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物性研究 59-5(1993-2)

研究会報告

基研短期研究会

｢凝縮系におけるスローダイナミックス｣ 報 告

(1993年1月12日受理)

上記研究会が平成4年11月11日～13日の3日間京都大学基礎物理学研究所で開催された｡

以下に､研究会の主旨､プログラム及び各講演者から寄せられた発表の要旨を報告する｡

世 話 人 :高山 - (筑波大)､樋渡保秋 (金訳大)､土井正男 (名大)､橋本竹治 (京大)

小貫 明 (京大)､川崎恭治 (九大)､川勝年洋 (九大)､徳山道夫 (東種大)

米沢富美子 (慶大)､八木駿郎 (北大)､宗像豊哲 (京大)､遠藤裕久 (京大)

梶 慶輔 (京大)､生嶋 明 (HOYA)､小田垣孝 (京工繊大) (連絡責任者)

研究会の主旨:最近の計算機の進歩と光散乱等実験技術の進歩によって複雑な構造をもつ系や非平

衡系の動的性質が精力的に研究されるようになった｡中でも､微視的な時間スケー

ルよりも長い時間スケールで起こる "遅い''動的過程の研究が脚光を浴びてきてい

る｡1991年11月に東和大学で行われた SlowDynamicsinCondensedMatterの国際

会議を契機として､我が国に於けるこの分野の研究が飛躍的に発展しつつあるもの

と考えられる｡理論の発展と計算機実験および実験の成果を持ち寄った研究会によ

って､遅い動的過程に対する理解を深めるとともに今後のこの分野の研究の方向づ

けを行う｡
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｢凝縮系におけるスローダイナミックス｣

プ ロ グ ラ ム

11月11日 (水) 13:00-17:20

13･.00-13･.05

(1)13:05-13:45

(2)13:45-14:25

(3)14:25-15:05

(4)15:20-16:00

(5)16:00-16:40

(6)16:40-17:20

(1) 9:00- 9:40

(2) 9:40-10:20

(3)10:20-ll:00

(4)ll:15-ll:55

(5)ll:55-12:35

(6)13:40-14:20

(7)14:20-15:00

(8)15:00-15:40

事務連絡

ファジースピン系の緩和現象 川崎辰夫 (京大 ･総合)
宮下精二 (京大 ･人環)

±Jイジング模型のグリフィス相における緩和現象 一一 高野 宏 (慶応大 ･理工)
宮下精二 (京大 ･人環)

スピングラスにおけるXohlrausch則
一一一一一一一 福島孝治,吉野 元,根本幸児,高山 - (筑波大 ･物理学系)

***coffeebreak (15:05-15:20)***

過冷却液体の遅い緩和の理論 -I----- 小田垣孝 (京工繊大 ･工芸)
松井 淳,樋渡保秋 (金沢大 ･理)

過冷却液体の遅い緩和過程 一一一一一一一一一一一一 松井 浮 く金沢大 ･理)
小田垣孝 (京工繊大 ･工芸)
樋渡保秋 (金沢大 ･理)

過冷却液体､ガラス転移 とα一緩和､β一緩和の計算機 シミュレー ションと理論
一一一一一一一 藤原 進,五味壮平,米沢富美子 (慶応大 ･理工)

11月 12日 (木) 9:00-18:10

ガラス転移における低波数 ラマン散乱

非晶質金属のαおよびβ緩和

小島誠治 (筑波大 ･物理工系)

一一一一一一一 奥村 展,井上明久,増本 健 (東北大 ･金材研)

流体水銀の臨界点近傍における熱電能異常 一一･ 八尾 誠,遠藤裕久 (京大 ･理)

***Coffeebreak (ll:00-ll:15)***
準結晶中のフェイゾン緩和のダイナ ミクス 一一一一一一一 石井 靖 (姫工大 ･理)

液体の拡散 と初通過問題 -----一一---一 宗像豊哲,金子 豊 (京大 ･工)

*** Lunch (12:35-13:40)***
2成分液体のスビノダル分解におけるモー ド結合の効果

-一一一--一 川崎恭治,古賀 毅 (九州大 ･理)

ランダム系の相分離におけるスローダイナ ミックスの理論
-一一一--一 早川尚男 (東北大 ･理)

DynamicsofCrossoverPhenomenainPhase-SeparatingSystems
一一一一一一一 徳山道夫 (東和大 ･中科研)

榎本美久 (名工大 ･物理)
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研究会報告

***Coffeebreak (15:40-16:00)***
(9)16･.00-16:40 I)ynamicCorrelationinViscoelasticSystems ----一 小貫 明(京大 ･理)

(10)16:40-17:20 高分子溶融体の鎖動力学 -----I--I- 川崎恭治,川勝年洋(九州大 ･理)
W.Zimmerman(Julich研)

17:20-17:30 ｢そそぐと凍るお酒｣のビデオ上映

17:30- 懇親会

11月13日 (金) 9:00-15:00

(1) 9:00- 9:40 DerivationofXWWRelaxationFunctionforPolymerSolutions
一一一--一一 落合 萌,小倉 浩,小棒理子(湘北短大 ･電情)

山崎義武(九工大 ･機械)

(2) 9:40-10:20 ゲルの膨潤 ･収縮相転移における温度ヒステリシス 一一一一 関本 謙(名大 ･工)

***Coffeebreak (10:20-10:35)***
(3)10:35-ll:15 ComplexShearViscosityofDiluteMicroemulsions

一一----一 好村滋行(京大 ･理)
手束文子,関 和彦(東工大 ･理)

(4)ll:15-ll:55 シリカサスペンションのレオロジーへの高分子吸着の影響
一一一一一一一 木村吉延,棚橋 徹,川口正美(三重大 ･工)

(5)ll:55-12:35 DynamicStructureinaTwoDimensionalFluidofOriented
LipidMultibilayersbyWon-linearEPRSpectroscopies

------- 下山雄平(北教育大函館 ･物理)

*** Lunch (12:35-13:40)***
(6)13:40-14:20 動物行動におけるスローダイナミックス

(7)14:20-15:00 蛋白質のガラス状態 ------I--
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-一 原 啓明く東北大 ･工)
嶋田一郎(東北大 ･教養)

倭 剛久,郷 信広(京大 ･理)




