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自己紹介

• 2008年 東北大学大学院理学研究科博士課程修了

• 2008年～2018年 東北大学大学院理学研究科・助教

• 2011年～2013年 日本学術振興会海外特別研究員 University of Augsburg

研究内容は強相関電子系の理論（磁性、超伝導、量子多体論）、計算物質科学。

2016年にスパースモデリングを「解析接続」の問題に応用

• 2018年 岡山大学異分野基礎科学研究所・准教授

2020年、総説論文”Sparse Modeling in Quantum Many-Body Problems”を出版

その後、物性物理の「計測」にも対象を広げる
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フェルミ面は“金属の顔”
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銅のフェルミ面

フェルミ面＝波数空間における運動量分布関数の不連続面
低エネルギー励起を支配

銅酸化物高温超伝導体（LSCO）のフェルミ面

キッテル「固体物理学入門」 E. Razzoli et al., New J. Phys. 12, 125003 (2010)

ARPES (kz=0面)



コンプトン散乱
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電子によるX線 (光子) の非弾性散乱

散乱光は電子の運動量分布の情報を持っている
コンプトンプロファイル

https://en.wikipedia.org/wiki/Compton_scattering

電子の運動量密度分布散乱軸

hard X-ray (≳ 10 keV)
磁気コンプトンプロファイル
(円偏光X線)
d-eg軌道の軌道依存占有数
Koizumi et al, PRL 86, 5589 (2001)

Li: Y. Sakurai et al., PRL 1995
Li: Y. Tanaka et al., PRB 2001
Al: T. Ohata et al., PRB 2000
Graphene: N. Hiraoka et al., Sci. Rep. 2017
Fe, Ni: Y. Kubo, S. Asano, PRB 1990
(Ba,K)BiO3: N. Hiraoka et al., PRB 2005
LSCO: Y. Sakurai et al. Science 2011
Fe-based SC: Utfeld et al., PRB 2010
YbRh2Si2: M. Güttler et al, PRB 2021

コンプトンプロファイルの例

M. Cooper: Adv. Phys. 20, 453 (1971)

その他



コンプトン散乱による運動量密度測定の例
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Y. Sakurai et al. Science 332, 699 (2011)

銅酸化物高温超伝導体LSCO

運動量密度
pz=0面への射影

鉄系超伝導体 Ba(Fe1-xCox)2As2

運動量密度
pz=0面への射影 第一原理計算

2次元性の強い化合物への応用（1D→2Dの再構成）
3次元物質に応用するには1D→3Dの再構成が必要

Utfeld et al., PRB 81, 064509 (2010)



その他のフェルミ面観測手段：相補的
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de Haas van Alphen効果 角度分解光電子分光 (ARPES)

磁化M(H)の振動

Settai et al. 2005, 10.1143/JPSJ.74.3016

Schaeffer et al. PRB 2005
10.1103/PhysRevB.72.155115

一粒子励起スペクトルA(k, ω) A(k, 0)フェルミ面dHvA振動数

非常に強力だが、表面敏感、無磁場のみ非常に精度がよいが、低温・高磁場のみ

コンプトン散乱

有限温度・有限磁場
バルク敏感 しかし

散乱断面積が非常に小さい
1D→3Dの再構成が必要



Computed Tomography (CT)
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通常のCTよりも困難

• 1Dから3Dの再構成
• 散乱軸ζは10個程度

• 1Dから2Dの再構成
• θを連続的にデータ取得

Allan M. Cormack
ノーベル生理学・医学賞
1979

x’軸に射影

X線で測定

2次元関数 (密度分布など)

圧縮センシングによってデータ不足を補う

ラドン変換

逆変換可能

コンプトン散乱の場合

https://en.wikipedia.org/wiki/CT_scan

https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_CO
PIES/AV0405/HAYDEN/Slice_Reconstruction.html

脳のCT画像



再構成法１：Cormack法
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P. E. Mijnarends, Determination of anisotropic momentum distributions in positron annihilation,
Physical Review, 160 (1967), pp. 512–519

直接的な方法
しかし、(展開係数の数) = (散乱軸の数) ~10個

Ra: 散乱軸座標系 Rc: 結晶座標系

積分方程式
(解析的に解ける!)

球面調和展開

圧縮センシングの定式化はしたものの、あまりうまく
いかなさそう。今回は不採用



再構成法２：直接フーリエ変換法
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Y. Tanaka, Y. Sakurai, A. T. Stewart, N. Shiotani, P. E. Mijnarends, S. Kaprzyk, and A. Bansil,
Reconstructed three-dimensional electron momentum density in lithium: A Compton scattering study,
Physical Review B, 63 (2001), p. 045120

運動量密度分布ρ(p)のフーリエ変換

散乱軸をz軸とする座標系でr=(0, 0, z)を代入

もし、B(r)が実空間内の全ての領域で分かっていれば、逆フーリエ変換が可能

B(r)を内挿して積分を実行

不足しているデータを内挿で補う
しかし、情報が増えているわけではない



圧縮センシングの応用
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一般化LASSO R. Tibshirani, J. Taylor, Ann. Stat. 39, 1335 (2011)

Aは密行列の方がよい Bxは疎ベクトル（スパース）

微分が広い範囲でゼロ
B=∇ (Total variation)フーリエ変換法を採用

動径成分pで分離

密行列 (全てのrとpが結合)

1. Cormack method

2. フーリエ変換法



コンプトンプロファイルに対する圧縮センシング
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散乱軸上でのみ既知

離散化

Total variation

最小化問題 (generalized LASSO)

• ∇ρ(p) =0が広い範囲で満たされていることを仮定
(ρ(p) はフェルミ面近傍でのみ急激に変化)

• L1ノルム正則化により求めるべきρjの数(方程式の数)
を減らしている。一方、直接フーリエ変換法では内
挿により入力データの数を増やした。

• 拘束条件と合わせてADMM法で解く



リチウムLi金属のコンプトンプロファイル (理論)

12Tanaka et al. PRB 63, 045120 (2001)

Dotted line: Exact
Solid and dashed lines: 
Reconstructed from 
Compton profiles

M. Sekania et al, Physica A 489C 18-27 (2018)

コンプトンプロファイル 運動量密度 直接フーリエ変換法によって
再構成された運動量密度

フェルミ面周辺で
振動が乗ってしまう



インプットデータ（擬似実験データ）
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KKR法 (相対論的、スピン偏極) 
pz = [0:4] a.u., Δp = 0.01 a.u. (0.02 a.u. in Tanaka et al)

ガウシアンノイズを付与：σ=10-3, 10-2, 10-1



Fourier transform of the Compton profiles
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B(r) is truncated at rmax determined from Δpcalc. 
Truncate r depending on L (number of ).
Resolution Δpexp of experimental Compton profiles J(p) is 
one order of magnitude smaller than the resolution Δpcalc of 
reconstructed momentum density. Large resolution of p 
results in a periodic structure in r space.

rmax = π/Δpexp = 314.2 a.u.
Δr = π/pmax = 0.785 a.u.
(Δpexp = 0.01 a.u., pmax = 4 a.u.)

N = 813,  Δpcalc = 0.05 a.u.  rmax = 62.1 a.u.
N = 1413,  Δpcalc = 0.029 a.u.  rmax = 110.0 a.u.

r // c



結果：運動量密度、λ依存性

15

再構成された
ρ(p)  p//[100]

A： λ大

B：最適λ (CV法)

C：λ小

C B A

フェルミ面がぼやける

フェルミ面をとらえている
直接フーリエ変換法のような
振動もない

フェルミ面は最も正確
ただし、ややartificialな構造
が現れる

交差検証(CV)法：
Validation error
Training error

正則化項の非ゼロの数

overfitting

over-
fitting

最適

2,103/119,133 (1.8%) が非ゼロ

pmax=3 a.u.
Δp = 0.06 a.u.
(メモリの制約)



結果：フェルミ面、ノイズ依存性
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3次元物質の
フェルミ面を実験で
決定できる
(2次元射影ではない)

ノイズの小さい場合

ノイズの大きい場合

ノイズが強い場合でも
フェルミ面の特徴を
捉えている

pz=0面 pz=0面



共同研究者
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大関真之 (東北大学)

品岡寛 (埼玉大学)吉見一慶 (東京大学) Liviu Chioncel (U Augsburg) Michael Sekania (Martin Luther U
Halle-Wittenberg)

コンプトン散乱実験

情報統計

第一原理計算 (KKR)計算物質科学

“Compressed Sensing of Compton Profiles for Fermi Surface Reconstruction”
JO, K. Yoshimi, Y. Nakanishi-Ohno, M. Sekania, L. Chioncel, M. Mizumaki, in preparation
“Sparse Modeling in Quantum Many-Body Problems” Invited Review Paper
JO, M. Ohzeki, H. Shinaoka, K. Yoshimi, JPSJ 89, 012001 (2020) 

水牧仁一郎（SPring-8）
櫻井浩（群馬大）
小泉昭久（兵庫県立大）

中西義典 (同志社大)



まとめと展望

スパースモデリング

• y=Ax：測定データyと見たい物理量xの間に線形関係がある場合

• ||Bx||1：データが圧縮可能であればL1ノルム正則化を利用可能

• A：悪性の場合には工夫が必要；特異値分解で判断

コンプトン散乱によるフェルミオロジー ～3次元CT

• 1次元→3次元フェルミ面再構成の問題に圧縮センシングを応用

• 実データへの適用は進行中

• 実験計画

– ベストな散乱軸の組み合わせは？

– 散乱軸の数を増やすか、エラーバーを減らすか？
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