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特定課題研究４
非線形エネルギー輸送による新しい物性理論の探求

土　井　祐　介

研　究　代　表　者：	土井　祐介（大阪大学大学院工学研究科）
コアメンバー： 木村　真之（京都大学大学院工学研究科）
 後藤振一郎（京都大学大学院情報学研究科）
 斎木　敏治（慶応大学理工学部）
 佐藤　政行（金沢大学大学院自然科学研究科）
 高橋　和生（京都工芸繊維大学電気電子工学系）
 宮戸　祐治（大阪大学大学院基礎工学研究科）
 吉村　和之（鳥取大学大学院工学研究科）
 渡邉　陽介（大阪大学大学院基礎工学研究科）

　非線形格子系においては非線形局在モード（Intrinsic Localized Mode）／離散ブリーザー（Discrete Breather）
と呼ばれる空間局在・時間周期の振動モードが存在することが知られている．結晶格子や周期構造物は離
散構造であり大振幅振動の場合に非線形性が強く現れる．非線形局在モードは結晶格子においてはフォノ
ンモードとは異なる振動モードとして理解される．そのため従来のフォノンモードによるものとは異なる
メカニズムによる熱伝達・エネルギー輸送を実現しうる．本研究課題では，この非線形局在モードについ
て結晶格子，MEMSなどにおける励起機構や非線形ダイナミクスの研究を通じて，新しい非線形物性理論
の基礎の構築を目指す．特に，局在性を保ったまま物理系を伝播する移動型非線形局在モードに着目し，
その未解明の数理構造の理解および，物質中でのエネルギー輸送機構として果たす役割を理論の立場から
解析してその機構の理解および結晶内の原子スケールのダイナミクスへの適用を検討する．具体的には
（1）数理モデル，結晶モデルでの移動型非線形局在モードの基本的性質の理解，（2）非線形領域において
非線形局在モードが担う熱輸送，エネルギー輸送の解析による新しい理論の基礎の構築に関する基本的性
質の理解，（3）非線形局在モードが大きな役割を果たす新しい物理現象，モデル化の枠組みの提案，（4）
非線形局在モードの研究者について国内の研究グループを核とした国際ネットワークの構築，を目標とし
て活動を行う．本年度は国際ワークショップを含む4回の研究会を実施し，様々な議論を行ってきた．以下
に具体的な内容を示す．

第1回研究会（平成28年5月18日　大阪大学吹田キャンパス）
出　席　者： 木村真之，斎木敏治，佐藤政行，高橋和生，宮戸裕治，吉村和之，渡邊陽介，土井祐介
 他　一般参加者
 （参加者内訳　コアメンバー：8名　学生：2名　総計　10名）
　初回の研究会であるので，コアメンバーが参加し，各メンバーの主要な研究テーマの紹介および今後の
研究の方向性についての検討を行なった．それぞれの講演タイトルと概要は以下の通りである．
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　土井「結晶内の非線形局在モードとそのダイナミクス」分子動力学シミュレーションによるグラフェン
やカーボンナノチューブにおける非線形局在モードの特性の解析，双安定非線形格子における非線形局在
モードによる結晶構造変化のモデル化などの研究を紹介した．渡邉「有限長さの周期構造に励起される非
線形局在モード」マクロ周期構造としてのばね質点模型における実験装置の紹介と，模型に出現する移動
型非線形局在モードの観測，理論解析について示した．佐藤「MEMS振動子アレイ中の非線形局在励起」
MEMEカンチレバーアレイを加振することによって励起される非線形局在モードおよびその移動特性に関
する実験および理論解析を紹介した．高橋「結晶モデルとしての微粒子プラズマ」プラズマ中の荷電した
微粒子が形成する結晶構造であるイオン結晶の観測実験を紹介し，イオン結晶内に非線形局在モードが励
起する可能性について議論を行った．宮戸「ナノプローブ計測法によるカーボンナノチューブの電気力学
物性評価」AFMおよび関連技術を用いたカーボンナノチューブの局所特性解析方および欠陥同定の手法に
ついて紹介を行った．また非線形局在モードによる欠陥生成の検出の可能性について議論を行った．斎木
「カルコゲナイド相変化材料の非熱的高速構造変化」カルコゲナイド相変化材料への極短パルス光入射時の
高速原子構造変化についての研究紹介を行ない，構造変化ダイナミクスと非線形局在モードの関連性につ
いての議論が行われた．木村「少自由度1次元FPU格子における非線形局在振動について」1次元原子鎖の
モデルとして3次元空間に埋め込まれた1次元非線形格子における新しいタイプの非線形局在モードについ
ての紹介を行った．吉村「非線形格子波動の数理と応用」非線形格子における非線形局在モードの安定性，
ダイナミクスについての解析手法についての紹介を行なった．

第２回研究会（クローズド，平成28年9月12日　金沢大学角間キャンパス）
出　席　者： 木村真之，佐藤政行，吉村和之，渡邉陽介，土井祐介
　同時期に開催された日本物理学会に参加する研究会のコアメンバーを中心に非線形格子における移動型
非線形局在モードのダイナミクスに関する研究の進捗の情報交換を行なった．また国際ワークショップの
運営計画など特定課題の運営，研究会メンバーを中心とした科学研究費補助金での研究プロジェクトにつ
いての検討を行った．

第３回研究会（国際ワークショップ，平成28年12月2日，3日　京都市勧業館みやこめっせ）
出　席　者： 木村真之，後藤振一郎，佐藤政行，高橋和生，宮戸祐治，吉村和之，渡邉陽介，土井祐介
招待講演者： Sergey V. Dmitriev (Institute of Metals Superplasticity Problems of Russian Academy of Sciences, Russia)

  J. Chris. Eilbeck (Heriot-Watt University, UK)

  Daxing Xiong (Fuzhou University, China)

  Hiromi Yasuda (University of Washington, USA)

  Yury A. Kosevich (Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, Russia)

  Juan F. R. Archilla (University of Sevilla, Spain)

  Takahiro Shimada (Kyoto University, Japan)

 他　一般講演者・聴講者
 （ 参加者内訳　招待講演者：7名，一般講演者：2名，コアメンバー：8名（内7名講演），）  ポスター発表：3名，聴講者：7名　総計　27名
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　第3回研究会は国際ワークショップ「International Workshop on Nonlinear Energy Localization in Crystals 

and Related Media (NELC2016)」として京都市勧業館で開催した．材料中のミクロスケールの非線形現象と
して非線形局在モードを研究している研究者をはじめ，非線形媒質での熱伝導，折り紙メタマテリアルで
の非線形ダイナミクスなどの研究者などあわせて7名の招へい研究者の招待講演を含む総計16件の講演，3

件のポスター発表が行われた．ワークショップには総計27名が参加し，ミクロスケールから機械構造物ま
で様々なスケールでの非線形局在モード，非線形ダイナミクスの理論解析，実験に関して活発な討議が行
われた．また，この国際ワークショップを通じた国際共同研究の提案なども行われた．主要な講演のタイ
トル及び概要は以下の通りである．S. V. Dmitriev「n-Crowdions」原子スケールで生じるn─キンク解の構造
とそのダイナミクスについての数値解析結果を示し，材料の微視的構造変化との関連を議論した．T. 

Shimada「Role of Intrinsic Localized Modes in Atomic Structures: Trigger of Stone-Wales Defect Formation in 

Carbon Nanotubes」カーボンナノチューブに励起される非線形局在モードと特性及び，非線形局在モード
によって引き起こされる欠陥生成（Stone-Wales転移）の数値シミュレーションについて紹介を行った． 
J. C. Eilbeck「Mobile breather scattering in a 2D hexagonal crystal lattice」2次元結晶モデルにおける離散ブ
リーザー，キンクの移動の数値シミュレーション，離散ブリーザーとキンクの相互作用による結晶構造変
化についての議論を行なった．J. F. R. Archilla「Localized nonlinear excitations in silicate layers」層状物質
中の層内に励起される非線形局在励起の観測実験について紹介し，非線形局在励起の移動に伴って電子が
輸送される可能性を示した．Y. A. Kosevich「Confining interparticle potential makes both heat transport and 

energy diffusion anomalous in one-dimensional phononic systems」1次元非線形格子系における非線形局在励
起および非線形波動の分散性の理論解析およびエネルギー閉じ込めの数値シミュレーション結果を示し，
メタマテリアルなどの微細構造による非線形励起の制御についての議論を行なった．D. Xiong「Non-

universal heat correlation functions and their anomalous scaling in one-dimensional systems」格子系において
非線形性が熱伝導に及ぼす影響を数値シミュレーションで解析し，その特性に非線形局在モードが果す役
割を議論した．H. Yasuda「Wave Propagation in Origami-based Mechanical Metamaterials」日本古来の折り
紙の方法論に基づいたメタマテリアルの構造を紹介し，得られた双安定構造をもつ周期構造の動力学特性，
幾何非線形による非線形波動伝播特性について議論を行った．

第４回研究会（平成29年1月20日　大阪大学吹田キャンパス）
出　席　者： 木村真之，斎木敏治，佐藤政行，宮戸祐治，吉村和之，渡邉陽介，土井祐介
招待講演者： 嶋田隆広（京都大学大学院工学研究科）
 豊田健二（大阪大学大学院基礎工学研究科）
 他　一般参加者
 （参加者内訳　一般：3名，学生：3名，招待講演者：2名，コアメンバー：7名，総計　15名）
　量子スケールで出現する興味深い物理現象およびその背後にある非線形現象，また非線形局在現象との
関係性についての議論を深めるため，量子現象に関する数値シミュレーションおよび観測実験についての
最先端の研究を行っている2名の研究者を招待して研究会を実施した．講演会では多数の質問により量子ダ
イナミクスと非線形ダイナミクスに関する議論が深まった．
　それぞれの講演タイトルと内容は以下の通りである．



254 特定課題研究４「非線形エネルギー輸送による新しい物性理論の探求」

	 嶋田隆広「ひずみ誘起Electron Polaron形成と原子スケールマルチフェロイクスの創出」

　ナノスケール強誘電体の空孔に発現する磁性の特性についての量子力学シミュレーションの結果につい
て紹介した．この磁性は材料に付加されるひずみによって強磁性・反強磁性・非磁性などに変化するとい
う特長を有していることから，非線形局在励起が生み出す強い局所ひずみによる磁性変化，さらには移動
型非線形局在モードとこれらの現象との関連性が議論された．
 豊田健二「Phonons in trapped ions from the viewpoint of nonlinearity」

　井戸型電場に閉じ込められた複数のイオンからなる系の非線形ダイナミクスについての研究事例の紹介
が行われた．イオン間の相互作用はクーロン力によるものであるが，ソリトン，キンクなど多様な非線形
構造が観測されることが紹介された．さらにイオントラップを用いた2個のフォノンの量子干渉観測に関す
る研究結果が示され，非線形領域の振る舞いについて議論された．




