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（様式４－１） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成  24 年  4 月  5 日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局  東北大学・大学院情報科学研究科  

（ふりがな）          ふくいずみ れいか 

職・氏 名  准教授・福泉  麗佳       
 
 

1. 事 業 名 相手国（ フランス   ）との共同研究  振興会対応機関（ MAEE   ） 

 

2. 研 究 課 題 名  ボース・アインシュタイン凝縮のモデル方程式のダイナミクス             

 

3. 全 採 用 期 間 

 

平成  22 年  4 月  1 日 ～ 平成   24 年  3 月  31 日 （  2  年 0  ヶ月） 

 

4. 経 費 総 額 

 

（1）本事業により執行した研究経費総額   1,800,000 円 

 

初年度経費 800,000 円、 ２年度経費 1,000,000 円、 ３年度経費   0 円 

 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額   900,000 円 
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5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名
（ふりがな）

 所 属・職 名 研 究 協 力 テ ー マ 

熊ノ郷 直人 

水町徹 

中西賢次 

太田雅人 

小林未知数 

菊池弘明 

眞崎聡 

前田昌也 

工学院大学・准教授 

九州大学・准教授 

京都大学・准教授 

埼玉大学・准教授 

東京大学・助教 

東京電機大学・助教 

学習院大学・助教 

東北大学・助教 

経路積分, 基本解構成 

定常解の漸近安定性, 離散方程式 

解のダイナミクス(散乱, 爆発など) 

定常解の軌道安定性 

物理からの問題提起 

定常問題, 変分解析 

準古典解析 

定常問題, 変分解析 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名                                         

Ecole Polytechnique・CNRS Director of Research・Anne de Bouard 

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所属・職名（国名） 研 究 協 力 テ ー マ 

Karine Beauchard 

 

Rémi Carles 

 

 

Laurent Di Menza 

 

Clément Gallo 

 

Fouad Hadj Selem 

 

 

Maxime Gazeau 

 

Ecole Polytechnique, CNRS 

Researcher (フランス) 

Univerisité de Montpellier  II, 

CNRS Director of Research (フラ

ンス)  

Univerisité de Reims, 

Professor(フランス)  

Univerisité de Montpellier  II, 

Maître de Conférence (フランス)

Université de Blaise Pascal 

Clermont-Ferrand, ATER (フラン

ス) 

Ecole Polytechnique, PhD student 

(フランス) 

Controllability problem  

 

WKB, semi-classical analysis 

 

 

Numerical simulations for nonlinear 

dispersive equations   

Profiles and properties of stationary 

solutions  

Numerical simulations for nonlinear 

dispersive equations  

 

Stochastic PDEs  
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

 

全期間を通じた研究の目的  Bose-Einstein 凝縮における様々なモデル方程式の波動関数の振舞いを数値的

に, あるいは理論的に解析することが本共同研究の目的である. 具体的には以下の項目が主要課題である.  

1. 確率的ポテンシャルを伴う線形 Schrödinger 方程式の基本解の性質  

2. 波動関数の漸近的挙動, 散乱, または定常解の安定性 

3. 非線形 Schrödinger 方程式に対する準古典解析 

4. 爆発解の存在証明とそれに関連する非線形制御可能問題 

研究計画の実施状況・成果等の概要   概ね, 研究計画通りに研究者の交流は行われた. ただし, 2011 年 3

月に起きた東日本大震災の影響により, 2011 年秋に予定していた仙台での第 2 回目の会議は中止となった. 

その代わりに場所をパリに移して研究集会を行った.  以下, メンバー間のみの成果を詳細に述べる.  

・2010 年～2011 年にかけての福泉の訪仏により, 福泉，de Bouard は 確率項を伴う線形 Schrödinger 方程式に対して

熊ノ郷・藤原・谷島の方法を適用し，ランダムな問題に関して，基本解の構成を行った．非線形問題への応用としてラン

ダムな Strichartz 評価も確立した. この結果は論文「Representation fornula for stochastic Schrödinger evolution 

equations and applications」として纏め，現在投稿中である. この成果により研究目的の 1は解決された.  

・磁場トラップでの BEC モデルの定常問題に関して, 菊池, Hadj Selem は非線形効果が大きいときの解の構造を分岐理

論によって調べた. 過去, Hadj Selem の数値実験により非線形効果が非常に大きいときには無限個の解が現れることが

わかっており, この数値実験を一部理論的に証明. また，関連した別の方程式に対して，Hadj Selem, 菊池，福泉らは，

高いエネルギーをもつ定常状態の安定性を研究した．特に，基底状態ではない定常状態でも安定なものが存在することを

数値計算により観察した．「Stationary problem related to nonlinear Schrödinger equations on the unit ball」と

して纏め、現在投稿中である． 

・Gallo, Carles は，非線形 damping 項（ただし damping 効果が特別な場合）を伴う BEC 凝縮のモデルに対して，ある時

刻での解の消滅を数学的に証明した． 

直前の 2つの結果により, 研究目的 2については, 部分的に研究に進展があった.  

・2010年 9月に眞崎，フランスへ渡航. Montpellier に滞在し研究目的 3に関連した「抽象的保存量」について, Carles 

との議論・共同研究を進めた. 一定の成果は得られたものの, さらに発展した結果を目指し共同研究継続中である.  

・2010年12月に，中間報告のための研究集会を京都大学で 「Model equations in Bose-Einstein Condensation and Related 

topics」として開催した. フランス側からの参加者は,  de Bouard, Di Menza, Hadj Selem. 物理からの問題提起を小林

と彼の同僚にしてもらった.  

・2011 年 6 月 確率項を伴う BEC モデルの爆発解について, 対応したポテンシャルつき非線形制御問題が解けるかどうか

パリにて, Beauchard, de Bouard, 福泉らで話し合いを持った. 近年の Beauchard による 双線形制御の結果を発展させ

ることが必要であり, 研究目的 4の達成には至らなかった. この先継続してコンタクトを保つ予定である.  

・2011 年 9 月 小林, 数学的に解決することで物理に役立つモデル及び事柄に関して, de Bouard と議論した.   

・2011 月 10 月 Maxime Gazeau 来日. De Bouard との Stochastic PDEs の拡散近似に関する仕事について, 京都大学, 立

命館大学, 東京理科大学, 東北大学で講演.  

・2011 年 11 月 Nikolay Tzvetkov (Cergy-Pontoise 大学) の協力を得て, 研究集会「Stability problems in nonlinear 

dispersive PDEs」をパリにて開催した. 日本側からの参加者は, 前田, 眞崎, 中西, 太田, 福泉. この交流によって, 

新たな問題提起やプロジェクトの話し合いが持たれた.  


