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基研長期研究会 ｢進化の力学への場の理論的アプローチ ｣報告

(1988年9月19日受理)
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本研究会 は1987年12月 1日 (火 )か ら12月4日 (金 )にかけての 4日間､京都大学基
礎物理学研究所で開催 され た｡

この企画は1986年に引続 いてこれが第 2回目であるが ､標題の通 り､ミクロ法則 とマ

クロ現象､力単的可逆性 ･反復的法則性 と散逸的不可逆性 ･非反復的進化過程の間の相

互関連 ･相互移行 という自然認識にお ける基本的対立項 に係わる諸問題を､物理学各分

野での具体的現われに即して統一的に扱 う手法 ･･描健の確立を主要な目標においている｡

前回の研究会 における交流の成果を踏 まえなが ら､そこでカヴ ァ-されなか った領域と

して､ミクロとマクロの丁度中間に位置 し複雑なアナログパターンを高精度で再現可能

にするnesoscopicphysics･nicrofabric早tion､工学舘域での目覚 しい技術的進歩 と共
に重力波検出や量子論的観測の理論的基礎 とも深 くかかわり近年注 目されつつある光通

信理論 ･非線形光学､有限多体系での散逸性の由来を問 う原子核の大振幅運動理論等､

幾つかの分野を新 たに加えた｡これ らを含めて､相転移 ､非平衡不可逆過程の統計力学､

物性論､宇宙論､観測理論その他の各分野 に亘 る問題点が､上記の視点から幅広 く論じ

られた｡

内容の詳細は下記のプログラム及び本報告集 に収められた諸論文 を是非御覧頂 きたい ▲

が､メインテーマ として､エ ン トロピーの非平衡的生成 ､散適性の確率過程的記述､

Wigner及びHusiqi関数の視点か らの量子古典対応､nesoscopicEihysics､宇宙論での観

測問題､量子通悟 ･光通信､観測過程の量子論 ､ "frustration"をもつ系 としてのスピ

ングラスとそこでの準安定状態の分岐構造の問題､コヒー レン ト異常法 に基づく新 しい

相転移理論､原子核の集団運動理論､の各分野からの 10編の総合報告を中心に､27
の講演 (コメン ト1を含む )が行なわれ､ 50数名の参加者を得て連 日長時間にわたる

活発な議論が交わされた｡特に観測理論を巡ってはこ並木､福田､牧､小浮の各氏が'1そ

れぞれ独自の立場から理論を展開されているので､最終 日に特別のセッションを設 けて

議論の深化を図った｡ただし､時間的制約 もあ り､七のテーマに関 しては今後更に公開

討論的な喝を設けて理論的交流を促進することが望 ましいと思われる｡問題の性格上内

容が多岐にわたることは避 けられないが､単純化の危険 を省みずに要約を試みるな ら､
《純粋状態か ら混合状態への移行が如何に合理的に説明 され得 る′か ?この過程でのフィ

ー ドバ ックを伴 う物理系と環境系 との非線形相互作用の重要性の認識 と､それを技術的

にどう具体化すべ きか?》という問題 にこの研究会での議論の焦点を絞 ることがで きる

のではないかと思われる｡この目標 に向か って､88年度にはモ レキi-ルの形で当研

究会の企画を継続 させ ､単なる ｢交流 ｣の域を脱した技術的 レベルでの方法論的深化を

目指 している｡関心をお持 ちの方か らの暖かい御援助を頂ければ大変幸甚です｡

最後に､で きる限りすべ ての講演を収録で きるよう､にと欲弓長っ､たのと く世話人自身も

含めた)幾人か､の 一̀遍筆'のために報告集の刊行が大幅 に遅れ､早 くか ら原稿をお寄せ

下さった講演者の方々並び にこの報告集に期待 をお寄せ下さっ-た読者の方々には多大の

御迷惑をお紬けしましたことを､心か らお詫び 申上げる次第です｡

世話人 :並木美幸雄 ､鈴木増雄 ､細谷暁夫､福田礼次郎､

小玉英雄､佐々木 節､阪上雅帽､田畑謙二､

森川雅博､小嶋 泉
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研究会報告

-プログラムー 【･総合報告､*原稿未着】
12月1日 (火)

･一柳正和 (阪大工 ) .･vanHoveLinit-Xicroか らNacroへの階層移行

小嶋 臭 く京大数研 ):エ ン トロピー生成とvanHoveLi∬it
福田礼次郎 (慶大理工 ) ;量子系の安定性の一般理論

岡上 :qCDの非摂動効果の計算法

牧 二郎 (京大基研) :量子力学の確率解釈と観渦理論

･並木美音雄 ･水谷雅志 ･重谷 心 (早大理工) :ブラウン運動の階層性一古典的モ
デル､中性子散乱､クオーク ･グルーオンプラズマ において

室谷 ･並木 ･水谷 (早大理工 ) ･伊達 伸 (Univ.deSantiagodeConpostela):
演算子億ラ ンジュヴァン方程式による涜体理論にお ける数値解析

長谷川洋 (京大理 ) ;散逸系への移行 に伴 う rエ ン トロピー生成Jの構造

(一柳 rvanHoveliAitJへの補足コメント)

美谷島実 (悟州大教養 ) :高エネルギー素粒子反応 における確率過程

岡田秀彦 (東工大理 ) ;EvolutionintoMixedStatesinquantuE)FieldTheory
日暮 等 (慶大理工) .･EquilibriunLinitofYiEleEvolutionKernel

12月2日 (水)

･中村孔- (明絶大 ) ;VignOr関数､伏見関数-量子力学における位相空間分布関数

･川村滑 (慶大理工 ) ;メソスコピックな体系の故気抵抗効果一電気伝導の統計物理
の視点か ら

* ･阪上雅暗 く京大基研 ) ;InternalObserverintheUniverse
森川雅博 (阪大種 ) :宇宙の密度行列の発展一部分系 としてのnini-superspace

*中山圭二 ･森川 ･細谷暁夫 (阪大種) ;インフ レーシ ョン宇宙 と長波長 スカラー場
の力学

南部保貞/･佐々末節 ･中尾憲一 (広大理論研) :インフ レーシ ョン宇宙のスカラー
喝のダイナミクス

林 弘文 (静夫教育 ) :輯射優勢の宇宙における圧力 とエネルギー密度

12月3日 く木)
･広田 偉 く玉川大工) :量子逓倍理論一遇情緒容量無限大の光逓倍を目指して

･大矢雅則 (東京理科大理工 ) :光通倍理論の数学的基礎一非可換系のエ ントロピー
論 と光逓倍過程

小汚正直 (名大教養 ) :AXeasurenentBreakingtheStandardQtlantu皿Linit
forFree-XassPosition

山本喜久 (打TT基礎研) :スクイーズ ド状態 と圭子非破壊謝定

*渡辺 昇 (東京理科大理工 ) :Gauss湘度の力学的変化 とエ ン トロピー

12月4日 (金 )

･根本幸児 (京大基研 ) :SpinGlassandUltraJ)etricity
･香取真理 ･鈴木増雄 (東大理 ) ;相転移とCAX理論

･坂田文彦 (東大核研 ) :原子核大振幅集団運動論一原子核集団運動の発生 ･進

化 ･消滅の力学

渡辺敬二 (明星大理工 ) ･江沢 洋 (学習院大理 ) ･中村孔- :quantunField
TheoryofTherDalDiffusion

観測理論に関するシンポジウム :並木美音雄 ･福田礼次郎 ･小洋正直
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