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研究成果の概要（和文）：不純物アンダーソン模型で記述される単一の量子ドットで、時間に依存する外場の影響およ
びバーテックス補正の効果を議論した。この計算は相互作用のある系の光支援輸送を理解するときの理論的な出発点を
与えるとともに、高次の保存近似の出発点となる。そのほか、単一電子生成および単一光子生成における位相緩和の効
果、局所的な二準位系を介した熱輸送、金属中のスピン拡散長とスピン局在長の関係などについても、理論的な考察を
行った。分担研究者の阪野塁は高バイアス下不純物アンダーソン模型における非平衡輸送特性とSU(N)模型への拡張を
行った。

研究成果の概要（英文）：We discussed time-dependent transport and effect of vertex corrections in quantum 
dot systems, which are described by an impurity Anderson model. This calculation provides a starting 
point of theoretical approach to understand photon-assisted transport in interacting electron systems, 
and gives a foundation for higher-order conserving approximations. We also studied dephasing phenomena in 
single-electron and single-photon generation, heat transport via a local two-state systems, and relation 
between spin diffusion length and spin localization length theoretically. Sakano Rui, who is a member of 
this project, studied multi-orbital Anderson models theoretically in the limit of high bias as well as in 
the low-temperature Fermi-liquid region.

研究分野： 物性理論
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１．研究開始当初の背景 
 
 ナノスケール素子の伝導特性は長年多く
の理論研究者の研究対象となってきた。特に
近藤効果に代表される非平衡多体効果の考
察は難しく、現時点では電流電圧特性などの
基本的な非線形伝導特性の評価は一部のモ
デル・パラメータ領域に限られてきた。ゆえ
に、多体効果を取り扱う一般的な理論の定式
化とその数値計算手法への応用が強く求め
られる状況にある。 
 一方、従来の手法で取り扱うことのできる
範囲においても、ナノスケール素子の伝導現
象に関わる多くの実験・理論研究が活発に行
われている。特にここ数年の傾向として、時
間依存外場のもとでの量子輸送特性の実験
研究が進みつつあり、対応する理論の構築が
強く求められている。また、フォノン伝導の
ような電子以外の輸送現象についても研究
対象が広がりつつある。 
 
２．研究の目的 
 
(1) 保存近似の逐次的構築法を試みる。ハー
トリー近似の範囲で電流応答関数と電流ノ
イズをバーテックス補正まで含めて定式化
し、実際に計算を行う。さらにその計算結果
を利用し、さらなる近似の次数を引き上げる
試みを行う。 
 
(2) 従来の計算手法で取り扱うことのできる
範囲で、ナノスケール素子の輸送特性を調べ
る。具体的には多体効果や時間依存外場の効
果などを取り扱い、単一電子注入やフォノン
による熱伝導、非平衡近藤効果などについて
研究を行う。またスピントロニクス分野への
研究展開も行う。 
 
３．研究の方法 
 
(1) 電子相関効果と非平衡現象が共存する
最も簡単なモデルとして、不純物アンダーソ
ン模型を考察する。この模型は、量子ドット
を記述する模型として知られ、電子間相互作
用によって近藤効果と呼ばれる多体効果が
生じることがわかっている。この模型の動的
応答を調べるために、強い時間依存周期外場
下での各種の応答関数を調べ、保存近似の枠
内でバーテックス補正を定式化した。さらに
ハートリー近似を出発点とし、具体的に電流
応答関数(電流ノイズ)をバーテックス補正
も含めて計算した。 
 
(2)既存の手法を用いた研究では、量子モン
テカルロ法や非平衡グリーン関数法、量子光
学で用いられる input-output 法などを利用
した。 
 
４．研究成果 
 

(1) 不純物アンダーソン模型で記述される
単一量子ドット系について、強い周期外場下
での輸送特性を研究した。時間に依存する輸
送現象をゲージ不変な定式化によって記述
し、クーロン相互作用がある場合の光支援電
流ノイズのバーテックス補正を導出した。ま
た具体的にフロッケグリーン関数を用いて
自己無撞着ハートリー近似による計算を行
い、周期外場のもとでのクーロン相互作用の
効果を調べた。得られた電流ノイズの振る舞
いは、有効温度を用いることでよく理解でき
ることを示した。周期外場を強くしていくと、
バーテックス補正は有効温度の上昇によっ
て抑制され、ノイズのパワースペクトラムに
おいて周期外場の振動数の整数倍の場所で
ピーク構造が現れることを示した。これらの
結果は、相互作用のある系の光支援輸送を理
解するときの理論的な出発点を与えるもの
である。(図(a)はゼロバイアス電流ノイズ SLL

と有効温度 Teff から概算される熱ノイズ Seq

のグラフ。図(b)はバーテックス補正の寄与
のみを持つスピン反平行の電流ノイズ。) 
 さらに高次の保存近似の構築を検討した
が、先行研究を詳しく検討した結果、当初予
定していた手法では電流保存則は満たされ
るものの、計算精度があまりよくならないこ
とが予想された。パルケ近似や繰り込み群な
どの手法を用いることで、この困難は回避で
きると期待されるが、本研究課題の研究期間
内に研究成果をまとめることはできなかっ
た。 
 
(2) フォノン伝導における多体効果に由来
する新規現象を開拓する目的で、局所的な二
状態系を介した熱輸送を調べた。系をオーミ
ック熱浴と結合した二準位系の模型(スピン
-ボゾン模型)で記述し、この模型を異方的近



藤模型にマップすることで、近藤効果が生じ
ることを議論した。具体的に熱輸送係数(熱
コンダクタンス)を量子モンテカルロ法と線
形応答理論を利用して計算した。熱コンダク
タンスは近藤効果で特徴的なスケーリング
則を満たし、近藤温度と二準位-熱浴の結合
定数の2つによって普遍的に記述されること
を示した。低温で近藤効果が生じる領域では、
熱コンダクタンスは温度の3乗に比例する一
方、高温では温度のべき(べき指数は結合定
数による)で変化することを示した。 

 
(3) 半導体キャビティと量子ドットを利用
した単一光子源の作成が活発に行われてい
る。この現象に関して、量子ドット中の電子
がまわりの電磁場環境から受けるデコヒー
レンスの効果を、量子光学分野でよく用いら
れる input-output 理論によって記述し、光
子の純粋度を評価した。また最近、量子ホー
ル効果のエッジ状態を利用して作成される
単一電子注入源が注目を集めている。注入さ
れた電子の量子力学的な性質は粒子干渉実
験によって調べることができる。注入された
電子のデコヒーレンス現象もごく最近観測
された。デコヒーレンスの原因はいろいろな
ものが考えられるが、現時点ではまだはっき
りとしたことはわかっていない。そこで注入
源のまわりの電磁場環境による純位相緩和
効果を調べた。input-output 理論を用いて、
生成された電子の密度行列をコンパクトな
表式で解析的に得ることができた。さらに、
2 つの単一電子生成源のパラメータの不一致
によっても、二粒子干渉実験の結果が大きく
影響されることを示した。(図(a)は 2粒子干
渉実験の模式図。図(b)は片方の出力ポート
で検出される電流揺らぎの大きさ。) 
 
 
(4) スピントロニクス分野では、種々の応用

上、金属中でのスピン拡散長を評価すること
が重要である。しかし、しばしばスピン拡散
長は短くなり、従来の手法では測定が困難と
なる場合がある。一方、弱局在の磁気抵抗の
データから、局在長とよばれる長さをフィッ
ティングによって決定することができる。こ
のスピン拡散長と局在長がほぼ比例関係に
あることを実験的に確認した。この研究では、
研究代表者は実験データの解釈について実
験家と議論を行い、２つの特徴的な長さが比
例関係になってよいことを理論的に指摘し
た。 
 
(5) 研究分担者の阪野塁は、電子相関のある
量子ドットの非平衡輸送特性について研究
を進めた。スピンと軌道自由度ある不純物ア
ンダーソン模型の、高温もしくは高バイアス
下の電子状態や輸送を熱場の量子論を利用
することで厳密に導出した。また、逆に低バ
イアスでの電流の輸送特性に現れるフェル
ミ液体特性について、厳密に導出した。これ
らの結果は相補的に用いることで実験結果
と比較可能なばかりではなく、数値計算手法
を評価する有力な指標になる。 
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