産業用インクジェットプリンタな
ど、様々な製品の材料開発に携わってきました。北大在
学時は材料が発現する基本的な物理現象を研究対象
としており、現在のような製品開発に直結する仕事は、大
学時の研究と大きく異なります。しかし、全て製品の研究
開発において、北大で学んだ応用物理学を中心とした
知識・経験が生きています。新製品開発や、既存製品の

性能向上を図るためには、その製品が「どのように機能
を発現するか」を深く考察することが必要です。そして、
このようなメカニズムを考察する学問が応用物理学だと
私は思います。近年、工業製品におけるAI・ビッグデータ
活用が進んでいます。利便性が上がっていく一方で、物
事のメカニズムを考察できる人が少なくなっていくように
思います。そのため、ますます応用物理学者の価値が高
まっていくと私は思います。ぜひ北大で様 な々ことを学ん
でください。部活やアルバイトなども含め、大学時代のさま
ざまな経験が皆さんの未来に繋がっていくと思います。

民間企業
41名

●グラフェンやカーボンナノチューブなどの低次元系の熱伝導
●フォノニック結晶を用いたバンドギャップ・エンジニアリング
●ナノワイヤー超格子におけるフォノンダイナミクス
●メタマテリアルとファノ共鳴

未来 を拓く知が集まる
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