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強相関物性研究グループ　（GD : 十倉 好紀）

強相関理論研究グループ　（GD : 永長 直人）

強相関界面研究グループ　（GD : 川﨑 雅司）

強相関物質研究グループ（GD : 田口 康二郎）

強相関量子伝導研究チーム（TL : 十倉 好紀）

強相関量子構造研究チーム（TL : 有馬 孝尚）

創発物性計測研究チーム（TL : 花栗 哲郎） 

量子物性理論研究チーム（TL : 古崎 昭）

計算量子物性研究チーム（TL : 柚木 清司） 

計算物質科学研究チーム（TL : 有田 亮太郎）

電子状態スペクトロスコピー研究チーム（TL : 石坂 香子）

強相関スピン研究チーム（TL : 古川 はづき）

電子状態マイクロスコピー研究チーム（TL : Xiuzhen Yu）

創発光物性研究チーム（TL : 小川 直毅） 

創発ソフトマター機能研究グループ（GD : 相田 卓三）

創発分子機能研究チーム（TL : 瀧宮 和男）

創発生体関連ソフトマター研究チーム（TL : 石田 康博）

創発デバイス研究チーム（TL : 岩佐 義宏）

創発ソフトシステム研究チーム（TL : 染谷 隆夫）

創発機能高分子研究チーム（TL : 伹馬 敬介）

創発生体工学材料研究チーム（TL : 伊藤 嘉浩）

創発超分子材料研究チーム（TL : 夫 勇進）

ソフトマター物性研究チーム（TL : 荒岡 史人）

物質評価支援チーム（TL : 橋爪 大輔）

量子凝縮体研究チーム（TL : 上田 正仁）

量子機能システム研究グループ（GD : 樽茶 清悟）

創発現象観測技術研究チーム（TL : 進藤 大輔）

量子ナノ磁性研究チーム（TL : 大谷 義近）

量子システム理論研究チーム（TL : Daniel Loss）

スピン物性理論研究チーム（TL : 多々良 源）

創発物性科学研究支援チーム（TL : 秋元 彦太）

量子効果デバイス研究チーム（TL : 石橋 幸治）

量子電子デバイス研究チーム（TL : 山本 倫久）

情報変換ソフトマター研究ユニット（UL : 宮島 大吾）

創発分子集積研究ユニット（UL : 佐藤 弘志）

計算物質機能研究ユニット（UL : Yong Xu）

低次元輸送現象研究ユニット（UL : Ding Zhang）

創発分光学研究ユニット（UL : 髙橋 陽太郎）

創発機能界面研究ユニット（UL : 中野 匡規）

トポロジカル量子物質研究ユニット（UL : Max Hirschberger）

トポロジカル材料設計研究ユニット（UL : 平山 元昭）

創発物性科学研究推進室　　

C01　本館 146

C01　本館 133

C41　F中央 306-2

C01　本館 326 

C01　本館 150

C01　本館 135

S52　ナノ棟 207

S41　交流棟 W407

S51　物質棟 S301-1

C41　F中央 209-2

C01　本館 411

清華大学（外部連携）

清華大学（外部連携）

トポロジカル量子現象研究ユニット（UL : Tian Liang） 清華大学（外部連携）

東京大学（外部連携）

東京大学（外部連携）

東京大学（外部連携）

東京大学（外部連携）

C00　本部棟 7F

研究本館（本館）

本部棟

研究交流棟（交流棟）

生物科学研究棟 /鈴木梅太郎記念ホール（生物棟）

物質科学研究棟（物質棟）

ナノサイエンス実験棟（ナノ棟）

創発科学実験棟（創発棟）

エキシマレーザー棟

フロンティア中央研究棟（F中央）

フロンティア材料科学実験棟（F材料）

レーザー研究棟 /大河内記念ホール

中央地区

南地区

C41　F中央 301-1

C41　F中央 301-1

C41　F中央 301-3

C41　F中央 308

C41　F中央 307

C41　F中央 301-1

C41　F中央 304-1

S51　物質棟 S406

C01　本館 333

C01　本館 225

C01　本館 153

C41　F中央 304-1

C41　F中央 304-1

C41　F中央 303

C41　F中央 306-1

C41　F中央 305

C01　本館 504

C42　F 材料 110-2

C41　F中央 304-1

S41　交流棟 W405

S51　物質棟 N301-1

S41　交流棟 W501

S01 生物棟 S303

C42　F材料117-2

S51　物質棟 S306

RIKEN CEMS MAP

※  GD: グループディレクター ,   TL: チームリーダー ,   UL: ユニットリーダー

動的創発物性研究ユニット（UL : 賀川 史敬） C41　F中央 304-1


