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物質と光との相互作用に起因する諸現象を理論的解明することにより、光学応答の理解を
微視的立場からすすめ、光エレクトロニクス分野への応用に役立つ基礎的知見を得ることが、
本研究を貫く問題意識です。本研究には、物質の光励起状態、特に励起子系の動的光学
応答の解明という一本柱が通っていますが、光の使い方に関して、
さらに二つの研究テーマ
に大別されます。
テーマA： 従来のレーザー分光学や光物性物理学のように、物質の電子状態やフォノン状
態の知見を得るために、光を物性の《プローブとして》用いる立場。
テーマB：物質の諸性質を光で制御したり、光照射によって新たな物質相を創成するような、
物質に対する《より積極的な役割》を光に担わせる立場。
私は、
これら双方を研究してきました。その概要をご紹介します。
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図 有機1次元電荷移動錯体での「光誘起中性-イオン性転移」を想定した
光誘起ドミノ倒し過程の概念図

補足説明
※1 光励起状態を経由した相転移ダイナミクス：光誘
起ドミノ倒し過程の理論
非平衡（励起）状態を経由した相転移現象において、
結晶構造・電子構造・スピン状態の変化を伴う局所的
な光励起状態領域が生成され、
それらが大域的な「相」
にどのように移り変わっていくのか、
その条件は何かを明
らかにしました。この現象は、電子励起状態を経由した
（非平衡）
１次相転移現象の量子ダイナミクスの典型例
であり、
その初期過程は「ドミノ倒し過程」で記述されま
す【8、9】。多重安定系での非平衡協力現象における
光誘起核生成過程の発現条件とダイナミクスを、視覚
的にわかりやすく明らかにしました。海外との共同研究
にまで発展しています。
※2 光励起状態での相転移ダイナミクス：有限寿命系
の相分離ダイナミクスの理論
非平衡光強励起状態での相転移・相分離を議論する
モデルとして、励起子のような寿命を伴う粒子のスピノ
ーダル分解ダイナミクスを追跡する理論を構築しました。
本理論では、平均場描像では落とされている空間相関
情報（空間揺らぎ効果）
をも取り入れ、寿命による粒子
消滅と光照射による粒子生成の効果を考慮したのが新
しい点です。本研究では、Ginzburg-Landau-Wilson
流古典現象論を基にした取り扱いと、
「格子気体モデ
ル」を基にした取り扱い【10】の双方を行って理論的枠
組みを完成し、数値計算によりダイナミクスを追跡しまし
た。
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