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特定課題研究２
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）

　本特定課題研究は非線形格子系において出現する非線形局在モード（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の結晶格子，周期構造としての
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，フォノン理論を超えた非線形物性理
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，関連分野の研究者との研究討議を通じてその基礎を確立することを目指す．また欧州，米国，ロシ
アなどの研究グループとの研究交流を通じて，将来的な国内の研究グループを核とした研究基盤づくりを
目指している．本年度は国際シンポジウムを含む4回の研究会を実施し，様々な分野の研究者と研究討議を
行った．

第５回研究会（平成29年７月21日　京都大学大学院工学研究科桂キャンパス）
出　席　者： 木村真之，佐藤政行，吉村和之，渡邊陽介，土井祐介
招待講演者： Zuonong Zhu（上海交通大学）
 他　一般参加者
 （参加者内訳　一般：1名，学生：2名，招待講演者：1名，コアメンバー：5名，総計　9名）
　2年目の最初の研究会として，参加したコアメンバーが研究の進捗および新しいテーマの立ち上げについ
てそれぞれ報告し議論を行った．また京都大学の山口義幸博士の非線形局在モードに関係した研究提案に
ついての議論を行なった．あわせて来日中のZuonong Zhu教授（上海交通大学）を研究会に招待し，数理
モデルにおける非線形波動の理論的な立場からの研究について講演を実施した．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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Zuonong Zhu「On nonlocal nonlinear Schrödinger equation」

　非局所相互作用を考慮した非線形シュレディンガー方程式におけるソリトンの解析解の導出法，解の構
造および安定性の議論，およびソリトンの相互作用についての数値シミューレション結果についての解説
が行われた．さらに離散系における非線形局在モードとの関連についての議論が行われた．
土井祐介「PISLの拡張についての試み」
　1次元Fermi-Pasta-Ulam（FPU）格子の拡張として長距離相互作用を導入することによって非線形局在
モードの滑らかな移動を実現するPairwise Interaction Symmetric Latticeについて，現実の物理モデルヘの
適用を目的としたより一般的なモデルヘの拡張の検討例を紹介した．具体的には2次元モデルヘの拡張およ
び4次の非線形項以外の高次の非線形性の考慮が議論された．
山口義幸「Discrete breather in long-range system」
　格子モデルヘの長距離相互作用の導入によって従来知られているものとは異なるメカニズムでフォノン
ギャップが現れる可能性が示され，これとソフトな非線形相互作用を組み合わせることによって非線形局
在モードを励起可能であることが提案された．このメカニズムおよび工学的応用についての議論が行われ
た．
渡邉陽介「高次元格子ILMの研究に向けて」
　Fermi-Pasta-Ulam格子系を高次元に拡張したモデルにおける静止型および移動型非線形局在モードの厳
密な解析の必要性を指摘し，予備計算結果が示された．先行研究との比較および研究の進め方についての
議論が行われた．
佐藤政行「非線形コイル，非線形コンデンサーの伝送線路の局在励起」
　非線形電気素子を用いた電気回路の回路方程式における非線形局在モードについての数値的および実験
的な検討・議論を行った．
木村真之「PISLに関連したILMの基礎検討」
　Pairwise Interaction Symmetric Lattice（PISL）で導入した長距離相互作用の強度を変えることによる非
線形局在モード構造及び安定性解析の結果から，対称性の異なる2つのモードの安定性が複雑に変化するこ
とを示した．この結果からPISLの対称性と非線形局在モードの関係を新しい視点から解析する可能性につ
いて議論を行った．
吉村和之「Existence of discrete solitons in discrete nonlinear Schrödinger equations with non-weak couplings」
　離散非線形シュレディンガー方程式において従来よりも要素間の結合強度が大きな領域における解の存
在証明の方法について紹介し，非線形局在モードが出現する格子系を含む他の非線形格子系への展開につ
いての議論が行われた．

第６回研究会（平成29年９月４日，５日　鳥取大学鳥取キャンパス）
出　席　者： 佐藤政行，吉村和之，渡邉陽介，土井祐介
招待講演者：山口義幸（京都大学大学院情報学研究科）
 （参加者内訳　招待講演者：1名，コアメンバー：4名，総計　5名）
　京都大学の山口義幸先生を講師に迎え，第5回の研究会で提案のあった長距離性によるフォノンバンドの
形状変化に基づいた新しいメカニズムによる非線形局在構造の励起について詳細に議論を行った．またコ
アメンバーの最近の研究の進展についての報告・議論を行った．移動型非線形局在モードが材料中の熱伝
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導，相変化において果たす役割の議論，またそれらの数理モデル化および熱伝導の定式化についての検討
が行われた．それぞれの講演タイトルと概要は以下の通りである．
山口義幸（京都大学）：「長距離相互作用系におけるILM」
　プラズマやクーロン相互作用において現れる長距離相互作用を導入した格子系でオンサイトポテンシャ
ル無しで振動数0付近にフォノンの禁止帯が現れること，さらにソフトな非線形相互作用を考慮することに
よって禁止帯に非線形局在モードが現れることを理論及び数値計算により示した．またこのメカニズムに
よる非線形局在モードの励起が可能になる物理系の構成について議論を行った．
土井祐介（大阪大学）：「双安定非線形格子における変調不安定と状態変化の数値解析」
　結晶構造の相変化による状態変化を2個の安定平衡点を持つオンサイトポテンシャルでモデル化し非線形
相互作用を考慮した双安定非線形格子を構築し，変調不安定性によってフォノンモードのエネルギーが局
在し，平衡点間のポテンシャル障壁を乗り越えて状態変化する過程を解析した．初期の温度がポテンシャ
ル障壁を乗り越えられるほど高くなくても非線形性によるエネルギー局在が構造変化を引き起こすという
プロセスが確かめられた．
渡邉陽介（大阪大学）：「オンサイトポテンシャルのILM伝播に及ぼす影響」
　現実の3次元結晶構造を1次元格子モデルに落とし込む際には注目している格子列と周辺の原子の相互作
用としてオンサイトポテンシャルを考慮する必要がある．ばね質点系の模型におけるオンサイトポテン
シャルの実現法についての議論を行った．
佐藤政行（金沢大学）：「過飽和非線形格子中のILMの速度」
　電圧が一定以上に大きくなると電気容量が一定になるコンデンサを用いた過飽和非線形電気格子にお
いて移動型非線形局在モードの移動に対して実効的に作用するパイエルスナバロポテンシャルをゼロに
する実験結果を示し，その場合の非線形局在モードの移動速度を理論的に評価する方法を明らかにし
た．
吉村和之（鳥取大学）：「非弱結合離散非線形Schrödinger方程式におけるdark discrete soliton解」
　離散非線形シュレディンガー方程式における暗いソリトン解について従来よりも強い結合パラメータの
場合の解の存在性および安定性の証明方法を示し，具体的に解の構造を示した．

第７回研究会（平成29年10月27日，28日，金沢大学（サテライトプラザ（27日），角間キャンパス（28日））
出　席　者： 木村真之，佐藤政行，吉村和之，渡邉陽介，土井祐介
招待講演者： 有江隆之（大阪府立大学）
 吉矢真人（大阪大学）
 齊藤圭司（慶應義塾大学）
 他　一般講演者・聴講者
 （参加者内訳　一般：1名，学生：6名，招待講演者：3名，コアメンバー：5名，総計　15名）
　有江隆之先生（大阪府立大学），吉矢真人先生（大阪大学），齊藤圭司先生（慶應義塾大学）を講師に迎
え，数理モデル・物理から応用物理，材料工学まで，また実験および理論の幅広い立場から熱伝導現象の
研究についての講演を頂いた．それに合わせて当研究会の非線形ダイナミクスと熱輸送の関係についての
立場からの発表も交えて様々な観点から熱伝導，エネルギー輸送について議論を深めた．それぞれの講演
タイトルと内容は以下の通りである．
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有江隆之（大阪府立大学）「グラフェンのフォノンエンジニアリングによる熱輸送制御の可能性」
　グラフェンの特異な物性についてフォノンの平均自由行程と微細構造の代表帳の関係を考慮して特性を
制御，設計する研究を紹介した．特に複数のヘテロ界面の構造設計により熱伝導度を制御する実験につい
ての結果が示され，数値解析や格子力学の立場からのコメントや議論が行われた．
吉矢真人（大阪大学）「数値計算に基づく実空間熱伝導・熱膨張の機構解明および制御指針獲得の試み」
　熱電変換材料の熱伝導，熱膨張についての摂動分子動力学を用いた解析の紹介を通じて数値材料力学，
計算材料設計に関する基礎的な考え方，解析の進め方について解説した．当研究会における数理物理的な
アプローチとの接点，相違点について深い議論が行われた．
齊藤圭司（慶應義塾大学）「非線形格子系における異常な熱輸送」
　Fermi-Pasta-Ulam格子に代表される数理モデルとしての非線形格子における異常熱輸送問題の基本的な
考え方について概説した．さらに熱輸送を記述する可解モデルや流体力学的方程式によるモデル化などの
理論解析についての解説が行われた．
土井祐介（大阪大学）「非線形エネルギー局在と結晶内ダイナミクスへの展開」
　非線形局在モードの基本的な考え方，これまでの研究や最近の研究などを概説し，応用例として結晶格
子内の非線形ダイナミクスとしての非線形局在モードの分子動力学解析についての研究を紹介した．材料
内の非線形ダイナミクスと熱輸送・熱伝導の関係の捉え方，具体的はポテンシャル形状とその物性への影
響について議論を行った．
木村真之（京都大学）「数値実験のための移動型非線形局在振動の生成法」
　数値シミュレーションおよび実際の物理系での実験において求められるエネルギー散逸の少ない移動型
非線形局在モードの生成方法についていくつかの構成法を示し，加えて評価法を提案した．それぞれの構
成法の特性を数値シミュレーションで詳細に評価した．
宮坂風輝，佐藤政行（金沢大学）「非線形定在波によるILM列の生成」
　電気回路において非線形定在波の変調不安定性による非線形局在モードの励起の数値シミュレーション
及び実験の結果について報告した．回路の駆動周波数を変化させることにより回路に励起される定在波の
個数が変化し，最終的に十分に大きな周波数では非線形局在モードが励起されることが示された．
吉村和之（鳥取大学），土井祐介（大阪大学）「非線形格子のポテンシャル対称性と熱伝導」
　特定の長距離相互作用をFermi-Pasta-Ulam β格子系に付加することによって非線形局在モードが滑らか
に移動するPairwise Interaction Symmetric Latticeにおける熱伝導シミュレーションによる熱伝導度の測定
結果を示し，サイズ依存性，オンサイトポテンシャルの影響を議論した．

第８回研究会（国際シンポジウム，平成30年１月25日，26日，27日　京都社会福祉会館）
出　席　者： 木村真之，後藤振一郎，佐藤政行，吉村和之，渡邉陽介，土井祐介
招待講演者： 木曽田賢治（和歌山大学）
 Ivan Lobzenko（豊田工業大学）
 Sergej Flach（Institute for Basic Science，韓国）
 Sergey Dmitriev

 　　（Institute for Metals Superplasticity Problems of Russian Academy of Sciences，ロシア）
 Yury A. Kosevich（Semenov Institute of Chemical Physics，ロシア）
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 Denis Ryabov（Southern Federal University，ロシア）
 Juan F. R. Archilla（Universidad de Sevilla，スペイン）
 Alain Bertrand Togueu Motcheyo（University of Yaoundé 1，カメルーン）
 Yaroslav Zolotaryuk（Bogolyubov Institute for Theoretical Physics，ウクライナ）
 Volodymyr Dubinko（NSC Kharkov Institute of Physics & Technology，ウクライナ）
 Jinkyu Yang（University of Washington，アメリカ）
 Hiromi Yasuda（University of Washington，アメリカ）
 Guillaume James（Université Grenoble Alpes，フランス）
 他　一般参加者
 （参加者内訳　一般：10名，学生：6名，招待講演者：13名，コアメンバー：6名，総計　35名）
　国際シンポジウム「International  Symposium  on  Intrinsic  Localized  Mode  —  30th  anniversary  of  

its dis covery —」として開催した．Sievers, Takenoによる非線形局在モードの報告［“Intrinsic Localized 

Modes in Anharmonic Crystals”，Physical Review Letters, Vol.61, pp.970-973（1988）］から30周年であるこ
とから記念シンポジウムとした．シンポジウムでは9カ国から口頭発表22件，ポスター発表7件，計29件
の研究発表が行われた．総計35名が参加し結晶，メタマテリアル，電気回路での非線形局在モードの解析，
非線形局在モードと結晶構造変化，非線形局在モードと電子の相互作用などの物理現象との関連，また数
理モデルでの非線形局在モードの基礎理論などについて極めて活発な研究討議が行われた．さらに非線形
局在モードの歴史についての講演も行われ大変な盛り上がりを見せた．主要な講演のタイトル及び概要は
次の通りである．Kenji Kisoda「How Intrinsic Localized Modes were Produced」武野正三先生による
非線形局在モード発見の歴史について紹介を行った．Sergej Flach「The Legacy of Discrete Breathers」
SieversおよびTakenoによる報告以降の非線形局在モードの研究の歴史を概観し，今後の研究課題を議論し
た．S. V. Dmitriev「Delocalized Nonlinear Vibrational Modes: Relation to Discrete Breathers」非局在
の非線形振動モードとその不安定化による局在モードの生成について議論を行った．Yury A. Kosevich

「Phase Dynamics of Tunneling Intrinsic Localized Modes in Weakly Coupled Nonlinear Chains」弱結
合した2つの格子系において非線形局在モードによってエネルギーが2つの格子系の間を遷移する現象に
ついての数値シミュレーション結果を議論した．Ivan  Lobzenko  「Modeling  of  Discrete  Breathers  in 

Crystals from ab initio and in Classical Approach: Pros and Cons」第一原理分子動力学計算を用いた結
晶内の非線形局在モードの動力学解析について議論を行った．Denis Ryabov「Nonlinear atomic vibra-

tions in strained graphene monolayer: bushes of nonlinear normal modes」群論に基づいた非線形定在
波解のクラス分けのアイデアを示し，ひずみを与えたグラフェンにおける非線形局在モードに対する適用
例を示した．Masayuki Sato「Experiments and simulations of stationary and traveling Intrinsic localized 

modes」移動型非線形局在モードに関する様々な電気回路とマイクロ機械構造体による実験結果を示し，
理論との対比を行った．Volodymyr Dubinko「Time-periodic Driving of Nuclear Reactions by Intrinsic 

Localized Modes Arising in Hydrogenated Metals」Ni水素化物，Pb水素化物における水素の形成する格
子における非線形局在モードの励起についての数値シミュレーション結果を示し，その物理的意味を議論
した．Juan F. R. Archilla「Experiments and theory on solitary waves in muscovite mica」雲母の結晶
の非線形振動と電子の相互作用の理論を示し，そのアイデアに基づいた実証実験の結果を示した．Jinkyu 

“JK” Yang「Topological Protection of Mechanical Wave Modes in Tunable 1D and 2D Lattices」力学的
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メタマテリアルにおける種々の波動制御とその実験について議論を行った．Hiromi Yasuda「Nonlinear 

Wave Propagation in Origami-based Mechanical Metamaterials」折り紙メタマテリアルの理論・実験
についての最新の成果を示し，その非線形力学モデルの構築について議論を行った．Guillaume James

「Discrete breathers in granular chains」剛体球の接触を考慮した格子系における非線形局在モードの励
起及びそのダイナミクスの実験結果を示した．
　シンポジウムではコアメンバーと招待講演者の研究討議が頻繁に行われ，引き続き種々の国際会議での
交流を図ること，また共同研究を進めていくことが話し合われた．本特定課題研究終了後も継続的に研究
会，共同研究における協力を推し進めていく予定である．

特定課題研究２「非線形エネルギー輸送による新しい物性理論の探求」


