
京都大学・理学研究科・教授

科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１４３０１

基盤研究(S)

2017～2013

光格子中イッテルビウム量子気体の究極的操作・観測が拓く新奇量子凝縮相研究の新展開

New stage of research of novel quantum condensed phase developed by ultimate 
control and measurement of ytterbium quantum gases in an optical lattice

４０２２６９０７研究者番号：

高橋　義朗（TAKAHASHI, YOSHIRO）

研究期間：

２５２２０７１１

平成 年 月 日現在３０   ５ １７

円   172,400,000

研究成果の概要（和文）：光格子と呼ばれる周期的なポテンシャルに、超低温のイッテルビウム原子気体を導入
した系を用いて、量子多体系の量子シミュレーションを行い、量子凝縮相に関する物性研究を格段に発展させる
ことができた。具体的には、トポロジカルサウレスポンプの実現、４成分スピン系の反強磁性スピン相関の増強
の観測、超流動・モット絶縁体量子相転移に対する散逸の非自明な影響の解明、リープ型光格子の実現と平坦バ
ンドでの特異な振舞いの観測、近藤効果の研究に応用可能な新たな原子系の発見、新しい方式の量子気体顕微鏡
の開発、および上記に関連した最先端理論、である。

研究成果の概要（英文）：By using ultracold ytterbium atoms in an optical lattice which is a periodic
 potential, we could perform quantum simulation of quantum many-body system and contributed better 
understanding of quantum condensed matter. In particular, we achieved the following attainments like
 realization of topological Thouless pump, enhanced anti-ferromagnetic spin correlation in a SU(4) 
system, revealing the non-trivial effect of dissipation on the superfluid-Mott insulator transition,
 realization of Lieb optical lattice and observation of novel behavior of atoms in a flat band, 
revealing a new experimental platform suitable for the study of Kondo effect, development of a new 
method of quantum gas microscope, and the advanced theories related with the above topics.

研究分野： 量子エレクトロニクス

キーワード： 原子物理　レーザー冷却　光格子　量子情報
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１． 研究開始当初の背景 
(1)レーザー冷却による量子縮退気体の研究
分野で、特に注目を集めている重要な研究テ
ーマとして、光格子と呼ばれる周期的なポテ
ンシャルにナノケルビン台の極低温原子気
体を導入した系を用いた量子多体系の量子
シミュレーションの研究を挙げることがで
きる。光格子中の冷却原子は、格子点間のト
ンネリング項と格子点内での原子間相互作
用項の２つの項からなるハバードモデルで
記述されることが知られている。このハバー
ドモデルは、遍歴磁性や異方性超伝導などの
強相関電子系を記述する凝縮系物理にとっ
て大変重要なモデルであり、光格子中の冷却
原子系は、極めて制御性の良いハバードモデ
ルの新たな実験系として、大変注目を浴びて
いる。これまでに、アルカリ原子を用いて、
ボース原子の超流動・モット絶縁体転移の観
測、フェルミ原子の金属・バンド絶縁体・モ
ット絶縁体転移の観測、などが研究されてい
る。また、近年は、この量子シミュレーショ
ン研究が高度な領域に到達して、ボソンとフ
ェルミオンの混合系など、これまでの固体系
には存在しない全く新しい系も、対象となっ
てきた。そのような系で起こる新たな物理現
象を探求することは、先に述べた狭義の量子
シミュレーションと同等以上に意義がある
といえる。 
 
(2)我々のグル―プはこれまで主に研究の
対象とされてきたアルカリ原子系ではなく、
特に 2 電子系であるイッテルビウム（Yb）
原子を対象として、量子縮退研究を推進し
てきた。これまでにボース・アインシュタ
イン凝縮、フェルミ縮退、およびその混合
量子気体の生成に成功している。 
 
２．研究の目的 
これまでの研究開発状況と成果を踏まえ

て、これらを有機的に融合・発展させること
により、さらに進化した、極めて特徴ある量
子凝縮相の研究が可能であると着想した。設
定した研究テーマ、および具体的内容は以下
の通りである。 
(1)トポロジカル量子物理 
(2)量子磁性 
(3)新奇超流動現象 
(4)非標準型格子の特異なバンド構造 
(5)不純物問題の量子シミュレーター 
(6)量子気体顕微鏡 
上記の具体的な本研究課題設定はすべて、

独創的なものであり、固体系での難問に対応
する。これを本研究により実現・解明するこ
とにより、量子シミュレーション研究が飛躍
的に発展するのは間違いない。さらには凝縮
系理論・計算物理などへの学術的な波及効果
や、物質設計に対する重要な指針の提示など、
科学技術・産業に幅広い意味でインパクト・
貢献が期待できる。 

 

３．研究の方法 
(1)「トポロジカル量子物理」については、
まず、フェルミ粒子の基底状態 1S0 と準安定
状態 3P2および 3P０との間のフェッシュバッハ
共鳴の探索を実施し、理論分担者（藤本）と
の共著論文において提案した方法に基づい
たトポロジカル超流動の実現に向けて、原子
の低温化および分子観測等を研究する。さら
に、光超格子技術を駆使して、サウレスポン
プというトポロジカル量子現象を研究する。 
 
(2)「量子磁性」(3)「新奇超流動現象」で
は、まずは、173Yb 原子および 171Yb 原子の超
低温化から始め、スピン自由度、軌道自由度、
そして光超格子技術を駆使した新しい手法
により冷却原子の量子磁性研究、および新奇
量子相の可能性を追求する。 
 
(4)「非標準型格子の特異なバンド構造」に
ついては、平坦バンドおよびディラック・コ
ーンを有するリープ型光格子を実現し、特に、
ボース凝縮体および低温フェルミ原子を平
坦バンドに導入し、そこでの原子集団の特徴
的な振る舞いを調べ、特異な量子相の解明に
つなげる。特に、平坦バンド中の相互作用す
る原子集団は非自明な振る舞いが期待され
るので、理論分担者（段下）との議論を通し
て、「量子磁性」「新奇超流動現象」の観点か
らも新たな可能性を検討する。 
 
(5)「不純物問題の量子シミュレーター」で
は、巨大質量比を持つYb原子とリチウム(Li)
原子の量子混合気体を3次元光格子に導入し、
その非弾性および弾性衝突の振舞いを網羅
的に調べ上げる。特に、Yb原子のフェッシュ
バッハ共鳴を有する準位に関しても非弾性
および弾性衝突の振舞いを観測し、その振る
舞いを明らかにする。 
さらに、基底状態 1S0 と準安定状態 3P０の 2
軌道の間のスピン交換相互作用を用いた近
藤効果の量子シミュレーションの可能性を
探る。 
 
(6)「量子気体顕微鏡」では、Yb 原子に対し
て、波長の異なる 2 種類の光学遷移が存在す
るという Yb 原子の特徴を活用した光格子の
超高空間分解能観測技術（＝量子気体顕微鏡）
を開発する。これまで採用されてきた発光観
測による原子のイメージング手法だけでな
く、吸収や分散を利用した、新たな原子観測
法の確立を目指す。 
 
４．研究成果 
(1)実験グループ（高橋、高須）の研究成果
として、まず、超低温 Yb 原子を安定に生成
する技術をほぼ確立したことを挙げること
ができる。これをもとに各項目の研究テーマ
を推進することができた。 
①「トポロジカル量子物理」については、
トポロジカル超流動の実現に向けて、フェル
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④
ついては、複数の光格子を組み合わせること
で、平坦バンドおよびディラック・コーンを
有するリープ型光格子を実現し、実際、平坦
バンド中のボース凝縮体および低温フェル
ミ原子について、局在性の観測
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り、２軌道間のスピン交換相互作用が近藤効
果発現に要求される反強磁性的なものであ
ることを突き止めた。これは今後につながる
大きな成果である。 
 
⑥「量子気体顕微鏡」では、2 重モラセス
法を開発し、Yb 原子の量子気体顕微鏡を
開発することに成功し、光格子中の孤立原
子を格子点を分解して観測することに成功
した[文献 9]。また、吸収イメージング法
による孤立原子の観測を実現するとともに、
より非破壊的な測定である分散を利用した
ファラアー量子気体顕微鏡を開発すること
に世界で初めて成功した[文献 3]。 
さらに、この非破壊測定の理論限界を明ら
かにし、スクイーズ真空を用いた共焦点型
顕微鏡により光格子中個別原子の量子非破
壊測定が実現できることを明らかにした。
これらは、上記の本研究テーマに役立つだ
けでなく、将来の量子技術にも広く波及す
ることが期待される。 
また当初の提案の中から新たに現れた

興味深い研究として、 
⑦「孤立量子系の熱化に関する非平衡過
程」を挙げることができる。まず、平衡状
態の量子相について超高分解能レーザー分
光を開発し[文献 8]、さらにこれを応用し、
ハバードモデルの運動エネルギー項および
相互作用エネルギー項の観測法を確立した。
そして、これを、モット絶縁体相から超流動
相などにクエンチした後の量子多体系のダ
イナミクスの研究に応用展開し、i)短時間で
の平衡化、ii)全エネルギーの保存、iii)位
相コヒーレンスの光円錐的空間伝搬、などを
明らかにした。 
 
(2)理論研究分担者（藤本）による研究成果
として、人工スピン軌道相互作用の実装によ
るトポロジカル超流動の理論では、冷却原子
系におけるトポロジカル超流動状態を特徴
づける新規物理現象の一つとして動的 Axion
現象の理論研究を行い、系の回転と Axion の
振動数との共鳴によるマクロな慣性モーメ
ントの増大効果などを予言した。この効果を
利用して、将来、トポロジカル超流動状態を
実験的に同定することが可能になると期待
される。また、トポロジカル超流動に特徴的
なBerry位相の揺らぎに伴う新規ホール効果
の理論研究も行い、将来の発見に向けて指針
となる結果が得られた。また、SU(6)量子磁
性、リープ格子上の遍歴強磁性、アンダーソ
ンハバードモデル等の強相関系に問題を解
明するにあたって、強相関効果の典型例であ
り、かつ量子磁性の基本舞台となるモット絶
縁相の理解が重要である。本研究では１次元
モット絶縁体がトポロジカルなスピン液体
に転移する機構を明らかにした。このような
系は光格子中の冷却原子気体で実現できる
可能性があり、将来の実験的発見に繋がるこ
とが期待される。 

また、フェルミ粒子の波数空間における非
自明なトポロジーに起因する新規現象を探
索してきたが、ワイル・フェルミオンに関す
るトポロジカルな量子輸送現象について格
段に理解が進行し、ワイル超流動状態や、ワ
イル磁性状態等に展開する端緒を得ること
ができた。今後の研究の飛躍的発展に繋げて
行くことができる成果が得られた。 
さらに、ワイル・フェルミオンに特徴的な

カイラル異常に起因する新規量子輸送現象
を理論的に提唱し、確立した。トポロジカル
織目構造が生み出す創発的電磁場によって、
平衡流が生じ、カイラル異常が実験で観測可
能な現象として実現されることを明らかに
した。この結果は電荷を持たない原子気体に
も応用できる可能性がある。 
(3)理論研究分担者（段下）による研究成果
として、まず、超伝導流が量子揺らぎによる
トンネル効果によって減衰する過程である
量子位相滑りの量子シミュレーションを提
案した。冷却気体系の実験で量子位相滑りを
特定する方法を提案し、現在の理論では定量
的な解析の難しい有限温度の量子位相滑り
を調べることが量子シミュレータの興味深
い対象になることを指摘した。 
また、三角格子上スピン-1/2 XXZ 模型の量

子相図を決定した。三角格子上の反強磁性量
子スピン系はフラストレーションを持つ系
の典型である。符号問題が存在するため量子
モンテカルロ法による解析が困難であり、長
年理論的に興味を集めてきた。冷却気体系の
実験では、量子スピン模型の実現には至って
いない。本研究では、ホッピング符号反転と
ダイポーラー・ボース気体を組み合わせるこ
とで、三角格子上スピン-1/2 XXZ 模型の量子
シミュレータが実現できることを提案した。
この模型の基底状態を定量的に解析するた
めの数値計算手法を開発し、XXZ 異方性と縦
磁場を変数とした量子相図を初めて定量的
に評価した。得られた相図は実験の量子シミ
ュレータと比較するためのベンチマークと
なる。 
さらに、光格子中二成分ボース気体におけ

る不連続超流動・絶縁体転移、三重臨界性、
表面臨界性を明らかにした。相互作用比を固
定してホッピングと化学ポテンシャルを変
化した相図上に、一次転移から二次転移に切
り替わる三重臨界点があることを指摘した。
また、その点を通る相転移の臨界性が通常の
希薄ボース気体転移とは異なる普遍性属性
を持つことを明らかにした。さらに、系に強
いポテンシャル障壁を加えた状況を考える
と、一次転移点近傍に表面臨界性と呼ばれる
臨界性が現れることを見出した。 
また、光格子中ボース気体の Higgs 束縛

状態について、系に障壁ポテンシャルがある
際に、障壁の周りに局在する Higgs モードの
束縛状態が出現することを見出し、その新奇
な励起の実験での観測方法を提案した。さら
に、もう一つの典型的な集団運動モードであ



る Nambu-Goldstone モードがこの Higgs 束縛
状態を介した Fano 共鳴トンネルをすること
を明らかにした。 
さらに、光格子中一次元 Bose 気体の二重

極振動の減衰を解析した。新たに導出した計
算公式を用いて、二重極振動の減衰率を計 
算した。結果として、実験結果と定量的な一
致を示した。これによって、光格子量子シミ
ュレータで超流動トランスポートを調べる
という応用の道を切り拓いた。 
さらに、実験グループとの密接で有機的な

協力を推進し大きな成果を挙げることがで
きた。まず、制御可能な二体散逸項を持つボ
ースハバード模型について、実験と理論計算
の定量的一致を確認することに成功した。こ
こでの二体散逸項の導入法は光会合技術を
利用した一般的なものなので、Bose 粒子系以
外の様々な系に応用可能である。さらに、実
験グループが観測したボースハバード模型
のクエンチ・ダイナミクスに関して、テンソ
ルネットワーク法（1D に対して）と切断
Wigner 近似法（3D）を用いた理論解析を実施
し、実験結果を定量的に説明することに成功
した。 
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⑩S. Taie, S. Watanabe, T. Ichinose and Y. 
Takahashi,"Feshbach-Resonance-Enhanced 
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⑪S. Nakajima, T. Tomita, S. Taie, T. 
Ichinose, H. Ozawa, L. Wang, M. Troyer and 
Y. Takahashi, "Topological Thouless 
pumping of ultracold fermions",  
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driving and freezing of bosonic matter 
wave in an optical Lieb lattice", Science 
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〔その他〕 
KURENAI URL: 
http://hdl.handle.net/2433/228300 
京都大学 HP：見られていると絶縁体が安定
化する －観測による量子多体状態の制御技
術を確立－ 
<http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/resea
rch_results/2017/171223_2.html> 
 
KURENAI URL: 
http://hdl.handle.net/2433/201982 
京都大学 HP：レーザーで作る光の結晶格子
で平坦バンドを実現 －難解な磁性の問題の
解明へ新たな道を拓く－ 
<http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/resea
rch_results/2015/151120_3.html> 
 
京都大学 HP：冷却原子系を用いて超高精度
電流源の基本原理を実証 
<http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/rese
arch_results/2015/160119_1.html> 
 
RIKEN Research Highlight:  
http://www.riken.jp/en/research/rikenre
search/highlights/7974/ 
 
ホームページ等 
http://yagura.scphys.kyoto-u.ac.jp/ 
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