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El】対称性の破れを伴わない量子液体相の幾何学的位相による相分類   

現代物理学においては「対称件の破れ」とそれを記述する「秩序変数」の概念が基本的であると考えられ  

てきた。主たる現代物理学の目的の血つはこれらを用いた物理的な「相」の分類、理解であったと言えよ   

う。特にその相の質的変化とLての「相転移」においては臨界点における局所的ゆらぎの時空間的な発散的  

振る舞いのiE確な記述のために局所的場の理論を用いた繰り込み群ならびにその再帰的階層的概念が極め  

て有効であり、Landau－Ginzberg－Wilson（LGW）による一つの認識論的パラダイムが構築されるに至った。   

－－一方近年の研究の進展により、慶子効果が古典諭に対する摂動であるにとどまらず、新たな物質相を選択  

することにより生じる「慶子相」が広く存在することが終知されるに至った。 物件論に例をとれば種々の  

敦子ホール相、強相関亀子群におけるスピン液体相、近藤格子系等における藍子液体相、整数スピン鎖に  

おけるHaldane相等がその典型例となる。これらは、如何なる対称件の破れを伴わず、古典的秩序変数に  

よっては特徴づけることのできない古典的対応物の存在しない寅に慶子的な新物質相である。これらの相  

は「慶子液体相」と近年総称され多くの興味を集めている。これらの新奇な「量子相」「量子液体相」の存  

在とその蒐大な意義の認識は上述のLGWノくラダイムからのパラダイムシフトの必要性を強く示唆し、あ  

らたな自然法別の理解、発見を要求する。   

その要求に応えるべく提案されたのが、「トポロジカル秩序」「量子秩序」の概念であり、共同研究者と  

ともに、私もその概念形成を行ってきたものである。これは従来のLGW理論が局所場の理論にその概念  

的基礎をおいているのに対して、トポロジカルな場の理論にその概念形成の発端をもつものである。「量子  

液体相」においては励起に有限のエネルギーギャップが存在し、低エネルギーの局所的な準粒子が存在しな  

い。一般に連続対称性の破れに対応して存在するギャップレス（質量ゼロ）のN乱mbu－Goldstonボソンが  

存在しないわけである。対応して、この量子液体相の基底状態は本質的に非局所的となる。一つの系のト  

ポロジカルな形状に支配される形で、系に境界が存在して初めて生じたギャップレスのフェルミ統計に従う  

境界に局在する準粒子励起が状態を特徴づける。例えば量子ホール相等におけるギャップレスのエッジ状態  

がこれに対応する。これが非自明なトポロジカル秩序相としての量子液体相における「バルクエッジ対応」  

である。   

以上を歴史的背景として量子系の特徴である「幾何学的位相」を用いたベリー接続を直接の手段とし多  

体の電子論、物性論におけるトポロジかレな秩序変数を構成する理論的提案を行い、それに基づく大規模  

数値計算機による具体的な数値計算により幾つかの量子液体相の特徴付けを行った。また「バルクエッジ対  

応」の観点からエンタングルメントニントロピーという新しい量子的な物理量を大局的な秩序変数として  

用いる試みも展開し、その有効性を確認した。  
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（1） ペリー位相による量子液体相における局所秩序変数に関する研究（初貝）論文【1，6，10］，  

講演［1，2，3，5，7，8，9，10，11，12，14，15，16，17，略24，25】   

ペリー位相は歴史的には量子力学における断熱過程の解析から発見されたが、その真の意義はパラメター  

依存のエルミート演算子の固有空間の正確な理解をもたらした点にある。固有ベクトルのパラメター空間  

上での形式的微分（トbrm）により定義されるベクトル場は固有ベクトルの位相の不定惟に起因する自由  

度を持つが、これは対応するベクトル場にU（1）のゲージ変換を引き起こす。より一般に固有ベクトルのM  

本の組により張られる固有空間を考えたとき、対応するベクトル場はM次元の行列となり基底のユニタリ  

変換は（非可換）ゲージ変換を引き起こす。このようにして、非可換ゲージ場はパラメター空間上で固有空  

間を考えたとき極めて自然に導入されることとなる。ここで構成されたゲージ場をパラメター空間上の異  

なる2点間の関係を与えるものとしてペリー接続と呼んだとき、これを用いてベリー位相、チャーン数等の  

トポロジカルな量が鵬般に定義されることとなる。これが近年注目を集めている幾何学的位相の本質的部  

分である。これらのトポロジカルな量を具体的な物理系に対して計算する際、ベリー接続に関する明示的な  

ゲージ固定が必要となることにまず注意したい。一方で、パラメター空間を離散化することで得られるパラ  

メター空間上の格子上で非可換ゲージ場を構成し、ベリー接続としての格子上のゲージ不変畳を直接扱う  

こともできる。その際格子ゲージ理論により開発された手法が直接適用されることとなる。 一方でラン  

ダウ以来の相転移の理論によれば、古典的な物質相は局所的な秩序変数を用い対称件の破れの概念に基づ  

き、その多くが長距離秩序の存在により特徴づけられることを思い起こそう。局所磁化による長距離秩序で  

強磁性相が、局所的な電荷密度の長距離相関で、電荷密度相がそれぞれ特徴づけられるわけである。一方、  

低次元量子系では、その強い量子ゆらぎならびにその低次元性により、通常の秩序形成が強く妨げられ、対  

称件の破れを伴わず、それでいて極めて特徴的な物理相が存在し得ることとなる。フラストレートしたスピ  

ン系におけるスピン液体相、整数スピン鎖におけるHaldane相、量子ホール相等がその典型例である。こ  

れらの量子液体相の物理的理解を目指すとき、古典的な概念では不十分であることはほぼ自明であろう。   

これら対称件の破れを伴わない古典的には特徴付けが困難である量子液体相、特に励起にエネルギーギャッ  

プを持っ相を量子的に特徴付けることを目指しペリー接続を用いて幾何学的位相の代表例であるベリー位  

相を構成し量子的な「局所」秩序変数を構成するものである。古典自勺観測量はエルミート演算子の期待値で  

与えられ、それ故ユニタリ不変であるが、ベリー位相は基底のユニタリ変換により2冗の整数倍だけ不定  

であり決して古典的な物理量とはならない。また、ゲージ不変なチャーン数も量子液体相の特徴付けに有効  

である。例えば異方的超伝導相、単層炭素2次元系であるグラフェン等におけるスピンホール伝導道がその  

例である。  

（2）バルクエッジ対応に基づく量子液体相でのエンタングルメントエントロピーに関  

する研究（初貝、有川）論文【7，軋講演［7，27］，卒論［1］   

上述の対称件の破れを伴わない量子液体相に対して私が提案してきた「バルクーエッジ対応」の概念に立  

脚し、近年量子情報分野という物性論とは全く異なる分野において展開されてきたエンタングルメントニ  

ントロピーなる新しい物理量を用いることにより波動関数の量子的絡み合いに関連する大局的な情報を得  

ることを目的とし具体的な種々の物理系に対して理論的研究を行い、相の特徴を同定した。  

（3）グラフエンにおけるトポロジカル秩序とバルクエッジ対応  

1．2次元DiracFermionとしてのグラフェンにおけるトポロジカル秩序（初貝）論文【2，12，13】，  

講演［4，6，20，21，23，26，32］   

グラフェン無限結晶はDiraccone型のエネルギー分散を持ち、単位胞内の2原子の電子論的等価性であ  

るカイラル対称性に起因するトポロジカル安定性をもつ。特に磁場中ではこの特異な電子構造に起因する  
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種々のトポロジカルな効果が顕在化し、理論実験の両面から多くの興味をもたれている。これに関して「ト  

ポロジカル秩序」、「バルクエッジ対応」という独自の観点から研究を遂行し電子相関に起因するボンド秩  

序相の存在の可能惟を提起する等、重要な成果を得た。またグラフェンの光応答に関してもそのトポロジカ  

ルな側面に基づき重要な成果を得た。  

2・有限磁場下のグラフエンの端状態（有川，初貝）講演r32】   

zigzag端を持つグラフェンでは端に局在する1粒子状態が存在することが知られ、ゼロモードとしての  

トポロジカルな起源を持つ。一方、強磁場下では、通常の2次元量子ホール系では、磁場下での端状態が  

存在し、このエネルギー分散がランダウギャップ内にあるために耳Fがランダウ準位間にあってもギャップ  

レスの励起をもつ。βダがバルクのランダウ準位内のときには、電荷密度は端で磁場長程度の領域で減少す  

る。これに対して、磁場下のグラフェンでは、Dir乱C型の分散に起因してβ＝0（Diraccone点）に特異な  

ランダウ準位が生じるので、嫡状態のエネルギー分散がどうなるかは興味深い。特に、Eig組g端では磁場  

下でもトポロジカルに保護されたゼロモード・エッジ状態が存在し、β＝0でバルク■ランダウ準位とエッ  

ジ状態が共存する新しい状況が生まれる。   

本研究では、端のある磁場中グラフェン（1層および2層）に対して、エネルギー・スペクトルおよび架  

空間における波動関数をzigzag，甜nlChair端に対して計算し、竃倍密度における端の依存惟について調べ  

た。この結果はSTM－STSにより測定可能である。  

（4） スピンホール効果におけるトポロジカル秩序の研究  

1・量子スピンホール相におけるg2不変量とベリー接続（初貝）論文【9」抹消演【22】   

スピンホール効果におけるZ2不変畳に関して、格子上で効率的にそれを具体的に得る手法を理論的に開  

発し、それを3次元系を含む具体的な系に適用し、その有効惟を示した。  

2・量子スピンホール相におけるトポロジカルな秩序変数（有川，初貝）講演【29，30j   

グラフェン系を記述する蜂の巣格子上のKane－Mele模型では、バルクではエネルギーギャップをもつが  

端状態にはギャップゼロとなるZ2で分類されるSpinHal1相の存在が知られている。断熱変化させること  

で訂フラックス格子の問題に帰着させ系の性質を境界条件を捻ることで得られるSpinChern数とよばれる  

トポロジカルな量で特徴づけた。  

（5） 量子ホール効果におけるトポロジカル秩序の新しい数値的手法による研究（初貝）  

論文【4】  

我々が開発したベリー接続による位相不変量を効率的に計算するスキームを乱れをふくむ2次元量子ホー  

ル系に対して具体的に適用し、その有効性を示すとともに理論、実験双方に有効な新たな知見を得た。  

【2】強相関電子系における理論的研究   

種々の手法により広く強相関電子系における理論的研究をおこない新しいブレークスルーにつながり得  

る重要な成果を得た。  
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（1）1次元強相関電子系における鎖間電荷揺らぎの密度行列繰り込み群による研究  

（初貝）論文【3】，講演［13】   

準一次元系で、本質的と考えられる鎖間の電荷移動、電荷揺らぎを理論的に取り扱う新しい手法を開発  

し、具体的な系に対して密度行列繰り込み群を用いて適用し、有効な成果を得た。  

（2） 量子ドットとナノ構造における非断熱電荷移動の研究（初貝）講演［19】   

量子ホール効果を用いたナノデバイスで重要になると考えられる非断熱効果について新しい理論的手  

法を開発し数値計算をふくめて重要な成果を得た。  

（3） 強相関物質における電荷秩序とストライプ秩序の電子論的研究（初貝）論文［5〕   

強相関電子系で興味がもたれている電荷秩序、ストライプ秩序に関して、電子論的側面から研究を行  

い、理論的のみならず、実験的側面からも有意義である成果を得た。  

（4）1次元電子系の解析的研究（有川）論文［14］   

一般に可解模型であっても多体系の相関関数を導出するのは困難である。電子相関を考慮した、サイトあ  

たりの電子数の二重占有数を変分パラメータにもつGutzwiller波動関数と呼ばれる試行関数がよく用いら  

れる。1次元系でかつ、サイトあたりの電子数の二重占有を禁止した場合は1／r2型相互作用をもつ士－J模  

型の厳密な基底状態であることが知られている。この場合のGutzwiller波動関数に対する1粒子密度行列  

の厳密な解析形の導出をダイアグラムの方法により行った。得られた熱力学極限における1粒子密度行列  

G（∬）の表式はきわめて単純な形をしており、2変数仇茜，U。∬（ここでγ。，U。は上記の土一J模型）を引数にもつ  

ベッセル関数を用いて具体的に表される。運動量分布の特異悼も1粒子密度行列G（∬）の長距離における漸  

近的な振る舞いから容易に求められた。  

（5）フラストレーションスピン系の物理（有川）講演［28，31】   

反強磁性スピン系では磁気モーメントを反対に向けるようにスピンを配置させることでエネルギーを下  

げる。しかし三角格子の場合には幾何学的なフラストレーションのため、そのように配置することができ  

ない。1次元系でスピンのフラストレーションが実現する系として、本研究ではスピンチューブとよばれる  

3本のS＝1／2Heisenbergスピン鎖がリング状につながった系の基底状態と絶対零度における動的スピン構  

造因子について（動的）密度行列繰り込み群を用いて調べた。リング状の交換相互作用が全て等しい場合は  

スピン励起にギャップをもち、系が大きい極限でもダイマーのオーダーパラメータが有限に残ることを示し  

た。一方、リング状の交換相互作用にわずかに異方性を導入した場合、フラストレーションは失われスピン  

ギャップは閉じ、ダイマーのオーダーパラメータは系が大きい極限でゼロになることを示した。  

【3】ナノストラクチャー系の電子相関と量子輸送現象   

近年、半導体の微細加工技術の発展に伴い多様な形態の量子ドット系が現れて来ている。縦型量子ドット  

や並列2重量子ドット、ナノ量子干渉系等のナノ複合構造量子ドット系、カーボンナノチューブを用いた量  

子ドットがその例である。我々は、これらの多彩な量子ドット系において、電子相関が量子輸送現象に果た  

す役割を継続的に調べている。  
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（1）軌道縮退系の電子相関と輸送現象（小口，谷口）講勘33】   

従来型量子ドット系と比べ、縦型／並列2重量子ドットやカけボンナノチューブによる量子ドット系は、  

量子ドット系に軌道縮退や内部自由度を持つ点が大きく異なる。軌道縮退している量子ドット系では低温で  

近藤効果が強まることが知られる（軌道近藤効果）が、スピン・軌道に完全な対称性が存在しない時、低温  

で通常の近藤効果と軌道近藤効果がどのように現れるかの理解は、いまだ不十分である。   

我々は、軌道縮退を考慮した量子ドット系として、同軌道内にCoulomb相互作用U、異軌道間にCoulomb  

相互作用Vが働くと考えた2サイトハバード型模型を用い、この系を素子として用いた系の量子輸送現象  

について研究を進めている。これまで我々は、運動方程式による解析／近似法を軌道縮退系に拡張するア  

プローチにより、上記の量子ドット系を通過する際のコンダクタンスの依存性を調べて来た。この方法は、  

計算コストもそれほど大きくなく、非線形コンダクタンスにも適用可能であるという利点を持ち、近藤湿度  

よりも十分高い温度慣域であれば、数値繰り込み群による詳細な線形コンダクタンスの結果とも定量的に  

一致する。しかし、近藤温度より一層低い温度の振舞いは定性的に異なることが明らかになった。   

特に非線形コンダクタンスを考察していく上で、数値繰り込み群を適用することは現時点では難しく、こ  

のような非線形輸送現象を扱うためには、運動方程式の方法を低温領域で改善していくことが強く望まれる。   

今後、r＝0における患性的性質（局所フェルミ流体）を再現する近似方法として、有限〃スレーブポゾ  

ン法に着目し、運動方程式の方法と組み合わせることにより、軌道縮退系の電子間相互作用の対称惟と近藤  

効果に関する研究を進める予定である。  

β⊥」独0申紺叩沼し 虚根画．a¶に固定  β‡∫ガ封3 触醐，ゆ膿頑に固定  

†○ ・8 ・¢  Jl ・2   0   ヨ   ■  ・10 ・さ  ・6  ・■ 2   0   ～   ■  

ゲート電圧Ed／r  

図1：コンダクタンス・スピン偏極度の磁場依存性  

（2）ナノスピン干渉計のゼーマン分裂による新機能の模索（小口，谷口）講演【34】   

近年、半導体中のスピン軌道相互作用（Ra血ba相互作用）を利用し、電場によりスピン操作を可能とする  

量子ドット系が注目を集めている。特にスピン依存の量子干渉効果を用いてスピンフィルタリングを電場磁  

場により制御する、アハロノフ・ポームリング系に量子ドゥトを組み込んだナノスピン干渉計が提案され、  
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注目されている。本研究では、磁束を作る際の漏れ磁場が与えるゼーマン分裂がスピン輸送に及ぼす影響  

とともに、このような磁気効果を積極活用することにより、ナノスピン干渉計に新しい機能を付与する可能  

性について理論解析を行った。特に磁場制御する際の外部磁場の印加方向に着目した。スピン軌道相互作用  

による有効磁場β餌∝ダ×麿と印加する外部磁場の向きによりスピンフィルタと質的に異なる効果が期待  

できるためである。本年度は、最も単純な状況として（1）外磁場を有効磁場と平行に入れた場合と（2）垂  

直に入れた場合の2通りについてクーロンプロツケード領域で依存の輸送係数の数値計算を行った。リニア  

コンダクタンス・スピン偏極度の結果を図1に示す。結果は以下の通りである（図2）。  

（1）外部磁場を有効磁場氏。と平行に印加する場合（図1左側）この場合、スピンはドットを通過中にフ  

リップせず保存する。磁場の増大に伴い共鳴準位付近で偏極度りが増大している。スピンの†とJでピーク  

分裂することによる。スピンの偏極度りが1程度変化するのに磁場は10【T】程度必要になることが分かる。  

（2）外部磁場を有効磁場氏。と垂直に印加する場合（図1右側）スピンはドット通過中にフリップするので  

リードL側とリードR側で偏極度りが変わる。磁場の増大に伴い、電子数が奇数の谷かつ共鳴準位付近で、  

偏極度りが増大している。これは、ドットの電子数が奇数だとスピンがフリップでき、偶数だとフリップが  

抑制されることによる。スピンの偏極度りが1程度変化させるのに1同程度の磁場で十分なことが分かる。  

磁場功方向   
スピン軌御性   

偏楼がでやすい  1オーダーの適恕   

ヱ争8m耶分裂  ゲート電圧   虹必要な磁場   

βj】月so  ピーク周辺   －10m  
の変調  

ピ」ク周辺かつドットの  

β⊥βso   スピン分線  電子扱が帝歎の食倒   ←1m   

図2：まとめ  

【4】電子系の量子相転移，量子カオス系  

（1）電子相関と乱れ（谷口）論文［15】，解説・紀要【2，3］   

電子系における電子相関と乱れの影響、特にこれらが誘起する量子相転移に関する研究を行っている。電  

子系の絶縁相として、乱れのない電子相関系で電子相関に起因するモット絶縁相、電子相関のない系で乱れ  

に起因して起こるアンダーソン局在相が存在することが知られている。実験的には、電子相関と乱れに関  

して量子相転移の存在が示唆されているが、2つの効果が存在するときの理論解析は困難であり、理論的解  

明はまだ十分なされていない。   

本年度は、原子力機構の町田グループ（奥村雅彦・山田進・町田昌彦）と共同研究を行い、電子相関と乱  

れが同時に存在するM次元電子系（Anderson－Hubbard模型）を取り上げ、DMRG法により研究を行った。  

乱用＝∑c！。CjJ＋∑亡搬＋仇珊↓；顆壷）＝β（町2一国）／Ⅳ  
（豆，j）げ  IJ   

この系に関しては乱れのない時（Ⅳ＝0）には、半充填（兎＝1）でモット絶縁体、それ以外の充填（0＜兎＜  

2，兎≠1）では金属相となることが理論的に知られている。ここでⅣ≠0の系に対して半充填からホール  

ドープを行った場合を特に調べた。従来の研究では、電子相関と乱れは競合関係にあり、Ⅳ＝0で金属相  

にあるホールドープ系（兎＜1）では乱れを導入してもモット絶縁相は現れず、アンダーソン局在相に移行す  

ると考えられて来た。ところが、我々の数値計算の結果、ドープしたホール自体がまず局在することによ  

り、モット絶縁ドメインが現れる、つまり、舌u㌦と電子相関が協力的に働くことにより、モット絶縁相が現  

れる領域が存在することが明らかになった。  
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図3：一次元アンダーソンハバード模型：密度プロファイルのⅣ依存惟（ぴ／壬＝30，免＝0．96）  

（2）量子カオス系の有効場理論と等エネルギー面上の場の理論（谷口）外部資金囲，卒研同   

弾動的な量子カオス系の有効場理論として、等エネルギー面上の位相空間に場の理論を構築する必要性  

を認識し、その定式化を行っている。本年度の研究結果は以下の通りである。  

［1】量子ドット系のアンダーソン模型に対し、具体的に電子相互作用系における等エネルギー面の場の理  

論における場の演算子を構成し、ハーシュフィールドらが非平衡定常状態の読論に導入した準粒子場（＝散  

乱状態演算子）と比較を行なった。その結果、両者が等価であることが示され、等エネルギー面上の場の理  

論が相互作用を持つ系にも拡張可能とわかる。［2］ウニグナーのフロー方程式による繰り込み群の手法と［1】  

の議論を合わせると（非平衡定常状態であっても）アンダーソン模型では繰り込み前後のハミルトニアンは  

一種の散乱問題と考えることができ、リウゲィユ演算子によるリップマン・シューウインガー方程式により  

結びつくことがわかった。これは特に、非平衡定常状態の熱力学の構築に重要な知見と思われる。   

また、系のカオス性と相転移現象の関連を調べるため、卒業研究として卒研〔3］を行った。  

【5】量子散逸系，量子情報物理   

Non－EquilibriumThermoFieldDynamics（NETFD）の体系（1984）では非平衡量子散逸系が正準演算  

子形式（量子力学や場の量子論と同じ）で扱え，散逸過程にある物理量を真空期待値として求められる。こ  

の体系は，量子系確率微分方程式（量子確率Liouvi11e方程式，量子Langevin方程式）も取り入れる形で，  

一貫した正準演算子形式の体系として拡張定式化された（1990）。   

NETFDの体系を駆使して，量子情報物理に関わる問題（主に，量子コヒーレンスと散逸の関わるダイナ  

ミカルな問題）への応用を進めている。量子通信や量子計算を実現するためには量子もつれ状態（量子エン  

タングル状態）を駆使するが，それが散逸の影響で時間と共に如何に壊されるかを考慮に入れて，これまで  

量子情報物理において開発された手法や概念を検討し直す必要がある。  

（1）空間相関を考慮した環境下での量子誤り訂正（院生：林剛史，有光，北島）論文【16，19j，  

講演【39，41，42】   

空間的相関を有するノイズの影響下にある量子ビット列の時間発展をNETFDの理論体系で解析し，既  

存の（独立ノイズ仮説に基づいた）量子誤り訂正符号が，空間的相関を有するノイズにより量子ビット列に  

生じる誤りをも訂正できることを示した。量子ブラウン運動の理論及びそれに基づく量子リウヴィユ方程  

一111－   



式を利用して，空間的相関を有するノイズ影響下にある量子ビット列の時間発展を記述する完全正値写像  

を求めた。NETFDの体系での写像演算子の具体的表式を利用して，空間的相関を有するノイズにより量子  

ビット列に生じる誤りが，スタビライザー符号による通常の（すなわち，無相関ノイズに対するのと全く同  

じ）誤り訂正手続きによって訂正されることを証明したものである。  

（2）量子散逸系の真空と消滅演算子（吉町有光）講演［35】   

NETFDの枠組において、非平衡状態では真空は不安定で時間発展し、それに伴いその真空を消す消滅演  

算子も時間発展する。   

本研究では、その不安定な真空を消す消滅演算子を求める新しい手法を示した。この手法は、量子力学で  

真空からユニタリ変換によって得られた状態を消す演算子を求める方法と類似の構造を持ち、見通しが良  

い。また、この手法を用いて、ボソンとフェルミオンのsemト餌∋e場、散逸を伴ったスクイーズド光につい  

て、消滅演算子を求めた。特に後者は量子通信の信頼性における散逸の寄与を見積もるなどの応用上にも  

重要な情報を与える。  

【6】流動系の非平衡統計物理  

（1）マルティフラクタルPDF解析（有光，吉田）論文【17】，著書【1】，講演【40，44】   

マルティフラクタル確率密度関数解析（MPDFA）は，『間欠性の本質は，N－S方程式のスケール不変性に  

起因する速度場の特異性が実空間にマルティフラクタル分布していることの現れである』との仮説に基づ  

いて，古典乱流および量子乱流などで得られる裾の広い各種確率密度関数（PDF）の高精度解析を可能にし  

た理論体系である。   

MPDFAにおけるズーム率が物理量の解析に顕に依らない形で理論体系を再構成できることを示した。ま  

た，併せて，空間次元あるいはデータ次元のMPDFAへの取り込み方についての他の理論との比較検討を  

行い，MPDFAの基礎をなすスケーリング関係を深く再検討することの必要性を提唱した。その詳細は，次  

項に記してある。  

（2）m∞周期軌道のベキ的不安定性と特異性スペクトルの解析（社会人早修院生：本地巧，  

有光）講演［45］   

乱流のアンサンブル理論の基礎となるカスケードモデルにおいては，大きなスケールで注入されたエネ  

ルギーによってサイズgれの渦が生み出され，この渦は流れに沿って移動する過程でサイズgh∂－1の渦に  

分裂し，次々に小さな渦（サイズゼれ∂‾れ）が生み出されると考える。大小様々なスケールの渦の存在は，  

Navier－Stokes方程式の持つスケール不変性により，速度場などの物理量に特異性をもたらす。   

マルティフラクタル確率密度関数解析（MPDFA）では，特異性を特徴づける指数αが実空間上にマルチイ  

フラクタル分布しているという仮定のもとに解析を行うのであるが，特異性指数αの確率分布を決める際  

に，速度場の特異性スペクトルとカスケードモデルの渦生成のダイナミクスの関係が必要となる。MPDFA  

では，∂＝2のカスケードモデルを仮定した上で、写像力学系における2∞周期軌道に対するLyra－Tsallis  

の公式1／（1－ヴ）＝1／αmれ－1／αmα。を一般化した式を用いてαの確率分布を決定している。   

本研究では，－一般的な渦のサイズのスケーリング∂の場合についてのMPDmの解析方法を探る目的で，  

L汀針Tsauisでは解析されていない一般の陀（＞2）∞周期軌道について，特異性スペクトルとダイナミクスの  

関係を解析した。その結鼠6＝2でのMPDFAが基にしたLyra－Tsallisの公式は一般のn∞周期軌道につい  

ても成り立っことが判明したが，この式をMPDFAに適応する場合，1／（トq）＝（1n∂／1n2）（1／α＿－1／α＋）  

と修正しなければならないことを導き出した。この結果は、従来の乱流の理論および実験において暗黙の  
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仮定としてきた∂＝2以外での角牢折方法を与えることとなり，数あるアンサンプル理論の中でMPDFAの  

優位性を表している。今後，更にm00周期軌道のダイナミカルな構造を解析することで，速度場等の特異  

性のマルティフラクタル分布と乱流の間欠性の関係などを明らかにしたい。  

（3）Lagrange繰り込み近似による電磁流体乱流の統計解析（吉臥有光）論文【20］，  

解説・紀要t4〕，講演【37，3軌外部資金聞   

乱流統計の近似理論の一つとしてLagrange繰り込み近似（LRA）がある。LRAはNavier－Stokes方程  

式から系統的にLagrange統計量について閉じた方程式を導く方法で、Kolmogorovのエネルギースペクト  

ルを無次元比例定数まで含めて見積もり実験と良く一致しているなど、ある程度の成功を収めている。   

本研究では、LRAを、太陽表面、太陽風、地球のコア、核融合炉などのプラズマの流体近似モデルとな  

る電磁流体（MHD）の一様等方性乱流に適用し、全（運動＋磁場）エネルギーのスペクトル且（た）（たは  

波数）がたぺ／2、残差（運動一磁場）エネルギーのスペクトルが（た）がた‾2に従うことを示し、その比例  

定数まで見積もった。また、周期境界条件による一様等方性MHD乱流の直接数値シミュレーションを行  

い、LRA解析との比較を行った。その結果、β（た）の巾則はた‾3／2に近く、その比例定数までLRAの見積  

もりと良く一致した。丘■月（可の巾則はた‾2に近く、これもLRAと整合した。  

（4）量子流体乱流の数値シミュレーション（吉田、有光）論文【18］，講演【43］   

液体ヘリウムの超流動状態やBose－Eins七ein凝縮体の流動などの量子流体の運動は、適切な近似のもと  

Gross－Piaevskii（GP）方程式により支配される。量子流体は、循環が量子化された渦糸が存在するなど、  

NavieトStokes方程式に従う古典流体とは異なる性質を有する。   

本研究では、支配方程式の構造がどのようにエネルギースペクトルなどの乱流統計に影響を与えるのか  

を探る目的で、GP方程式の数値シミュレーションを行った。その結果、相互作用エネルギースペクトルに  

ついて、た－3／2の巾則が観測された。た－3／2の巾則は非線形相互作用が弱いと仮定する弱乱流理論の結果と  

整合するが、詳細なデータ解析により本研究でシミュレートされた乱流では非線形相互作用が強いことが  

明らかになり、弱乱流理論に代わる描像が必要であることが分かった。  

（5）粉粒体における粒子回転場の解析（院生：武智公平，有光，吉田）学位論文（修士）仙  

講演［46］   

砂や小麦粉といった多数の粒子からなる系を総称して粉粒体と呼ぶ。粉粒体を速度場の他に回転速度場  

の自由度を持つ極性流体と捉えたとき、その運動方程式を閉じるには、応力・偶応力と場の量との間の関  

係、すなわち構成方程式、を決める必要がある。   

本研究では、粉粒体に特化したシミュレーション手法である離散要素法を用いて、一様せん断率の速度  

場下における2次元粉粒体の振る舞いを調べた。散逸関数や構成方程式を測定し、その関数形を決定した。  

その結果は粉粒体の構成方程式を決定する手法の1つである金谷の理論の結果とは整合しなかった。その  

理由として、シミュレーションにおける粉粒体の摩擦係数が金谷の理論の想定するものより大きいことが考  

えられ、摩擦係数が大きいことを考慮した理論モデルを新たに構成し散逸関数を見積もったところ、シミュ  

レーション結果とよく一致した。この散逸関数から構成方程式を導くことは、今後の課題である。  
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監7】ガラス系の非平衡統計物理  

（1）やわらかいガラスのレオロジー（宮崎）論文【23】，解説凋己要［6，7］，講演［50，51，56，57，58】   

ガラスは固くて脆い物質の代名詞であるが、身の回りには、固くも脆くもない「ガラス」が溢れている。高  

凍度のコロイドの分散系やクリームの泡などがそれで、「やわらかいガラス（SoftGlassyMaterials、SGM）」   

と総称されている。SGMは、外力（シア応力など）を加えると非常に敏感に応答し、ダイナミクスが質的  

に変化するのが特徴である。我々は、ガラスの力学応答の視点から、SGMの非線形レオロジーの研究を行っ  
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図4：（a）；ガラス転移点近傍におけるハイドロゲルの分散系のG′′（単位はPa）の周波数（rad／sec）依存性シア率の  

振幅（†）をいくつかの値に固定した状態で、測定した結果。（b）；（a）を緩和時間でスケールした結果。同様のスケー  

リングを、エマルジョン、シェービングクリーム、そして剛体球コロイドに対して行った結果も示した。  

た。SGMの複素弾性率のシア依存性を調べると、貯蔵弾性率（G／）はStrainsofteningを示すが、損失弾性率  

（G′′）には奇妙なピークが普遍的に観測されることが、古くから知られていた。このピークの起源は、MCT  

を用いて微視的な詳細を定量的に解明されている（宮崎，2002－2008）。この議論によれば、G′′の周波数は、  

シアに依存する構造緩和時間でスケールされる。我々は、この原理を、Time－Tbmpera七ureSuperposition  

に倣って、Strain．Rate－FtequencySuperposition（SRFS）と呼んでいる。我々は、実験によりSRFSを検証  

することに成功した（図4）。この新しい非線形レオロジー測定法は、ゲルや生細胞のマイクロレオロジーの  

ような問題にも、有効な研究手段の一つになると期待される。  

（2）ガラス転移と動的相関長（宮崎）論文【21，22］，解説・紀要【5，7，8］，講演【48，49，52，53，56，57，  

58，59］  

ガラス転移は、見かけ上、熱揺らぎの相関は何ら異常を示さないにもかかわらず、緩和時間や粘性係数は  

発散をするという点で、普通の臨界現象とは非常に異なっている。最近の実験と数値実験により、この緩和  

時間の発散の陰には、動的な不均一性と、その不均一性に起因する動的相関長が存在することがわかって  

きた。この相関長を捕らえるためには、高次相関関数（例えば4次相関関数）を観測しなければならない。  

我々は、この高次相関関数を数値計算と理論により解析した。  
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（3）ランダム媒質中のガラス転移（宮崎）解説・紀要【7］，講演【54，55，56，57，58】   

コロイドガラスやコロイドゲルのミニマルモデルとして、易動度の異なるコロイドの混合系（たとえば  

不純物と自由粒子）のスローダイナミクスの解明を試みた。不純物はコロイド粒子と同じ大きさとし、運  

動のみが凍結されているものとする。最近、モード結合理論（MCT）により、不純物密度が大きい領域にお  

いて、スローダイナミクスが質的な変化（A－B転移と呼ぶ）することが予言された。これはコロイドゲル  

およびガラスで観測されるダイナミクスに酷似している。これを数値実験により、検証することを試みた。  

さらに、ガラスのスローダイナミクスの鍵を握る、協調的な揺らぎ（動的不均一性）の変化を捉えるために、  

高次相関関数の解析を行った。さらに、理論が予言している、不純物密度が大きい極限でダイナミクスが早  

くなる現象、いわゆるリエントラント転移を数値実験により検証した。  

【8】研究・教育成果の社会への還元申奉仕活動  

（1）東京大学大学院工学系研究科委嘱教授（初貝）社会還元等川   

東京大学大学院工学系研究科にて委嘱教授として数学2Fを講義するとともに修士課程の学生2人（久家  

祥宏）（平野嵩明）、博士課程学生1名（岸正人）を指導し修士論文を指導した  

○東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻修士論文2008年3月  

「Si，Ge，GaAsにおける表面状態のトポロジカルな起源」（久家祥宏）  

●東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻修士論文2008年3月  

“Tbpologicalclassificationofgappedspinsystems：Berryphasesandentanglement印trOPy”（平  

野嵩明）  

（2）乗京大学物性研究所附属物質設計評価施設（初貝）社会還元等t2】   

スーパーコンピュータ共同利用課題審査をおこなった。  

（3）出前講義（有光）社会還元等［3】   

茨城県立竹園高等学校にて，出前講義を行った。  

（4）雑誌編集委員（有光）社会還元等【4，5】   

●日本応用物理学会欧文誌（JJAP）の編集委員（Ei）を務めた恥   

●ウクライナ国科学アカデミー凝縮系物理学研究所出版の学術雑誌rCondensedMatterPhysics」の編  

集委員を務めた【5］。  

（5）物理チャレンジtがノンピック委員会（有光，吉軋院生：平野覚，小口凰小松崎慎人，  

武智公平，大日向正志）講演【36，47ト社会還元等［6，7］   

筑波大学を主会場として，2007年7月29日～8月1日に開催した「物理チャレンジ2007J（チャレン  

ジャーの生徒98名）において，有光は現地実行部会長として，大学内での組織立ち上げおよび関連部署と  

の連絡・調整，試験会場準備と実施，フィジックスライブの準備と実施，宿舎（筑波研修センター）の手  
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配・準備と合宿生括，つくば市内研究施設（KEK，JAXA，産総研）の見学，およびJPARCの見学に向  

けた調整と実施，つくばエキスポセンター見学に向けた調整と実施，などを行なった。   

吉田は現地実行委員として，また，院生諸君は学生スタッフとして協力した。  

（6）学会役員（吉田）社会還元等【8］   

日本物理学会領域11領域役員を務めた（2007年5月～2008年4月）。  

＜論文＞  

［1］T・Hirano，H．Katsura，andY・Hatsugai，”TbpologicalclaBSiBcationofgappedspinchains：Quantized  

Berryphaseaぶalocalorderparameter”，Phys．Rev．B77，94431（2008）   

【2］Y・Hatsugai，T・Fukni，H．Aoki，”Tbpologicallow－energymOdesinN＝OLandaulevelsofgraphene：  

apossibilityofaquantum－1iquidgroundstate”，PhysicaE40，1530（2008）   

【3］IsaoMaruyama，Tb七sujiKoide，andY瓦suhiroHatsugai，”U（1）symme七rybreakinginone－dimensional  

Mottinsula七OrS S七udied by the densi七y matrix renormalization group method”，Phys∴Rev．B76，  

235105（2007）   

【4］HuiSong，IsaoMaruyama，andY由uhiroHatsugai，”Levitationandpercolationinquan七umHall  

SyStemSWithcorrelateddisorder”，Phys．Rev．B76，132202（2007）   

［5］S・Y瓦mamOtO，T・FujiwaraandY．Ha七Slユgai，”Electronicstructureofchargeandspinstripeorderin  

La2－ⅩSrxNiO4”，Phys・Rev・B76，165114（2007）   

【6］IsaoMaruyamaandY誠uhiroHatsugai，”NontrivialquantizedBerryphases払ritinerantspinliq－  

uids”，JournalofthePhysicalSocietyofJapan（Let七）76，113601（2007）   

［7】HoshoKa七Sura，TakaakiHirano，andY由uhiroHatsugai，”Exac七analysisofentanglementingapped  

quantumspinchains”，Phys・Rev，B76，12401（2007）   

【8】TakaakiHiranoandY由uhiroHatsugai，”En七anglementEntropyofOne－dimensionalGappedSpin  

Chains”，JournalofthePhysicalSocietyofJapan（Lett）76，74603（2007）   

【9】Taknhiro nlkuiand Y瓦s11hiroHatsugai，”Tbpologicala叩eCtS Ofthe q11antumSPin－Hallefrectin  

graphene：Z2topologicalorderandspinChernnumber”，Phys・Rev・B75，121403（R）（2007）  

【10］YasuhiroHatsugai，”Quanti2；edBerryphasesfbralocalcharacterizationofspinliquidsinftustrated  

Spinsystems”，J・Phys・：Condens・Matter19，145209（2007）   

［11】TakahiroFhkuiandY由uhiroHats11gai，”Q11antumSpinHal1EffcctinThreeDimensionalMa．terials：  

LatticeComputationofZ2TbpologicalInvariantsandI七SApplicationtoBiandSb”，Journalofthe   

PhysicalSocietyofJapan（Lett）76，53702（2007）   

［12］Y・Hatsugai，T・Fbkni，H・Aoki，”恥pologicalaspectsofgraphene：Diracfermionsandthebulk－edge   

COrreSPOndenceinmagneticfields”，TheEuropeanPhysicalJournalSpecialTbpics（Advancesin  

GraphenePhysics）148，133（2007）   

【13】HideoAoki，1もk血iroFhkui，Y瓦suhiroHatsugai，”TbpologicalAspectsofQuantumHal1E鮎ctin  

Graphene”，In七・J・Mod・Phys・B21，1133（2007）  
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［14］Onuttom Narayan，Ybshio Kuramoto and Mitsuhiro Arikawa：“Exact density matrix ofthe   

Gutzwillerwavehnction：ⅠⅠ－Minorityspincomponent”，Phys・Rev・B77（2008）045114（14pages）・   

［15］M．0knmura，S．Y瓦mada，N．T如1iguchiandM．Machida，“HoleLocalizkationinOne－Dimensional   

DopedAnderson－HubbardModel”，arXiv／0803．2793（submitted七OPRL）・   

t16］T．Hayashi，T．Arimitsu，S．KitajimaandF．Shibata：“Stabili2；erCode払rUncorrelatedErrorsCan   

CorrectSpatial1yCorrelatedOnes”，J．Phys．A：Math．Theor・40（2007）F457－F463．   

［17】T．Arimitsu，N．Arimi七Su，K．YbshidaandH．Mouri：“Multi＆actalPDFAnalysisofEnergyDissi－  

PationRatesinTurbulence”，IUTUMSymposiumonComputationalPhysicsandNewPerspectives   

innlrbulence（IUPUMBooksiries，Springer，2008）pp．117－123・   

［18】K・Ybshida and T・Arimitsu：“NumericalSimulation ofQuantum Fluid nlrbulence”，IUTUM   

Symposiumon ComputationalPhysics andNewPerspectivesinTurbulence（IUPUM Booksiries，   

Springer，2008）pp・379－384・   

［19］T・Arimitsu，T・Hayashi，S・KitajimaandF・Shibata：“QuantumErrorCorrectionforSpatial1y   

CorrelatedErrors”Int・J・QuantumInformation（2007）submitted・   

【20〕KyoⅥ）ShidaandTbshihicoArimitsu，“Inertial－Subrangestructuresofisotropicincompressiblemag－  

netohydrodynamic turbulencein the Lagrangianrenormali2；ed approximation”，PhysicsofFluids   

19（4）045106－1－045106－14（2007）．   

［21］L．Berthier，G．Biroli，J・岬P・Bouchaud，W∴Kob，K．Miyazaki，andD・R．Reichman：”Spontaneous  

andinduceddynamicnuctuationsinglassbrmers．Ⅰ．Generalresultsanddependenceonensemble   

anddynamics”，J．Chem．Phys．126（2007）184503・   

【22】L・Berthier，G・Biroli，J・－P・Bouchaud，W．Kob，K・Miyazaki，andD・R・Reichman‥”SpontaneOuSand   

induceddynamiccorrelationsinglass払rmers．ⅠⅠ．Modelcalculationsandcomparisontonumerical   

Simulations”，J．Chem．Phys．126（2007）184504・   

【23】HansM・Wyss，K・Miyazaki，JohanMat七sson，ZhibingHu，DavidR・Reichman，andDavidA・Ⅵ毎itz：   

”Strain－RateFtequencySuperposition（SRFSトArheologicalprobeofstructuralrelaxationinsoft   

materials”，Pんyβ．月e肌エe比98（2007）238303・  

＜著書＞  

［1］T・Arimitsu，N・Arimitsu，K・YbshidaandH・Mouri：“Multih：aCtalPDFanalysisforintermittent   

systems”（分担執筆）；AγもOmαわ祝β爪ⅦCねα如mPゐeれOm飢α血Co叩Je訂勒βまemβごPgαβmαP毎β乞cβ，β由一   

ScienceandEconophysics，EditedbyC．RiccardiandH．E．Roman（TransworldResearchNetwork，   

India，2008）inpress・  

＜解説・紀要＞  

【1】初見安弘「非可換ベリー位相」数理科学6月号528，26（2007）  

【2］M・Okumura，S・Y瓦mada，N・T乱niguchiandM・Machida，“HoleLocalizationinStrongly－Correlated   

and Disordered Systems：DMRG Studies fbrl－Dand n－1egladder Random Hubbard Models”   

（ISSP2007，2007）．  
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【3〕M・Okumura，S・Yamada，N・TaniguchiandM．Machida，“HoleLocalizationinDopedAnderson－   

HubbardModel：DMRGStudiesfbrl－Dandn－legladdermodels”（YKIS2007，2007・11）・  

【4］吉田恭，有光敏彦「電磁流体乱流のエネルギースペクトル」研究集会報告（19ME－S7）「乱流現象及び   

多自由度系の動力学，構造と統計法則」（九州大学応用力学研究所，2008年3月）116－123．   

【5］宮崎州正：”ガラス転移理論の新展開一動的不均一性とモード結合理論－”，日本物理学会誌62（2007   

年6月号）43ト434．  

【6］宮崎州正：”ガラスの非線形レオロジーの微視的理論－モード結合理論によるアプローチー”，物性研究   

88（2007年6月号）360－367．  

［7］宮崎州正：”ガラス転移とモード結合理論 一最近の発展と課題－”，物性研究88（2007年8月号）  

621－720．   

［8］K・Miyazaki，G・Biroli，J－P・Bouchaud，andD．R．Reichman：”NonlinearSusceptibilityandDy－   

namicalLength Scale ofGlassy Sys七ems”，In MichioTbkuyama，Irwin Oppenheim，and Hideya   

Nishiyama，editors，”COMPLEXSYgTEMS：5th九ternationalWorkshop on CorTtPlaxSystems”，   

VOlume982（AIPConftrenceProceedings，2008）173－176．  

＜受賞＞  

［1］宮崎州正：第1回物理学会若手奨励賞（領域12）（2007年）  

＜講演＞  

【1］（招待講演）初貝安弘「フラストレートしたズピン液体での量子化ベリー位相と局所秩序変数」，日本   

物理学会 第63回年次大会24pRJ－4プラストレート磁性体の新奇秩序化現象，2008年3月24日，近  

畿大学   

［2】平野嵩明，桂法称，初貝安弘，「ベリー位相とLieb－Schultz－Mattisの定理」，日本物理学会 第63回年   

次大会23pWD－12，2008年3月23日，近畿大学   

【3］初貝安弘，平野嵩明，桂法称，「ベリー位相を用いた整数スピン鎖のトポロジカルな分類」，日本物理学   

会 第63回年次大会23pWD－3，2008年3月23日，近畿大学  

［4］森本高裕，初貝安弘，青木秀夫，「量子ホール系のTHz領域におけるacホール伝導度の理論的提案」，   

日本物理学会 第63回年次大会23aWH－4，2008年3月23日，近畿大学  

［5〕丸山勲，初貝安弘，「近藤絶縁体における局所秩序変数」，日本物理学会 第63回年次大会 23aTE－3，   

2008年3月23日，近畿大学   

［6］T・Morimoto，Y・Hatsugai，H・Aoki，”Cyclotronradiationandemissioningraphene”，2008APS   

MarchMee七ing，2008年3月12日，NewOrleans，Louisiana，USA  

【7】TakaakiHirano，HoshoKatsura，YasuhiroHatsugai，”AtopologicalclaBSificationofgappedspin   

ChainsbyquantizedBerryphases‥VBSpictureandthe鈷・aCtionalizationM，2008APSMarchMeeting，   

2008March12NewOrleanS，Lollisiana，USA  
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【8］YasuhiroHatsugai，”BerryPhasesofGappedSpin Liquids：FtactionalizationandEntanglement  

Entropy”，SeminarinCondensedMatterPhysicsatInstituteforTheoreticalPhysics，ETHZurich，  

2008Jan．31，SwissFbderalInstituteofTbchnologyZurich，Zurich，Swi七zerland   

【9］Y由uhiroHatsugai，”SpinLiquidswithFtactionalization：BerryPhasesandEntanglementEntropy”，  

CondensedmattertheoryseminaratPaulScherrerInstitut，2008Jan．30，PaulScherrerInstitut，  

VilligenPSISwitzerland  

［10］平野嵩明、丸山勲、初貝安弘，「四体交換相互作用を持つフラストレートしたスピン梯子系の量子化ベ   

リー位相によるトポロジカルな相分類」特定領域「フラストレーションが創る新しい物性」第一回ト  

ピカルミーティング2008年1月11日，京都大学京大会館   

【111初貝安弘，「量子液体相、スピン液体相における量子的な秩序とペリー位相」青山学院大学・物理・数  

理学科 コロキウム，2007年12月21日，青山学院大学理工学部  

【12j初貝安弘「ものの区別からトポロジカルな量子相転移へ」筑波大学大学院数理物質科学研究科コロキュ  

ウム 2007年12月20日筑波大学数理物質科学研究科   

【13］丸山勲、初貝安弘，「一次元モット絶縁体における鎖間平均場による粒子数揺らぎと超伝導」「超伝  

導が拓く物性科学の最前線－4特定領域合同研究会」，2007年12月7日首都大学束京 南大沢キャン  

パス   

［14］初貝安弘「新しい秩序と〔てのダイマー秩序とベリー位相」東邦大学理学部物理学科コロキウム，2007  

年12月5日，東邦大学理学部   

［15】Y・Hatsugai，”TbpologicalQuantumPhaseTtansitionsCharacterizedbyQuantizedBerryPhases   

andEntanglementEntropy”，近畿大学理工学部講演会，2007年11月15日，近畿大学東大阪キャンパス   

［16］Y・Hatsugai，”BerryPhasesandEn七anglementEntropiesofQuantumLiquids：QuantumInteト  

ftrencesinMany－body States”，InternationalSymposiumonPhysicsofNew QuantumPhasesin  

SupercleanMaterials（PSM2007），2007Nov・1，NagaragawaConventionCenter，Gifu，Japan・  

［17】初貝安弘，「対称性の破れを伴わない量子相における新しい秩序変数：幾何学的位相の量子化を用い  

て」筑波大学大学院数理物質科学研究科凝縮系理論コロキクム，2007年10月18日，筑波大学自然系  

学系棟   

【18】平野嵩明，丸山勲，初貝安弘，「四体スピン交換相互作用とトポロジかレ秩序」日本物理学会2007年秋   

「第62回年次大会」24aTL3，2007年9月24日，北海道大学  

〔19】丸山勲，初貝安弘「量子ホール系でのラフリンの議論に関する非断熱効果」日本物理学会2007年秋   

「第62回年次大会」22aTH－6，2007年9月22日，北海道大学  

［20］森本高裕，初貝安弘，青木秀夫，「磁場中グラフェンにおけるサイクロトロン発光の理論」日本物理学  

会2007年秋「第62回年次大会」22aTH－10，2007年9月22日，北海道大学  

【21］初貝安弘，福井隆裕，青木秀夫，「グラフェンのN＝0ランダウ準位におけるボンド秩序形成とトポロジ  

かレ励起」日本物理学会2007年秋「第62回年次大会」22aTH－11，2007年9月22日，北海道大学  

【22］福井隆裕，初貝安弘，「量子スピンホール効果を特徴づけるZ2不変量の簡便な計算方法と3次元物質  

への応用」日本物理学会2007年秋「第62回年次大会」21aWA－6，2007年9月21日，北海道大学   

【23】Y・Hatsugai，T・Fukui，and H・Aoki，”Tbpologicallow－energy mOdesin N＝O Landaulevels of  

graphene：aPOSSibilityofaquantumliquid”，EP2DS－17，17thInternationalConference on Elec－  
tronicPropertiesofTwo－DimensionalSystems，2007July15，Genova，Italy  
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［24］Y．Hatsugai，”GaugeDependentLocalOrderParametersofQuantumDisorderedStates：Char－   

acterizationbyBerryConnections”，（Oral）STATPHYS23，the23rdInternationalCon鈷renceon   

Sta七isticalPhysicsoftheIn七ernationalUnionforPureandAppliedPhysics（IUPAP），2007年7月9  

日，Genova，Italy   

［叫初貝安弘，「ベリー接続としての非可換ゲージ場と量子液体相」筑波大学物理学系素粒子理論セミナー，   

2007年6月29日，筑波大学計算科学研究センター   

【26】初貝安弘，「グラフェンの異常量子ホール効果」高エネルギー加速器研究機構 放射光セミナー（物   

構研セミナー），2007年6月15日，高エネルギー加速器研究機構4号館   

［27】初貝安弘，「量子液体相における幾何学的位相とエンタングルメントエントロピー」第25回原研・兵  

県大合同コロキウム，2007年5月17日，SPring－8，萌光館   

【28】M・ArikawaandS・Nishimoto：“Dynamicsof3－tubespinladders”，PhysicsandMathematicsof  

hteractingQuantumSystemsinlowDimensions，2007年5月，東京大学物性研究所（ポスター発表）．   

［29］有川晃弘，初貝安弘：“量子スピンホール相におけるトポロジカルな秩序変数”，日本物理学会2007年  

秋季大会，2007年9月，北海道大学．   

【30］M．Arikawa：“Localtopologigalorderparameteronquantumspin－Ha11phase”，ⅥユkawaInternational  

Seminar2007，“InteractionandNanostructuralE鮎ctsinLow－DiInenSionalSystems”，2007年11月，  

京都大学基礎物理学研究所（ポスター発表）．   

［31］M・ArikawaandS・Nishimoto：“Dynamicsofthethree－legspintubesystem”，第1回学際物質科学   

国際シンポジウム，2008年3月，筑波大学（ポスター発表）．   

【32］有川晃弘，初貝安弘，青木秀夫：“磁場中グラフェンの端状態の理論”，日本物理学会2008年春季大会，  

2008年3月，近畿大学．   

［33】小口悠、谷口伸彦：“AnanalysisonquantumnanosystemsusinganimprovedEOMmethod‥Orbital  

degeneratedquantumdots”、ICYS－ICMRSummerSchoolonNanomaterials、2007年7月、物質・  

材料研究機構   

【34］小口悠，谷口伸彦：「Ra血ba結合によるナノスピン干渉計と帯電効果」，日本物理学会 第63回年次  

大会，2008年3月，近畿大学   

【35］吉田恭，有光敏彦，北島佐知子：「量子散逸系の真空と生成消滅演算子」，日本物理学会 第62回年  

次大会，2007年9月，北海道大学，札幌   

［36］有光敏彦，有山正孝，北原和泉二宮正夫，並木雅俊：「物理チャレンジ2007報告Ⅰ概要」，日本物理  

学会 第62回年次大会，2007年9月，北海道大学，札幌   

［37】吉田恭「乱流の統計理論の新展開」，物理学セミナー（筑波大学，つくば，2007年10月24日）．   

【38〕吉田恭，有光敏彦「電磁流体乱流のエネルギースペクトル」，研究集会「乱流現象及び多自由度系の動   

力学，構造と統計法則」（九州大学，福岡，2007年11月25日）．   

［39］T・Arimitsu，T・Hayashi，S・KitajimaandF・Shibata：「QuantumErrorCorrectionfbrSpatial1y   

CorrelatedErrors」，InternationalConference“NoiseInfbrmation＆Complexity＠Quant11mScale   

（NIC◎QSO7）”，2007年11月，EttoreMajoranaCen七re，Erice（Sicily），Italy  
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［40】（招待講演）有光敏彦，有光直子，吉田恭，毛利英昭，本地巧‥「大偏差を呈する系のマルティフラク  

タルPDF解析とその周辺→乱流を中心として－」，経済物理学セミナー，2007年12月，東京工業  

大学，東京   

［41】（招待講演）有光敏彦，林剛史，北島佐知子，柴田文明：「CanonicalOperatorFbrmalismforDissipative   

QuantumSystemsanditsApplicationtoQuantumErrorbCorrection」，ワークショップ「量子応答・  

量子ダイナミックスの新展開」，2008年2月，談露館，甲府   

【42］（招待講演）T・Arimitsu，T．Hayashi，S．Ki七ajimaandF・Shibata：「CanonicalOperatorFbrmalism   

fbrDissipativeQuantumSystemsanditsApplicationtoQuantumError－Correction」，2008年3月，  

UniversityofSalern0，Salerno，Italy   

［43】Kyo Ybshida“Statistics of q11antum且uid turbulence”，針ontiers of Compu七ationalScience p   

MacroscopicSystems／FluidMechanics，（NagoyaUniversity，Nagoya，Japan，26Mar・2008）・  

［44］（招待講演）有光敏彦，有光直子，吉田軋毛利英昭，本池巧：「乱流のマルティフラクタルPDfl解  

析とその周辺」，第三回九州大学産業技術数理研究センターワークショップ「自然現象における階層  

構造と数理的アプローチ」，2008年3月，九州大学産業技術数理研究センター，福岡   

【45］本地 巧，有光敏彦：「れ（＞2）∞周期軌道のべキ的不安定性とマルチイプラクタル構造の関係」，第三  

回九州大学産業技術数理研究センターワークショップ「自然現象における階層構造と数理的アプロー  

チ」，2008年3月，九州大学産業技術数理研究センター，福岡  

〔46】武智公平，吉田恭，有光敏彦：「粉粒体における粒子回転緩和過程のシミュレーションによる解析一  

金谷理論の検証－」，日本物理学会 第63回年次大会，2008年3月，近畿大学，東大阪   

【47］杉山忠乳有光敏見原田勲‥「国際物理オリンピックの問題とその教育実践」，日本物理学会 第63  

回年次大会，2008年3月，近畿大学，東大阪  

【48】K．Miyazaki：rガラス転移における動的相関－モード結合理論によるアプローチー」特定領域研究  

第2回領域研究会，2007年6月，米沢市   

［49】K・Miyazaki，GiulioBiroli，Jean－PhilippeBouchaud，andDavidR・Reichman：”Nonlinearsuscepti－   

bilityanddynamical1engthscaleofglassymaterials”，SOCOBIM2007，2007年7月，シチリア島   

【50】K・Miyazaki，HansM・Wyss，DavidA・Wdtz，andDavidR・Reichman：”Nonlinearrheologyof   

soft瑠1assyma七erials－mOde－COuplingapproach－”，StatPhys23，2007年7月，Genova   

【51】K．Miyazaki：”Nonlinearrheologyofsoftglassymaterials”，TheYITPworkshopon”NewFton七iers   

inColloidalPhysics：ABridgebetweenMicro－andMacroscpicConcep七SinSoftMat七er”，2007年  

7月，京都市   

［52】K・Miyazaki：”Nonlinearsusceptibilityanddynamical1engthscaleofglassysystems”，The5th   

InternationalWbrkshoponComplexSystems，2007年9月，仙台市  

【53】（若手奨励賞受賞講演）宮崎州正：「ガラス転移における動的相関長の微視的理論」，日本物理学会2007  

年秋季大会，2007年9月，北海道大学  

【54】金軌宮崎州正，斉藤真司‥「多孔質媒体中のガラス転移：ガラス転移とローレンツガスのクロスオー   

バー」，日本物理学会2007年秋季大会，2007年9月，北海道大学  

［55］宮崎粧政「コロイドのゲル化に現れる動的不均一性の数理モデル」，日本物理学会2007年秋季大会，  

2007年9月，北海道大学  
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［56］K．Miyazaki：”Mode－CouplingTheoryandGlassTねnsition：Recentprogresses”，Symposiumonthe   

50thAnniversaryoftheAldertransition，2007年11月，金沢市   

【57】（招待講演）K．Miyazaki：”Recent Progresses on Mode－Coupling Theory fbr Glass nansition”，   

FukuokaInternationalWorkshoponUn勒ingConceptsofGlassTransition，2007年11月，福岡市  

【58］（招待講演）宮崎州正：「ガラス転移とモード結合理論」，京都大学数理解析研究所共同研究集会「乱  

流研究の展望：ブレークスルーを求めて」，2008年1月，京都大学  

【59］宮崎州正：「1次元拡散問題とモード結合理論」，日本物理学会2008年春季大会，2008年3月，近畿  

大学  

＜社会還元等＞  

川初貝安弘：東京大学大学院工学系研究科委嘱教授  

［2］初貝安弘：東京大学物性研究所附属物質設計評価施設（スーパーコンピュータ共同利用課題審査）  

【3】有光敏彦‥平成19年度竹園高校SSH事業先端科学講話，講義題目「カオスとフラクタル構造」，2007  

年7月，茨城県立竹園高等学校   

【4］有光敏彦：JapaneseJournalofAppliedPhysics，編集委員  

［5】有光敏彦：CondensedMatterPhysics（TheInstitute払rCondensedMatterPhysicsontheNational   

AcademyofScienceofUkrain），編集委嵐   

［6】有光敏彦：物理チャレンジ・オリンピック委員会運営委員，および物理チャレンジ2007実行委員会現  

地実行部会長．   

【7］吉田恭＝物理チャレンジ2007現地実行部会委員・  

［81吉田恭‥日本物理学会領域11領域役員，2007年5月－2008年4月・  

＜卒業論文（学士）＞  

【1】筑波大学卒業論文：棚谷翔（初貝、有川）「励起ギャップを持っ量子スピン系のエンタングルメントエ   

ントロピー」（2008）3月・  

［2】筑波大学卒業論文：斎藤佑弥（有川、初貝）「1次元トJモデルの熱力学的性質の数値的研究」（2008）  

3月．   

［3］筑波大学卒業論文‥岡崎智美（谷口）「相転移とハミルトン動力学：無限レンジ模型による検証」（2008）  

3月．   

［4］筑波大学卒業論文‥轟木貴人（有軋吉田）「高分子系の統計理論－スケーリング則に基づいた考察   

－」（2008）3月・  

＜学位論文（修士）＞  

［1］筑波大学修士論文‥武智公平「粉粒体における粒子回転緩和過程のシミュレーションによる解析一金   

谷理論の検証－」（2008）3月・  
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＜外部資金＞  

【1】特定領域研究「スーパークリーン物質で実現する新しい量子相の物理」（公募研究），課題番号18043007   

「量子液体相におけるトポロジカル秩序」代表：初貝安弘（平成19年凰140万円）   

【2］科学研究費補助金萌芽研究「等エネルギー面上の場の理論の研究：量子カオスから量子的複雑流体・   

量子相転移へ」（課題番号17654071研究代表者：谷口伸彦）（平成19年度500千円）  

【3j科学研究費補助金若手研究（B）（平成19年度～平成20年度、研究代表者‥吉田恭）、課題番号19740229   

「乱流統計理論の宇宙規模流体への展開」（平成19年凰1，100千円）  

［4i科学研究費補助金基盤研究（C）（平成19年度～平成20年度、研究代表者：宮崎州正）課題番号19540432   

「ガラス転移と動的相関長」（平成19年度1，800千円）  

［5】科学研究費補助金特定領域研究「非平衡ソフトマター物理学の創成：メソスコピック系の構造とダイナ   

ミクス」（公募研究）（平成19年度～平成20年度、研究代表者：宮崎州正）課題番号19031027「コロ   

イドゲルの生成ダイナミクスとレオロジー」（平成19年度2，300千円）分担者：古沢浩（平成19年度0   

円）  

【6］科学研究費補助金特定領域研究「実在系の分子理論」（計画研究）（平成19年度～平成21年度、研究   

代表者：斎藤真司）課題番号18066018「空間・時間不均～ダイナミックス理論の構築」（平成19年度   

6，000千円）分担者‥宮崎州正（平成19年度0円）  
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