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Intro：物理現象のシミュレーション

電極の境界条件の下でポアソン方程式:

を解く. ⇒数値計算（有限要素法 etc.）

R. P. Feynman

(1918-1988)

The Feynman Lectures on Physics Vol.2, Chap.12

例. イオントラップの電極を設計したい

V1

V2



Intro：物理現象のシミュレーション

R. P. Feynman

(1918-1988)

The Feynman Lectures on Physics Vol.2, Chap.12

ゴム膜の変位

加える力

張力（一定）

(z方向一様な)静電ポテンシャルfと
ゴム膜の変位uは同じ方程式に従う.

例. イオントラップの電極を設計したい

V1

V2
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Intro：物理現象のシミュレーション

R. P. Feynman

(1918-1988)

The Feynman Lectures on Physics Vol.2, Chap.12

例. イオントラップの電極を設計したい

V1

V2

電極の境界条件の下でポアソン方程式:

を解く. ⇒数値計算（有限要素法 etc.）

物理現象をシミュレートしたい！

✓ アナログシミュレーション（物理系）

✓ デジタルシミュレーション（数値計算）



アナログシミュレーションの例

http://www.seriouswheels.com/2017/klm/2017-Mercedes-

AMG-GT-R-Wind-Tunnel-1-2560x1600.html

風洞実験

Navier–Stokes方程式

• 計算リソースが十分であればデジタルシミュレーションの方が便利

• 数値計算がまだ難しい場合はアナログシミュレーションが有用な場合も



量子物理現象のシミュレーション

1st conference on Physics and Computation, MIT, (1981)

R. P. Feynman

(1918-1988)

“Simulating Physics with Computers” (Keynote talk)

量子系を古典コンピュータでシミュレートできるか?

“Can a quantum system be probabilistically simulated by 

a classical (probabilistic, I'd assume) universal computer? 

In other words, a computer which will give the same 

probabilities as the quantum system does.”

(International Journal of Theoretical Physics, 21: 467–488, 1982)

“The answer is certainly, No! This is called the hidden-

variable theorem: It is impossible to represent the result

of quantum mechanics with a classical universal device.”

量子系のダイナミクスを知りたい



量子物理現象のシミュレーション

1st conference on Physics and Computation, MIT, (1981)

R. P. Feynman

(1918-1988)

“Simulating Physics with Computers” (Keynote talk)

量子系を古典コンピュータでシミュレートできるか?

(International Journal of Theoretical Physics, 21: 467–488, 1982)

“…I'm not happy with all the analyses that go with 

just the classical theory, because nature isn't classical, 

dammit, and if you want to make a simulation of 

nature, you'd better make it quantum mechanical...”

Feynman's conclusion

量子系のダイナミクスを知りたい

量子コンピュータ・量子シミュレータ



✓ デジタルシミュレーション（コンピュータ）
✓ アナログシミュレーション（風洞実験）

量子物理現象のシミュレーション

1st conference on Physics and Computation, MIT, (1981)

“Simulating Physics with Computers” (Keynote talk)

量子系を古典コンピュータでシミュレートできるか?

Feynman's conclusion

流体
（古典系）

量子系のダイナミクスを知りたい

量子系
✓ デジタル量子シミュレーション
✓ アナログ量子シミュレーション



✓ デジタルシミュレーション（コンピュータ）
✓ アナログシミュレーション（風洞実験）

量子物理現象のシミュレーション

1st conference on Physics and Computation, MIT, (1981)

“Simulating Physics with Computers” (Keynote talk)

量子系を古典コンピュータでシミュレートできるか?

Feynman's conclusion

流体
（古典系）

量子系

量子系のダイナミクスを知りたい

✓ デジタル量子シミュレーション ⇒量子コンピュータ
✓ アナログ量子シミュレーション ⇒量子シミュレータ



✓ 多少のノイズがある.

✓ 数十～数百量子ビットの中規模（現状で53量子ビットとか）

✓ 誤り耐性量子計算するには量子ビット数が足りないので、多少のノイズが
ある状況でもそこそこ意味のある例で計算をする.

デジタル量子シミュレータ（量子コンピュータ）

現状：NISQデバイスの時代

Noisy Intermediate-Scale Quantum technology

https://ai.googleblog.com/2019/10/quantum-supremacy-using-programmable.html

53量子ビットの
ゲート型超伝導量子ビット
量子コンピュータで
「量子超越性」を達成

F. Arute et al.,

Nature 574, 506 (2019).



✓ 多少のノイズがある.

✓ 数十～数百量子ビットの中規模（現状で53量子ビットとか）

✓ 誤り耐性量子計算するには量子ビット数が足りないので、多少のノイズが
ある状況でもそこそこ意味のある例で計算をする.

デジタル量子シミュレータ（量子コンピュータ）

現状：NISQデバイスの時代

H. Bernien et al., Nature 551, 579 (2017).

Noisy Intermediate-Scale Quantum technology

M. Stephens, Physics (2019).

まだまだ、アナログ量子シミュレータが有用



アナログ量子シミュレータ（“量子シミュレータ”）

量子シミュレータに適した系

条件①. 量子系である.

条件②. パラメータの操作性が良い

Nature Physics Insight – Quantum Simulation (April 2012 Vol. 8, No 4 )



アナログ量子シミュレータ（“量子シミュレータ”）

量子シミュレータに適した系

条件①. 量子系である.

条件②. パラメータの操作性が良い

✓ Quantum simulations with ultracold quantum gases

✓ Quantum simulations with trapped ions

✓ Photonic quantum simulators

✓ On-chip quantum simulation with superconducting circuits

Nature Physics Insight – Quantum Simulation (April 2012 Vol. 8, No 4 )



冷却原子系を用いた量子シミュレーション

レーザー冷却技術により実現された極低温の希薄な原子気体

～10nK ～1013/cm3

(cf.空気～1019/cm3)



冷却原子系を用いた量子シミュレーション

レーザー冷却技術により実現された極低温の希薄な原子気体

～10nK ～1013/cm3

(cf.空気～1019/cm3)
実験系の例（Li原子）

（上田ERATO向山グループで撮影）

レーザー冷却光



冷却原子系を用いた量子シミュレーション

レーザー冷却技術により実現された極低温の希薄な原子気体

～10nK ～1013/cm3

(cf.空気～1019/cm3)
実験系の例（Li原子）

（上田ERATO向山グループで撮影）

レーザー冷却光

冷却Li原子
超高真空ガラスセル

（or 超高真空チャンバー）



冷却原子系の特徴

極低温
ultracold

希薄
dilute

中性
Charge neutral

孤立系
isolated

光格子
Optical lattice



冷却原子系の特徴

極低温 希薄 中性 孤立系 光格子



冷却原子系の特徴①

極低温 希薄 中性 孤立系 光格子

• エネルギースケールが小さい（～1kHz）

✓ ダイナミクスが実時間で見られる
✓ 運動量分布の直接観測（飛行時間法）

運動エネルギー, Fermi温度

t=0 : 原子をトラップから解放

t =tTOF :密度分布を撮影（吸収イメージング）

x = p/M・tTOF

CCD

TOFイメージ
（運動量分布を反映）



冷却原子系の特徴①

極低温 希薄 中性 孤立系 光格子

• エネルギースケールが小さい（～1kHz）

運動エネルギー, Fermi温度

✓ ダイナミクスが実時間で見られる
✓ 運動量分布の直接観測（飛行時間法）

Bose-Einstein凝縮 (Wikipedia)

~ 400 nK
~ 200 nK

~ 50 nK

filling

T. Esslinger et al. PRL 94,080403(2004)

Reciprocal 
lattice and 
Brillouin 
zones for a 
2D lattice.



冷却原子系の特徴②

極低温 希薄 中性 孤立系 光格子

• 相互作用が簡単になる（部分波展開⇒ s波(l=0)のみ）
• 相互作用の制御が可能（Feshbach共鳴）

散乱長を磁場により制御！
（Feshbach共鳴）

原子間距離

エ
ネ
ル
ギ
ー

原子1

原子 2

eid0

Eb

closedg0

Eth

(pseudo potential)

実効原子間相互作用ポテンシャル



磁場Feshbach共鳴の例

例）
6Li原子の基底状態の3つの超微細
スピン|1>, |2> |3> 間の散乱長

M. Bartenstein et al. (2005),  calculated by P. Naidon.

磁場により相互作用
（散乱長）を
引力（a<0）から
斥力（a>0）まで
自在に制御可能

相互作用する量子多体系
の量子シミュレーションに
有効！



磁場Feshbach共鳴の応用：ユニタリー気体

引力相互作用が超伝導を生み出す 引力が無限に強くなったら?

引力を極限まで強くする

•電子-フォノン相互作用 l

•デバイ周波数 wD

固体系（金属BCS超伝導） e.g.)

超高圧下（～100GPa）
の硫化水素（H2S）

Tc～200K

(A. P. Drozdov et al., Nature, 

525, 73 (2015).)



磁場Feshbach共鳴の応用：ユニタリー気体

引力相互作用が超伝導を生み出す 引力が無限に強くなったら?

引力を極限まで強くする

• s波散乱長 a

冷却フェルミ原子系

±∞ (ユニタリー極限)
磁場

Tc/TF = 0.167(13) (Ku et.al., Nature (2012))

金属系（TF~104 K）ならば
TC ～1000 Kに相当
（室温超伝導!!）

ユニタリー気体のl転移の観測（Mark J. H. Ku et al.,(2012)）



磁場Feshbach共鳴の応用：ユニタリー気体

ユニタリー気体の“応用”: 中性子星

Wikipedia

中性子星（の外殻）：高密度の中性子の“超流動”

→相互作用が強くユニタリー気体とほぼみなせる

冷却原子のユニタリー気体を使って、状態方程式を決定！

Mark J. H. Ku et al., Science, 335, 563 (2012).
M. Horikoshi, S.N., M. Ueda and

T. Mukaiyama, Science, 327, 442 

(2010).

中性子星の“量子シミュレータ” （と言えなくもない）

自由フェルミ
気体（a=0）

ユニタリー
気体（a=±∞）



磁場Feshbach共鳴の応用：Efimov状態

• s波散乱長 a で記述される非常に浅い束縛状態．

•共鳴点では束縛状態が等比級数的に無数に出現 etc.

中性子過剰核、4He-3量体 etc.

共鳴的な2体相互作用する系に存在する
普遍的な3体束縛状態.

(V.Efimov, Phys. Lett. 33, 563 (1970).)

2006年の時点では未確認

E
n
e
rg

y,
 E

Inverse scattering length, 1/a

E=0

+

+

+



磁場Feshbach共鳴の応用：Efimov状態

• s波散乱長 a で記述される非常に浅い束縛状態．

•共鳴点では束縛状態が等比級数的に無数に出現 etc.

共鳴的な2体相互作用する系に存在する
普遍的な3体束縛状態.

(V.Efimov, Phys. Lett. 33, 563 (1970).)

E
n
e
rg

y,
 E

Inverse scattering length, 1/a

E=0

+

+

+

T. Kraemer et al. Nature 440, 315 (2006)

冷却133Cs原子系で最初の間接証拠

（Efimov状態の存在に由来する3体ロスの増大）

冷却原子系



磁場Feshbach共鳴の応用：Efimov状態

• s波散乱長 a で記述される非常に浅い束縛状態．

•共鳴点では束縛状態が等比級数的に無数に出現 etc.

共鳴的な2体相互作用する系に存在する
普遍的な3体束縛状態.

(V.Efimov, Phys. Lett. 33, 563 (1970).)
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Inverse scattering length, 1/a

E=0

+

+

+

Efimov状態由来の原子-分子ロスの共鳴的増大の観測
(S. N. et al., Phys. Rev. Lett., 105, 023201 (2010)).

RF分光によるEfimov状態の束縛エネルギーの精密計測
(S. N. et al., Phys. Rev. Lett., 106, 143201 (2011)).

冷却6Li原子 3成分系

(S. N. et al., PRL., 106, 143201 (2011)).

冷却原子系



磁場Feshbach共鳴の応用：Efimov状態

• s波散乱長 a で記述される非常に浅い束縛状態．

•共鳴点では束縛状態が等比級数的に無数に出現 etc.

共鳴的な2体相互作用する系に存在する
普遍的な3体束縛状態.

(V.Efimov, Phys. Lett. 33, 563 (1970).)
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+
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Efimov状態由来の原子-分子ロスの共鳴的増大の観測
(S. N. et al., Phys. Rev. Lett., 105, 023201 (2010)).

RF分光によるEfimov状態の束縛エネルギーの精密計測
(S. N. et al., Phys. Rev. Lett., 106, 143201 (2011)).

冷却6Li原子 3成分系

(S. N. et al., PRL., 106, 143201 (2011)).

冷却原子系

Comment

冷却原子系を用いた量子シミュレーションの方向性

1. Numerically important

2. Conceptually important

(by Xiaopeng Li)

✓ 量子非平衡ダイナミクス
✓ Hubbrad模型
✓ 格子ゲージ理論

✓ Efimov状態 （提案：V. Efimov, 1970年⇒実験：2006年）

✓ Haldane模型
（提案：F. D. M. Haldane, 1988年⇒実験：2014年）

✓ etc etc..



冷却原子系の特徴③

極低温 希薄 中性 孤立系 光格子

• （運動自由度が）外部電磁場と直接は結合しない
• 超高真空環境の中で光（または磁場）でトラップ

✓ 非常に良い孤立量子系



孤立量子系の熱平衡化

✓ Relaxation and Prethermalization in an Isolated Quantum System
(M. Gring et al., Science, 33, 1318 (2012))



孤立量子系の熱平衡化

✓ Relaxation and Prethermalization in an Isolated Quantum System
(M. Gring et al., Science, 33, 1318 (2012))

Prethermalization



冷却原子系の特徴④

極低温 希薄 中性 孤立系 光格子

• 光定在波が作る冷却原子に対する周期ポテンシャル

原子

光格子
ポテンシャル

※画像はイメージです.



光格子の原理

光双極子力：光電場中の原子は「AC-stark 効果」による力を受ける.

基底状態の原子に対するエネルギーシフト

(AC Stark shift)U(r)



光格子の原理

光双極子力：光電場中の原子は「AC-stark 効果」による力を受ける.

基底状態の原子に対するエネルギーシフト

(AC Stark shift)

I(r) U(r)

U(r)

w > w0

(blue detuned)

w < w0

(red detuned)

I(r)

U(r)

レンズ

w< w0 のレーザー
光をレンズで絞ると
焦点部分に原子を
捕まえられる

（光双極子トラップ）



光格子の原理

2D 

system

1D 

system

3D 

lattice

✓ 様々な格子系・バンド構造の導入
✓ 多数の量子ビット

光格子：光定在波による光双極子トラップ

光格子（Optical lattice）



光格子中の冷却原子（tight-binding）

(Bose) Hubbard モデル

モデルに含まれるパラメータ

• トンネリングレート： t

•オンサイト相互作用： U
U

t

トンネリング オンサイト相互作用

←光格子の深さ

←Feshbach共鳴
/光格子の深さ

Hubbard模型量子シミュレータ

i j



光格子中の冷却原子（tight-binding）

(Bose) Hubbard モデル

トンネリング オンサイト相互作用

量子臨界
領域

U/t

SF
（超流動）

MI
（Mott絶縁体）

0

T

QCP

T=0では、光格子深さを変える
だけで超流動-Mott絶縁体量子
相転移が観測できる！



光格子中の冷却原子（tight-binding）

(Bose) Hubbard モデル

トンネリング オンサイト相互作用

U/t

SF
（超流動）

MI
（Mott絶縁体）

0

T

QCP

M. Greiner, et.al., Nature 415, 39-44 (2002)



光格子中の冷却原子（tight-binding）

(Bose) Hubbard モデル

トンネリング オンサイト相互作用

U/t

SF
（超流動）

MI
（Mott絶縁体）

0

T

QCP

M. Greiner, et.al., Nature 415, 39-44 (2002)



光格子中の冷却原子（tight-binding）

(Fermi) Hubbard モデル

モデルに含まれるパラメータ

• トンネリングレート： t

•オンサイト相互作用： U

トンネリング オンサイト相互作用

←光格子の深さ

←Feshbach共鳴
/光格子の深さ

Hubbard模型量子シミュレータ

U

t

i j



光格子中の冷却原子（tight-binding）

(Fermi) Hubbard モデル

例. 銅酸化物高温超伝導体

http://www.sciencedaily.com/releases/

2008/03/080313204503.htm

A. Damascelli et al., Rev. Mod. Phys. (2003).

AF

Nd2-xCexCuO4

(n-type)

La2-xSrxCuO4

(p-type)

SC

AF

SC

“Normal”

Metal

300

200

100

0
0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

Dopant Concentration x

T
em

p
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u

re
 [

K
]

反強磁性（AF）

d波超伝導（SC）

Cooper対



光格子中の冷却原子（tight-binding）

(Fermi) Hubbard モデル

T. Moriya and K. Ueda, Rep. Prog. Phys. (2003) 

実験で得られている相図
（銅酸化物超伝導体）

理論計算で得られている相図
（2D-Hubbardモデル（FLEX近似））

反強磁性（AF）

超伝導（SC）

(n-type)(p-type)

アンダードープ領域で実験と理論が合わない.

（実験で得られている相図では超伝導相
と反強磁性相が接していない etc.）

Hubbard模型の
量子シミュレーション



光格子の冷却原子系と電子系の比較

Electrons Cold atoms

Statistics Fermi Bose, Fermi, mixtures

(pseudo) Spin 1/2 integer, 1/2, …, 5/2, …, 9/2, …

Mass me ~ 10-30 [kg] 104 - 105 me

Lattice constant ~ 0.5 [nm] ~ 500 [nm]

Tunneling (t) eV ~ 1014 [Hz] 100 - 1000 [Hz]

Density ~ 1023 [/cm3] ~ 1013 [/cm3]

Interaction Coulomb, long range
other couplings (phonon etc.)

van der Waals, on-site
well-characterized, tunable

Fermi temperature ~ 104 [K] ~ 100 [nK]

Achieved temperature ~ 10 [μK] ⇔ 10-8TF ~ 10 [nK] ⇔ 0.1TF

Defects, disorders 
Generally exist

Uniform
None, or artificially created

Harmonically trapped
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•冷却原子を用いた量子シミュレーション
✓ 冷却原子系
✓ 冷却原子系の特徴
✓ 冷却原子系の弱み（だったこと）

• まとめと今後



冷却原子系の弱み①

極低温 希薄 中性 孤立系 光格子

• 原子に共鳴する光（イメージング光）の波長は決まっている

→分解能の制限

✓ 広げて運動量分布をみるのは得意だが、広げずに実空間で
見るのは（少し）苦手

✓ 多数の量子ビットを用意するなど光格子全体の操作は得意
だが、個別の格子点の操作は苦手



冷却原子系の弱み（だったこと）①

高分解能光学系＋ DMD の利用対抗策！

量子気体顕微鏡（Quantum Gas Microscope, QGM）

二次元光格子系の単一格子点中の単一原子の直接観測
＝光格子中の原子の空間分布や量子ダイナミクスの直接観測

➢ 単一格子点中の単一原子の直接観測

87Rb (Boson)

W. S. Bakr et al.

Nature 462,  5 (2009) 

高分解能
光学系

J. F. Sherson et al., Nature 467, 68 (2010)



冷却原子系の弱み（だったこと）①

高分解能光学系＋ DMD の利用対抗策！

量子気体顕微鏡（Quantum Gas Microscope, QGM）

二次元光格子系の単一格子点中の単一原子の直接観測
＝光格子中の原子の空間分布や量子ダイナミクスの直接観測

➢ 単一格子点中の単一原子の直接観測

87Rb (Boson)

W. S. Bakr et al.

Nature 462,  5 (2009) 
J. F. Sherson et al., Nature 467, 68 (2010)



冷却原子系の弱み（だったこと）①

高分解能光学系＋ DMD の利用対抗策！

量子気体顕微鏡（Quantum Gas Microscope, QGM）

二次元光格子系の単一格子点中の単一原子の直接観測
＝光格子中の原子の空間分布や量子ダイナミクスの直接観測

➢ 単一格子点操作

87Rb (Boson)

C. Weitenberg et al., Nature 471, 319 (2011)



冷却原子系の弱み（だったこと）①

高分解能光学系＋ DMD の利用対抗策！

量子気体顕微鏡（Quantum Gas Microscope, QGM）

二次元光格子系の単一格子点中の単一原子の直接観測
＝光格子中の原子の空間分布や量子ダイナミクスの直接観測

➢ 超流動-Mott絶縁体量子相転移の実空間観測

87Rb (Boson)

超流動 Mott絶縁体

M. Greiner, et.al., Nature 415, 39-44 (2002)



冷却原子系の弱み（だったこと）①

高分解能光学系＋ DMD の利用対抗策！

量子気体顕微鏡（Quantum Gas Microscope, QGM）

二次元光格子系の単一格子点中の単一原子の直接観測
＝光格子中の原子の空間分布や量子ダイナミクスの直接観測

➢ 超流動-Mott絶縁体量子相転移の実空間観測

87Rb (Boson)

W. S. Bakr et al., Science 329, 30 (2010)

超流動 Mott絶縁体

量子シミュレー
ションにおいて
強力なツールに！



冷却原子系の弱み（だったこと）①

高分解能光学系＋ DMD の利用対抗策！

Digital Micro-mirror Device, DMD

2D array of micro-mirrors

(1024×768  mirrors)

DMD

(from DLP5500 manual, Texas Instruments)

Silicon Substrate

“On-state”

Micromirror

“Off-state”

Micromirror

a±b -a±b

P
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DMDによる冷却原子の操作例①

エンタングルメント・エントロピーの測定 R. Islam et al., Nature 528, 77 (2015).

DMDで
2×4サイト
の原子のみ残す



DMDによる冷却原子の操作例①

エンタングルメント・エントロピーの測定 R. Islam et al., Nature 528, 77 (2015).

DMDで
2×4サイト
の原子のみ残す



DMDによる冷却原子の操作例②

冷却フェルミ原子のメゾスコピック伝導に対する走査型ゲート顕微法

半導体量子ポイントコンタクト（QPC）系

AFM cantilever + Charged tip

QPC gates

B. Burn et al., 

Nat. Comm. 

(2013)

Repulsive tip

冷却原子の量子ポイントコンタクト（QPC）系

S. Häusler, S. N., M. Lebrat, D. Husmann, S. Krinner,

T. Esslinger, and J.-P. Brantut, PRL 119, 030403 (2017)



冷却原子系の弱み②

極低温 希薄 中性 孤立系 光格子

系の典型的な温度と比較して
温度を十分に下げられない

（エントロピーを逃がせない！）

• エネルギースケールが小さい（～1kHz）

運動エネルギー, Fermi温度

Electrons Cold atoms

Fermi temperature ~ 104 [K] ~ 100 [nK]

Achieved temperature ~ 10 [μK] ⇔ 10-8TF ~ 10 [nK] ⇔ 0.1TF

W. Hofstetter et al., PRL 89, 220407 (2002)



冷却原子系の弱み（だったこと）②

“A cold-atom Fermi–Hubbard antiferromagnet”
(A. Mazurenko et al., Nature 545, 462 (2017))

反強磁性までは到達！

エントロピーをトラップの端に逃がす対抗策（仮）



冷却原子系の弱み③

極低温 希薄 中性 孤立系 光格子

• 良い孤立量子系

✓ 外界との接触、散逸過程の系の量子シミュレーション？



冷却原子系の弱み（だったこと）③

制御可能な散逸の導入対抗策！

超流動-Mott絶縁体相転移に対する2体ロスの影響

（光会合）

同一サイトに存在する2原子
の非弾性衝突を誘起

T. Tomita, S. N., I. Danshita, Y. Takasu, and Y. Takahashi, Sci. Adv. 3, e1701513 （2017）.



冷却原子系の弱み（だったこと）③

制御可能な散逸の導入対抗策！

T. Tomita, S. N., I. Danshita, Y. Takasu, and Y. Takahashi, Sci. Adv. 3, e1701513 （2017）.

超流動-Mott絶縁体相転移に対する2体ロスの影響

（光会合）



冷却原子系の弱み（だったこと）③

制御可能な散逸の導入対抗策！

光格子を下げた深さ

散
逸
強
さ

強い散逸下では

光格子を浅く下げ
てもMott絶縁体が
“融けない”

（量子Zeno効果）

T. Tomita, S. N., I. Danshita, Y. Takasu, and Y. Takahashi, Sci. Adv. 3, e1701513 （2017）.



冷却原子系の弱み④

極低温 希薄 中性 孤立系 光格子

• 量子ホール効果やスピンホール効果 etc. の
トポロジカル量子現象の量子シミュレーション？

• ゲージ理論の量子シミュレーション？

• （運動自由度が）外部電磁場と直接は結合しない

✓ 磁場をかけてもローレンツ力を感じない

✓ 電荷がないのでスピン・軌道相互作用が生じない



冷却原子系の弱み（だったこと）④

人工ゲージ場対抗策！

例：整数量子ホール効果 P. M. Paalanen et.al. PRB (1982)

B (T)

0 2 4 6 8

2D Electron Gas in a Magnetic Field B

Does NOT depend on

details of samples!

⇒ Standard for electrical 

resistance:

RK= h/e2

= 25812.807557(18) W

B

I



冷却原子系の弱み（だったこと）④

人工ゲージ場対抗策！

Peierls位相n n+1

teiΦn,n+12次元格子系



冷却原子系の弱み（だったこと）④

人工ゲージ場対抗策！

2次元格子系

Harper-Hofstadter model Haldane model

M. Aidelsburger et al.,

PRL (2013), Nat Phys. (2015)

G. Jotzu et al., Nature (2014)

Raman 

transition

Periodic 

modulation

整数量子ホール効果と同様、この
系が非自明なトポロジカル量子数
（Chern数）をもつバンドを持つこと
に由来する現象を観測



冷却原子系の弱み（だったこと）④

人工ゲージ場対抗策！

“2次元”格子系

整数量子ホール効果と同様、この
系が非自明なトポロジカル量子数
（Chern数）をもつバンドを持つこと
に由来する現象を観測

Spatial 1D + Temporal 1D

Fermion: S. N. et al., Nat. Phys.(2016)

Boson: M. Lohse et al., Nat. Phys.(2016)

Spatial 1D + Synthetic 1D

M. Mancini et al. Science (2015)



冷却原子系の弱み（だったこと）④

格子ゲージ理論の量子シミュレーション?

現状

✓ 冷却中性原子の系に一様磁場に対応するようなゲージ場
を（手で）加えることは可能.

✓ 格子ゲージ理論で興味を持たれているようなゲージ場その
もののダイナミクスの量子シミュレーションは、冷却原子系
にマップした系で対応する保存則（ガウス則） etc. を満たす
ようにするのが難しく、提案・実験は発展途上.



冷却原子系の弱み（だったこと）④

格子ゲージ理論の量子シミュレーション?

C. Schweizer et al., Nat. Phys. 15, 1168 (2019).

F. Görg et al., Nat. Phys. 15, 1161 (2019).



冷却原子系の弱み（だったこと）④

格子ゲージ理論の量子シミュレーション?

C. Schweizer et al., Nat. Phys. 15, 1168 (2019).

1D Z2 lattice gauge theory



冷却原子系の弱み（だったこと）④

格子ゲージ理論の量子シミュレーション?

C. Schweizer et al., Nat. Phys. 15, 1168 (2019).



冷却原子系の弱み（だったこと）④

格子ゲージ理論の量子シミュレーション?

現状

✓ 冷却中性原子の系に一様磁場に対応するようなゲージ場
を（手で）加えることは可能.

✓ 格子ゲージ理論で興味を持たれているようなゲージ場その
もののダイナミクスの量子シミュレーションは、冷却原子系
にマップした系で対応する保存則（ガウス則） etc. を満たす
ようにするのが難しく、提案・実験は発展途上.

⇒Building Block



まとめ

極低温
ultracold

希薄
dilute

中性
Charge neutral

孤立系
isolated

光格子
Optical lattice


