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We investigate the dynamics of ultracold atomic gases to control the flow of particles by a periodically 
driving external field. We consider Josephson oscillations of spin-1 spinor Bose-Einstein condensate 
(BEC) and a Bose gas in a double-well potential. In the mean-field approximation, excitations from a 
BEC are described by a non-Hermitian Hamiltonian, which enables the system under a periodically 
driving field to have complex eigenfrequency. Hence, on resonance, the particle flow exponentially grows. 
On the other hand, from the viewpoint of the many-body Hamiltonian, which is Hermitian, such a complex 
eigenfrequency never appears. Instead, the periodically driving field induces the Rabi oscillation between 
the many-body ground state and an excited state on resonance. The intermediate state during the Rabi 
oscillation is a superposition of the ground state and the excited state, which can have nonzero flow of 
particles even though the ground and excited states are both stationary. 

 
１．はじめに 

近年，周期的に時間変化する外場により量子状態を制御しよう

という試みが様々な物理系で行われている．その中でも，冷却原子

気体は，実験的な制御性の高さから，周期駆動外場下での量子状態

を研究する理想的な舞台となっている．実際，これまでにフロケ・

トポロジカル相１）や時間結晶２）などの新奇量子状態が観測された．

本研究では，冷却原子気体におけるジョセフソン振動に着目し，周

期駆動外場による流れの制御を目指して理論研究を行った．ジョ

セフソン振動とは，絶縁膜をはさんだ二つの超伝導体[図１(a)]の

間に電位差を与えると超伝導体の間に交流電流が生じるという現

象である．さらに振動電場をかけると，交流電流の周波数との共鳴

（シャピロ共鳴）により直流電流が生じる．本研究では，これらに

類似した状況を電気的に中性なボース原子からなるボース・アイ

ンシュタイン凝縮体（BEC）で考え，(1)スピン１BEC [図１(b)]， 

および(2)二重井戸中の BEC [図１(c)]において周期駆動外場下で

のダイナミクスを調べた． 

 

２．スピン１BEC における内部ジョセフソン効果とシャピロ共鳴 

スピン 1 の BEC は磁気副準位 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1, 0,−1 の 3 つの内部状態からなり，原子間散乱により𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0 状態の 2 粒子と𝑚𝑚𝑚𝑚 =
1,−1 のペアの間での遷移が起こる．この 2 粒子状態の相対的なエネルギー差を制御することで，内部状態間のジョセフ

ソン振動を引き起こすことができる．実際に先行研究では，閉じ込めの強い擬 0 次元系において，ジョセフソン振動およ

びシャピロ共鳴が観測されている３）．そこで，私たちは空間自由度も含めたより一般的な系において，シャピロ共鳴の解

析を行った４）．解析では凝縮状態を平均場で近似し，そこからの励起を Bogoliubov 理論により扱う．周期駆動外場下に

おいても，フロケ定理を用いればエネルギースペクトルの計算が可能である．ただし，外場が周波数 Ω で振動する場合，

振動外場がない場合の分散が ℏΩ の周期で折りたたまれた擬エネルギーとなり，新たなバンド交差が起こりうる．さら

に，ボース粒子系の Bogoliubov 方程式は，非エルミート行列の固有値方程式となるため，バンド交差は必ずしもバンド

反発を起こさず，2 つのバンドが融合して複素共役な擬エネルギーのペアが現れる．この時，擬エネルギーの虚部として

定義されるフロケ・リヤプノフ指数 𝜆𝜆𝜆𝜆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 が正であれば，Bogoliubov 準粒子は指数関数的に増大する．たとえば 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0 の 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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図１．ジョセフソン振動子系の概念図．(a)超伝導体のジョ

セフソン接合．(b)スピン１BEC の内部ジョセフソン振動．

(c)二重井戸によるジョセフソン振動．それぞれ Vに交流成

分を含めることで流れを駆動する． 
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BEC を初期状態として共鳴を起こせば，𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1,−1 のペア状態への巨大なカレントが生じる．さらに，有限の運動量を持

つ Bogoliubov 準粒子との共鳴が起これば，内部空間の流れに加えて，実空間でもスピン流が発生する． 

本研究では上記のようなシャピロ共鳴の描像を得るとともに，具体的なセットアップで 𝜆𝜆𝜆𝜆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 を計算した．交差する 2

バンドのみを用いた近似で解析的に共鳴条件を求め，数値計算結果と比較したところ，非常に良い一致がみられた(図２)． 

 
３．二重井戸中の原子気体における多体量子状態の共鳴現象 

前節の解析では平均場近似を用いたために非エルミート性が現れ，指数関数的に内部状態間の流れが増大するという

結果であった．一方，粒子の流入流出のない孤立した原子気体系では，多体のハミルトニアンはエルミートであり，フロ

ケ・リヤプノフ指数は常にゼロとなる．では多体系では共鳴現象はどのように記述されるのか？そこで，二重井戸に捕獲

されたボース粒子系を想定し，2 サイトのボース・ハバードモデルにおいて多体のシュレーディンガー方程式を解くこと

により共鳴現象を調べた． 

まず，周期駆動外場のないときの固有エネルギーを厳密対角化により求めた．振動外場により基底状態と強く結合しう

る励起状態を探し，そのエネルギー差に対応する振動数で外場を振動させると，基底状態と共鳴する励起状態の間でラビ

振動が見られた．ラビ振動の途中では，基底状態と励起状態の重ね合わせ状態になり，サイト間で粒子の移流が起こる．

特に，原子間相互作用が強く，基底状態がモット絶縁体状態となるような場合であっても，振動外場により粒子の遷移を

引き起こすことができ，超流動状態のようなふるまいが見られることが分かった５）． 

 
４．まとめと今後の展望 

本研究では，周期駆動外場により粒子の流れの制御することを目的として，スピン１BEC および二重井戸中の BEC の理

論解析を行った．平均場近似による解析では，非エルミートハミルトニアンの特徴を反映して，周期駆動外場の下で非ゼ

ロのフロケ・リヤプノフ指数が現れ，成分間の流れが指数関数的に増大する様子が見られた．一方，多体量子状態として

見ると，ハミルトニアンはエルミートであり，周期駆動外場の下ではラビ振動に伴って粒子の移動が見られた．後者の研

究では，サイト数を増やして一次元ボース・ハバードモデルに拡張した場合に，周期駆動外場により流れのある非平衡定

常状態を作り出せると考えられ，今後の課題と位置付けている．また，多体の量子状態から平均場の有効方程式を導出す

ることで，系全体では保存系でありながら，実効的に散逸のある系とみなせる可能性がある．このような場合には，散逸

と駆動場の均衡による同期現象が期待される． 
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３． 二重井戸中のボース原子気体における多体量子状態の共鳴現象

　前節の解析では平均場近似を用いたために非エルミート性が現れ，指数関数的に内部状態間の流れが増大するという

結果であった．一方，粒子の流入流出のない孤立した原子気体系では，多体のハミルトニアンはエルミートであり，フ

ロケ・リヤプノフ指数は常にゼロとなる．では多体系では共鳴現象はどのように記述されるのか？	この問いに答えるた

め，二重井戸に捕獲されたボース粒子系を想定し，2サイトのボース・ハバードモデルにおいて多体のシュレーディン

ガー方程式を解くことにより共鳴現象を調べた．

　本研究では，周期駆動外場により粒子の流れの制御することを目的として，スピン１BECおよび二重井戸中のボース

気体の理論解析を行った．平均場近似による解析では，非エルミートハミルトニアンの特徴を反映して，周期駆動外場

の下で非ゼロのフロケ・リヤプノフ指数が現れ，成分間の流れが指数関数的に増大する様子が見られた．一方，多体量

子状態として見ると，ハミルトニアンはエルミートであり，周期駆動外場の下ではラビ振動に伴って粒子の移動が見ら

れた．後者の研究では，サイト数を増やして一次元ボース・ハバードモデルに拡張した場合に，周期駆動外場により流

れのある非平衡定常状態を作り出せると考えられ，今後の課題と位置付けている．また，多体の量子状態から平均場の

有効方程式を導出することで，系全体では保存系でありながら，実効的に散逸のある系とみなせる可能性がある．この

ような場合には，散逸と駆動場の均衡による同期現象が期待される．
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