
1 物性理論

1.1 青木
青木は一貫して、超伝導に代表される多体効果や、

トポロジカル系の理論を主眼に研究を行ってきた。こ
れらの現象では、強相関電子系やトポロジカル系に
特有な新奇現象が起きる。面白い物性を面白い物質
構造で発現させる物質設計も目指している。さらに、
強相関系やトポロジカル系において、非平衡で生じ
る顕著な物性を探ることを最近の大きな柱としてい
る。東大からの定年退職後の 2016年度からは東大名
誉教授として、ImPACTに関しては東大物理学教室
において、科研費に関しては産総研（筑波）におい
て研究を続けている。

1.1.1 超伝導

強相関系の超伝導に対するDMFT+FLEX法

およびDΓA法の提案とHubbard模型への応用

銅酸化物高温超伝導体の相図で顕著な特徴は、電
子の band fillingに対して TC が上に凸（dome状）
になることであるが、満足行く説明はあまりなかっ
た。2次元斥力Hubbard模型における d波超伝導に
対して、揺らぎ交換 (FLEX)近似は、反強磁性スピ
ン揺らぎに媒介される運動量依存ペアリング相互作
用を記述できるが、母物質のMott絶縁相を記述でき
ない。他方、Mott絶縁相を記述できる動的平均場理
論 (DMFT)を出発点としたクラスター拡張では小さ
なクラスター（粗い k空間）しか扱えない。そこで
北谷、辻（理研）、青木は、DMFTと FLEXを組み
合わせて自己無撞着なループを構成することにより、
局所的なダイアグラムの寄与を DMFTで、非局所
的なダイアグラムを FLEXで取り込む方法を新たに
提案した。この手法を 2次元Hubbard模型に適用し
た結果、TC domeを得た。Domeの起源は、FLEX
で過大評価された自己エネルギーがDMFTで filling
依存して補正されるためである。
しかし、この方法でもまだ、ペアリング相互作用

に対するバーテックス補正は取り入れられておらず、
特に強相関においてはそれが重要となる可能性があ
る。バーテックス補正は、Held(ウィーン工科大学)
のグループが dynamical vertex近似 (DΓA)法を開
発しているが、これは常伝導相に対する定式化であっ
た。北谷、青木はHeldのグループと共同で、これを
超伝導相に拡張する仕事を行った [36, 33, 34]。この
結果、Tcは DMFT+FLEX法での評価よりは低く

なるが、Tc domeは得られる。より重要な点として、
バーテックス補正を入れると、通常は「ボソン交換」
によるペアリング相互作用しか考えられていないの
に対して、これを超えた枠組みになっていることで
あり、実際、ペアリング相互作用に強い振動数依存
性が生じる等、ボソン交換枠外の効果が見られた。

強相関格子系における Pomeranchuk不安定性と

超伝導への影響

高温超伝導体の基本模型である、正方格子上のHub-
bard 模型では、本来４回対称であるフェルミ面が、
多体効果のために自発的に低対称化する Pomer-
anchuk不安定性の可能性が議論されてきたが、平均
場的な解析等にとどまっていた。特に、Pomeranchuk
不安定下での超伝導についてはよく分かっていなかっ
た。北谷、辻、青木は、DMFT+FLEX法を用いて
これを調べ、フェルミ面の形状を系統的に変化させ
たときに、(i) Pomeranchuk不安定性はこの影響を
超伝導 Tcより強く受ける、(ii) Pomeranchuk不安
定性のために歪んだフェルミ面においては、超伝導
のペアリングが d波から d+(extended) s波になる、
(iii) 歪みが Tcを上昇させる場合がある、ことを見
いだし、直感像を与えた [1]。
北谷は以上の仕事を博士論文にまとめ、博士の学

位を得た [36]。

図 1.1.1: 上段：転移温度以下で Pomeranchuk不安

定性を起こしたフェルミ面（右パネル）。下段：転移

温度以下での超伝導ギャップ関数。[1]

平坦バンド超伝導

平坦バンドをもつようなフェルミオン格子模型に
おいて、非従来型の超伝導が発現し得るであろうか。
小林、奥村、町田（原子力機構）、青木等は、平坦
バンドをもつ最も簡単な擬 1次元模型の一つである
ダイアモンド鎖上の斥力Hubbard模型に対して、厳
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1.1. 青木 1. 物性理論

密対角化と DMRGを用いて物性を調べた [2]。結果
は、電子の全 band fillingが 1/3(最下バンドが満ち、
平坦バンドが空）直下でペア相関が発達することを
見出した。特に、(i) ペアリングは中間相関領域で顕
著となる、(ii) fillingが厳密に 1/3の場合は系はトポ
ロジカル絶縁体になっていることが、entanglement
spectraや端状態から分かり、平坦バンド超伝導はト
ポロジカル相に隣接した超伝導相となっている。従っ
てペアリングは、高度に entangleした平坦バンドを
中間状態として利用しており、従来のペアリング機
構と異なっている可能性があるかもしれない。
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図 1.1.2: (a) ダイアモンド鎖上でのクーパー・ペア。

赤で示されたものが発達する。(b) 様々なペアに対

する相関関数を実空間の距離に対して示す。[2]。

1.1.2 トポロジカル系

グラフェンの量子ホール効果とカイラル対称性

炭素が蜂の巣格子をなすグラフェンはmassless Dirac
粒子のバンド分散 (Dirac cone)をもつために興味深
く、特に磁場中では丁度ディラック点に n = 0ランダ
ウ準位が存在し、これがグラフェン量子ホール効果
においてトポロジカルに保護された性質となる。河
原林（東邦大）、初貝（筑波大）、青木は、ディラッ
ク・コーンが傾いており、かつ質量をもつ場合に拡
張すると、n = 0ランダウ準位は質量項のために分
裂するにもかかわらず、デルタ関数のままでいるこ
とを、数値的および解析的に示した [3, 28, 31]。ま
た、ボンド秩序相における vortexの構造も議論した
[29]。

図 1.1.3: 代数変形 (q がパラメター）により得られ

た模型における傾いた Dirac cone。[3]。

設計されたMetal-Organic Frameworkにおける

強磁性とトポロジカルな性質

籠目格子は Lieb-Mielke-Tasakiによる平坦バンド
強磁性の舞台となる。山田（現在物性研）、副島、
Dinca（MIT化学）、辻、平井、青木は、これを、有
機物が金属元素により連結された framework (MOF)
において、half-filled平坦バンドという強磁性条件を
満たしながら設計し、金を含む新物質でこれが実現
することを提案した [4]。強磁性をスピン密度汎関数
により確認し、さらにスピン軌道相互作用を考える
と、平坦バンドがトポロジカルになることも示した。

図 1.1.4: 上段：設計されたmetal-organic framework。

下段：バンド構造とトポロジカル (Chern)数。[4]
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1. 物性理論 1.1. 青木

3次元Dirac電子

グラフェンを 3次元周期的曲面 (“graphitic zeolites
”)としたときに電子構造はどうなるかという問題を、
越野（東北大、現在阪大）、青木は提起した。TB模
型による解析から、3次元の電子構造は (i)周期曲面
のトポロジー（立方晶か gyroidか、等）に支配され、
(ii) 2次元でのmassless Dirac点は、3次元構造では
massive になり、質量は構造の周期に反比例してス
ケールし、(iii)波動関数は、3次元構造を構成するに
は必須のトポロジカル欠陥に振幅が集中することを
見出した [5]。
また、東北大の田邊等は実験的に、超臨界乾燥法を

用いてナノ多孔質グラフェンを合成した。この結果、
従来より高い電気伝導度をもちながら、ambipolar
制御（電子注入および正孔注入）が容易であること、
この３次元構造においてもグラフェンのディラック
電子的な性質が保持されていることが実証された。
この実験との共同研究として、越野と青木はこの系
のホール抵抗の振舞いなどの理論解析をおこなった
[6, 32]。

2層グラフェンにおける電子複屈折

グラフェン中の電子の伝播は、光学における負の
屈折にアナロガスな現象を示すことが示唆されてい
る。Maksym、青木は、2層グラフェンにおける電子
伝播においては、正の屈折と負の屈折を併せもつ複
屈折が起き得ることを 4成分 Dirac方程式から指摘
し、現実的なパラメータ領域で興味深い現象がおき
ることをシミュレーションで示した [30]。

1.1.3 非平衡および非線形現象

非平衡や非線形現象は、強相関電子系やトポロジカ
ル系において特に興味深い。本年度は以下を行った。

超伝導体におけるHiggsモード共鳴

超伝導体は、秩序パラメーターの振幅 (超流動密
度)の集団励起振動モード（Higgsモード）をもつ。
Higgsモードは電荷、分極などをもたず、線形応答の
範囲では電磁場と結合しないため実験観測が困難で
あったが、2013年には島野グループにより実験観測
され、2014年にはHiggsモードとの共鳴により３次
の非線形高調波 (THG)が発生することが観測され、
青木グループにより理論解析された。その後、応答
には準粒子励起（電荷密度揺らぎ）も寄与し、BCS
近似の範囲内ではこれが大きいことが指摘された。
しかし、平均場的な BCS理論が、特に強結合電子・
格子系においてどの程度信頼できるかという理解は
十分ではなかった。村上、Werner(Fribourg大)、辻、
青木は、Holstein モデルに対し、非平衡 DMFT と
Migdal近似を用いてフォノン媒介超伝導体の Higgs
モードの性質を調べた。結果として、BCS理論から

予言される Higgsエネルギーと超伝導ギャップの関
係が強結合においても成立する事が分かった。また、
フォノン振動と秩序パラメータとの結合から生じる
新たな集団励起モードが存在することも見出した [7]。
また、村上、Werner、辻、青木は、強結合電子・

格子系において Higgsモードがどのように減衰する
かを調べ、BCSとは異なり、減衰は温度に強く依存
し、低温での冪的振る舞いから高温で指数関数的に
クロスオーバーすることを見いだし、これを準粒子
の寿命から説明した [8, 24] 。
さらに村上、辻、青木は、Higgsモードの非線形

光学応答への影響を、BCSを超えたDMFTで調べ、
フォノン媒介相互作用の遅延の効果を明らかにした
[9, 25]。Higgs モードのような集団励起を記述する
バーテックス補正を評価するために、非平衡DMFT
を新たに “dotted DMFT”と名付けた方法に拡張し
た。この方法を用いて、Holstein模型におけるTHG
を解析したところ、Higgsモードの寄与は準粒子励
起の寄与と同程度になり得ることが示され、それが、
BCSでは無視されていた光とHiggsモードの間の非
線形共鳴的結合に起因することが分かった。

図 1.1.5: ３次高調波の強さを、照射するレーザーの

周波数Ωを超伝導ギャプ∆で規格化したもにに対し

て示す。赤はバーテックス補正を入れた場合。[9]

一方、松永等の島野の実験グループと、辻等の青木
の理論グループは共同で、THG共鳴へのHiggsモー
ドの寄与と密度揺らぎの寄与の各々が、レーザーの
偏光方向と結晶軸のなす角度にどのように依存する
かを明らかにした [10]。島野グループの実験で使わ
れた超伝導体 NbNに対する具体的なバンド構造を
用いて、角度依存性を DMFT等で理論的に求めた
ところ、Higgsの寄与は角度に依存しないのに対し、
密度揺らぎの寄与は大きな依存性を示す。実験で偏
光方向を回転させたところ、THGの大きさは殆ど角
度依存性をもたず、Higgsの寄与が支配的であるこ
とが結論される。
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1.1. 青木 1. 物性理論

図 1.1.6: 低温超伝導体NbNにおける、メイン・バン

ドに寄与するNbの d軌道とホッピング（矢印）[10]。

2バンド超伝導体における集団励起

室谷、辻、青木は、2バンド超伝導体におけるHiggs
モードおよび Leggettモード（2個の超流動秩序が
逆位相で振動する位相モード）、ならびにそれらと
光との共鳴を理論的に調べ、(i) 2個存在する Higgs
モードは異なる共鳴幅をもつ、(ii) Leggettモードは
非線形効果により電場により励起され得て、特徴的
な温度依存をもつ、などを示し、MgB2 での観測可
能性について議論した [11, 26]。

図 1.1.7: 2バンド超伝導体におけるHiggsモード（青

と緑）および Leggettモード（赤）のエネルギーを、

温度に対して示す。色のついたシェーディングはそ

れぞれの共鳴幅。[11]

非平衡誘起ηペアリング超伝導

超伝導においては普通は全運動量がゼロのクーパー
対が凝縮するのに対し、原理的にはノンゼロの対が
凝縮しても良いが、磁場中等以外では起きにくい。北
村、青木は、引力ハバード模型を時間的に周期的な
外場（直線偏光）中に置くと、ηペアリングと呼ば
れる、重心運動量がノンゼロのペアが凝縮した超伝
導状態の可能性を見出した [12]。外場の早い時間ス

ケールを繰り込んだ有効ハミルトニアンではホッピ
ングや相互作用は平衡のものとは著しく異なり、特
に全運動量 (π, π)の対が凝縮したηペアリング状態
が、動的不安定性を介したプロトコルを用いれば実
現することが期待される。

図 1.1.8: 通常の s波ペアリング超伝導（ペアが波数空

間のΓ点に凝縮）と、ηペアリング（ペアがBrillouin

帯の角に凝縮）を模式的に示す。[12]

フロッケ・トポロジカル相転移

系を AC外場で駆動すると生じるフロッケ (Flo-
quet)トポロジカル絶縁体は最近ではトポロジカル
絶縁体表面をはじめとしてフォトニック結晶や蜂の
巣光学格子上の冷却原子系において観測されている
[35]。外場の振動数が十分大きい領域ではFloquet理
論により良く理解されているが、外場が低振動数の
場合、および電子間相互作用がある場合にどうなる
かは分かっていなかった。見上、北村、安田（現在
東大物工）、辻、岡 (MPI Dresden)、青木は Floquet
動的平均場理論を用いて、様々な格子模型に円偏光
を印加したときの電子状態を計算した [13]。その結
果、(i) 理論的枠組みとして、振動数の逆数の展開
を Brillouin-Wigner 理論を用いて行うと、任意の次
数まで曖昧さのない有効理論が得られ、従来の van
Vleck 縮退摂動論や Floquet-Magnus展開より明快
な枠組みとなる、(ii)これを、円偏光照射下の蜂の巣
格子、Lieb格子、籠目格子などに適用すると、外場
を変化させるにつて異なるトポロジカル状態間の一
連の転移が起きる、(iii)低振動数に行くと精細な相
図が発現する、(iv)多体相互作用があると、モット
絶縁体とトポロジカル状態間の転移が起きる、など
が見出された。
また、北村、岡、青木は、強相関のHubbard模型

（モット絶縁体）に円偏光を照射すると、そのスピン
状態がスカラー・カイラリティを獲得するという新た
な現象を見いだした [14, 27] 。これには Floquet理
論を用いるが、相互作用 U とレーザーの振動数 ωが
同程度の場合に興味があるので、強相関 1/U 展開し
た後に高振動数 (1/ω) 展開するという方法を編み出
し、これを用いて、有効ハミルトニアンにスカラー・
スピン・カイラリティ項が発生することを示した。こ
れにより、カイラル・スピン液体相の実現可能性に
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1. 物性理論 1.1. 青木

つながるかもしれない。また、発生するカイラル結
合が光強度の２次なので、逆にモット絶縁体におけ
る circular dichroismとして、カイラリティのプロー
ブに使えることも示される。
北村は以上の仕事を博士論文にまとめ、博士の学

位を得た [37]。

1.1.4 その他

2016 年 6 月には、常行を組織委員長として “In-
ternational Symposium on New Horizons in Con-
densed Matter Physics” を組織し、東大小柴ホール
で開催した。海外からの招待講演者には、Duncan
Haldane（この数か月後にノーベル物理学賞を受賞）
も含む。
7-8月には、共同研究、講演などのためにスイスに

滞在した。年度後半には、東京理科大学大学院にて
「量子物理学特論」の講義を行った。
博士課程 2年まで青木が指導した北村想太は、本

年３月に博士号取得 [37]ののち、Dresdenのマック
ス・プランク研究所に postdocとして赴任、北谷基
治は、本年３月に博士号取得 [36]ののち、ウィーン
工科大学に postdocとして赴任した。
青木は国際会議等の招待講演で、超伝導やトポロ

ジカル系の性質と設計および非平衡 [16, 17, 18, 19,
20, 35] について解説した。国内会議招待講演でも解
説した [21, 22, 23]。青木は、グラフェンの物性理論
を量子化学的観点から解説した [15]。
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Huynh, Hidekazu Shimotani, Tadafumi Adschiri,
Takashi Takahashi, Katsumi Tanigaki, Hideo Aoki,
and Mingwei Chen: Electric properties of Dirac
fermions captured into 3D nanoporous graphene
networks, Advanced Materials 28, 10304 (2016).

[7] Yuta Murakami, Philipp Werner, Naoto Tsuji and
Hideo Aoki: Multiple amplitude modes in strongly
coupled phonon-mediated superconductors, Phys.
Rev. B 93, 094509 (2016).

[8] Y. Murakami, P. Werner, N. Tsuji and H. Aoki:
Damping of the collective amplitude mode in su-
perconductors with strong electron-phonon cou-
pling, Phys. Rev. B 94, 115126 (2016).

[9] Naoto Tsuji, Yuta Murakami and Hideo Aoki:
Nonlinear light-Higgs coupling in superconduc-
tors beyond BCS: Effects of the retarded phonon-
mediated interaction, Phys. Rev. B 94, 224519
(2016).

[10] Ryusuke Matsunaga, Naoto Tsuji, Kazumasa
Makise, Hirotaka Terai, Hideo Aoki, and Ryo
Shimano: Polarization-resolved terahertz third-
harmonic generation in a superconductor NbN:
dominance of Higgs mode beyond the BCS approx-
imation, submitted (arXiv:1703.02815).

[11] Yuta Murotani, Naoto Tsuji and Hideo Aoki:
Theory of light-induced resonances with collective
Higgs and Leggett modes in multiband supercon-
ductors, Phys. Rev. B 95, 104503 (2017).

[12] Sota Kitamura and Hideo Aoki: η-pairing su-
perfluid in periodically-driven fermionic Hubbard
model with strong attraction, Phys. Rev. B 94,
174503 (2016).

[13] Takahiro Mikami, Sota Kitamura, Kenji Ya-
suda, Naoto Tsuji, Takashi Oka and Hideo Aoki:
Brillouin-Wigner theory for high-frequency expan-
sion in periodically driven systems — Application
to Floquet topological insulators, Phys. Rev. B 93,
144307 (2016).

[14] Sota Kitamura, Takashi Oka and Hideo Aoki:
Probing and controlling spin chirality in Mott in-
sulators by circularly polarized laser, submitted
(arXiv:1703.04315).

(編著書)

[15] 青木秀夫：グラフェンの物性理論ー量子化学的観点か
ら（戸部義人，斉木幸一朗，川俣 純，西原 寛（編）：
CSJカレントレビュー「二次元物質の科学―グラフェ
ンなどの分子シートが生み出す新世界」）、Part II 第
1章（化学同人、2017）。

＜学術発表＞

(国際会議)

招待講演
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1.1. 青木 1. 物性理論

[16] Hideo Aoki: Superconductivity and topological
properties designed and induced in condensed-
matter and cold-atom systems (“CQD 2016”, Ok-
inawa, 3 Oct 2016).

[17] Hideo Aoki: Perspective of superconductivity,
topology and nonequilibrium (Int. Symposium
on New Horizons in Condensed Matter Physics,
Tokyo, 18 June 2016).

[18] Hideo Aoki: Designing carbon-based systems into
ferromagnetic and topological (“Global Graphene
Forum”, Stockholm, 23 Aug 2016 ).

[19] Hideo Aoki: Superconducting and topological
multiband systems (“BEC2016”, Kyoto, 27 Sept
2016).

[20] Hideo Aoki: Designing superconducting and
topological flat-band systems (“IWSRFM2016”,
Tsukuba, 21 Dec 2016).

(国内会議)

招待講演

[21] 青木秀夫：超伝導の最近の進展（KEK, 7 July 2016）。

[22] Hideo Aoki: Strategies for higher Tc superconduc-
tivity with quantum simulations （ImPACT 未来
開拓研究会、京都、18 Nov 2016）。

[23] 青木秀夫：２次元系におけるトポロジカルおよび超
伝導設計（新学術「トポロジー」領域会議、仙台、16
Dec 2016）。

一般発表

[24] 村上雄太、辻 直人、青木秀夫、Philipp Werner：強
結合超伝導体におけるヒッグスモードの緩和の温度
依存性 (日本物理学会、金沢、2016年 9月)。

[25] 辻 直人、村上雄太、青木秀夫：超伝導体におけるヒッ
グスモードの光共鳴と三次高調波発生―遅延相互作
用を取り入れた解析 (日本物理学会、金沢、2016年 9
月)。

[26] 室谷悠太, 辻 直人, 青木秀夫：2バンド超伝導体にお
ける振幅および位相の集団励起と非線形光学応答の
理論 (日本物理学会、金沢、2016年 9月)。

[27] 北村 想太, 岡 隆史, 青木秀夫：モット絶縁体における
レーザー誘起スカラースピンカイラリティの理論 (日
本物理学会、金沢、2016年 9月)。

[28] 河原林 透, 青木秀夫, 初貝安弘：傾いたディラック電
子を持つ格子模型の連続変形 (日本物理学会、金沢、
2016年 9月)。

[29] 板垣諒，初貝安弘，青木秀夫，河原林透：二次元ディ
ラック電子系の vortexに伴う非分数電荷のランダム
ネスに対する安定性 (日本物理学会、金沢、2016年 9
月)。

[30] P.A. Maksym, 青木秀夫：Electron beam splitting
due to negative refraction and birefringence in bi-
layer graphene — multiple scattering analysis (日
本物理学会、大阪、2017年 3月)。

[31] 河原林透, 青木秀夫, 初貝安弘：格子模型における擬
ゼロモードのトポロジカル安定性 (日本物理学会、大
阪、2017年 3月)。

[32] 田邉洋一, 伊藤良一, 菅原克明, 北條大介, 越野幹
人, 藤田武志, 相田 努, Xu Xiandong, Huynh Kim
Khuong, 下谷秀和, 阿尻雅文, 高橋 隆, 谷垣勝己, 青
木秀夫, Chen Mingwei：ナノポーラスグラフェン電
気 2重層トランジスタの輸送現象 (日本物理学会、大
阪、2017年 3月)。

[33] Hideo Aoki: Quantum simulation approach to
higher-Tc superconductivity (ImPACT meeting,
東大柏の葉キャンパス・ステーション・サテライト、
2017年 2月）。

[34] 青木秀夫：高温超伝導の Tc 増強 ― D Γ A および
平坦バンド超伝導 (ImPACT 全体会議, JST、2017
年 3月）。

(セミナー（国外）)

[35] Hideo Aoki: Exciting many-body systems with
shaking or rotation (ETH Zürich, 21 July 2016).

(学位論文)

[36] Motoharu Kitatani: High-Tc superconductivity
studied by diagrammatic extensions of the dynam-
ical mean field theory (博士論文, 2016年 12月)。

[37] Sota Kitamura: Theoretical study of exotic quan-
tum phases in periodically-driven systems (博士論
文, 2016年 12月)。
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