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研究会報告

物性研究 75-5(2001-2)

第8回 r非平衡系の統計物理Jシンポジウム

(2000年 10月4日受理)

量子性 と散逸の新 しい乾熊を採る

平成 11年 11月24日 (水)～11月26日 (金)

筑波大学 大学会館 特別会議室

参加人数 : 約70名

主旨 : 今回は,在日外国人研究者4名に講演をお願いし,国際色豊かなシンポジウムになっ

た｡非示量性統計物理の新 しい流れ,量子コンピュータ,量子テレポーテーション,量子カオス,

熱QCDなどをはじめ,例年通 り,ホットな話題,オリジナリティーの高い話鐘が多 く,熱のこ

もった議論が戦わされた｡異なる分野の研究者が,自然認識の基礎的な部分で共通の問題意識を

もって,異なる切 り口から議論をすることは,新しいものを産み出すためこの上も無 く大切なこ

とである｡そのような ｢場｣を提供するのがこのシンポジウムの一つの使命だと考えている｡興

味のある方は,以下のURLにてご確認の上,ぜひご参加 ください｡また,話題を提供のお申し

出も受け付けてお ります｡ご連絡 ください｡

過去のシンポジウム報告は,以下をご参照 ください｡

第1回 :1992年 7月 14日 (火)-16日 (木)

物性研究 59-1(1992-10)15-118;物性研究 59･2(1992-ll)154-233.

第2回 :1993年 11月 10日 (水)-12日 (金)

物性研究 62･1(1994-4)1-228;物性研究 62･4(1994-7)485-509.

第3回 :1995年 3月6日 (月)～8日 (水)

物性研究 66-I(1996-4)1-184;物性研究 66-2(1996-5)187-358.

第4回 :1995年 12月 19日 (火)～21日 (木)

物性研究 69-1(1997-10)1-188.

第5回 :1997年 3月3日 (月)～5日 (水)

物性研究 71-5(1999-2)711-920.

第6回 :1997年 12月 10日 (水)～12日 (金)

物性研究 72-3(1999-6)235-421.

第7回 :1998年 12月9日 (水)～11日 (金)

物性研究 73-4(2000-1)583-788.

なお,シンポジウムの詳 しい情報は,URL:

http://www.px.tsukuba.ac.jp瓜ome/tcm/arimitsuノSympOSium.htm
をご覧ください｡

(文責 :有光敏彦,田中篤司)
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研究会報告

第8回 『非平衡系の統計物理シンポジウム』プログラム

The8thSymposiumonNon-EquilibriumStatisiticalPIWsics

開催 日程 :1999年 11月24日 (水)-26日 (金)

開催場所 :筑波大学 大学会館特別会議室

主催 :筑波大学 物理学系,共催 :名古屋大学大学院 多元数理科学

問い合せ先 :有光敏彦 (0298-5314535)arimitsu@cm.ph.tsukuba.ac.jp

田中篤司 (0298153-6118)atanaka◎cm.ph.tsukuba.ac.jp

URL:http://www･px･tsukuba･ac･jp/home/tcm/arimitsu/symposium･htm

11月24日 (水)

12:20-12:30 有光敏彦

あいさつ,事務連絡

(座長 :有光敏彦)

12:30-13:20 北川勝浩 (M.Kitagawa)(阪大基礎工)

NMR量子コンピュータ (NMRquantumcomputers)

13:20-14:10 牲川 章 (A.Niegawa)(大阪市立大理)

熱QCDとクオーク ･グルーオンプラズマに関連する話題 (HotQCDandQuark-Gluon

PlasmaandRelatedTopics)

14:10-15:00 AdyMann(Technion,Israel)

Thermalizationofanarbitrarydensitymatrix- HowthePlanckdistributionisreached

15:00-15:30 戸田幹人 (M.Tbda)(京大理)

化学反応における統計性と選択性一非線形共鳴のネットワークから､反応過程の統計性を探

る- (Selective/statisticalfeaturesofchemicalreactionsfromthepointofviewofnonlinear

resonances)

CoffeeBreak

(座長 :杉山 勝)

15:45-16:35 島田-平 (Ⅰ･Shimada)(日大理工 ･原子力研).

Gibbsの統計力学 (OnGibbsianstatisticalmechanics)

16:35-17:25 阿部純義 (S.Abe)(日大理工)

Tsallisの非加法的エン トロピーとBoltzmann-Gibbs統計力学の拡張 (Tsallis'nonextensive

entropyandgeneralizationofBoltzmann-Gibbsstatisticalmechanics)

17:25-18:15 有光敏彦 (T.Arimitsu)(筑波大物理),有光直子 (N.Arimitsu)(横国大工)

Tsallis統計による発達乱流の解析 (Ananalysisoffullydevelopedturbulenceintermsof

Tsallisstatistics)
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｢第8回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

11月25日 (未)

(座長 :戸田幹人)

09‥30110‥20 藤坂博一 (H.Fujisaka)(京大工)

オンオフ間欠性の強相関領域における統計法則 (StatisticalLawinStronglyCorrelated

RegionofOn-0ffIntermittency)

10:20-ll:10 SiegfriedGrossmann(FachbereichPhysik,Uni-Marburg,Germany)

Theonsetofturbulencedespitestablelaminarity

CoffeeBreak

ll:25-12:15 氷上 忍 (S.Hikami)(東大総合文化)

マ トリックス模型の局在 ･量子カオス-の応用 (Applicationofmatrixmodeltolocalization

andquantumchaos)

LUNCH

13:30-16:00 ポスターセッション (別紙プログラム参照)

(座長 :尾畑伸明)

16:00-16:50 大矢雅則 (M.Ohya)(東京理科大理工)

量子テレポーティションの数理 (Mathematicalfわrmulationofquantumteleportation)

16:50-17:40 ⅠgorVolovich(SteklovMathematicalInstitute,Russia)

QuantumChaos,Decoherenceandlrreversebility

17:40-18:30 KalyanSinha(IndianStatisticalInstitute,India)

LangevinequationinafinitetemperatureFockspace

19:00-21:00 懇 親 会
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研究会報告

11月26日 (金)

(座長 :斎藤 健)

09‥30-10:20 尾畑伸明 (N.Obata)(名大多元数理)

複素ホワイ トノイズとコヒーレン ト状態表示 (ComplexWhiteNoiseandCoherentState

Representation)

10:20-11･.10 内山智香子 (Ch.Uchiyama)(山梨大工)

QuantumdecoherenceofdissiriativetwoIStateSystem

CoffeeBreak

ll:25-ll:55 川畑史郎 (S.Kawabata)(電総研)

メゾスコピック系における量子干渉効果とBerryの幾何学的位相 (QuantumInterference

EffectandBerry'sgeometricalphaseinmesoscopicsystems)

ll:55-12:25 関 和彦 (K.Seki)(物質工学研)

溶媒中でゆらいでいるタンパクの隙間を通る小さな分子の拡散律速反応理論 (Ligandrebind-

ingreactionfromsolventthrougha且uctuatingbottleneck)

LUNCH

(座長 :田中篤司)

13:30-14:20 本池 巧 (T.Motoike)(湘北短大電情),有光敏彦 (T･Arimitsu)(筑波大物理)

カオスと トポロジー (Chaosandtopology)

14:20-14:50 坂口文則 (F.Sakaguchi)(福井大工),林 正人 (M.Hayashi)(京大理)

su(1,1)-コヒー レン ト状態 としてのコ-シー ･ウェーブレット:それに関連 した生成消滅関

係とⅠnteractingFockSpaceの関係 (CauchyWaveletsinTermsofsu(1,1)-CoherentStates:

Annihilation-CreationRelationsAssociatedwiththemandtheInteractingFockSpace)

14:50-15:20 宮村 修 (0.Miyam ura)(広大理),室谷 心 (S.Muroya)(徳山女子短期大学),

野中千穂 (C.Nonaka)(広大理),佐々木信雄 (N.Sasaki)(広大理)

EventGeneratorURASiMAを用いた 高温 ･高密度ハ ドロン物質の輸送問題の解析

(Transportcoe氏CientsofadensehadronicmatterbasedonaneventgeneratorURASiMA)

15:20-15:50 小野俊彦 (T.Ono)(東大大学院理)

力学前構造論 (SbM):量子性と散逸の起源をめぐって (TheoryofStructurebehind

Mechanics:quantumeffectanddissipation)

15:50-16:00 田中篤司

連絡事項
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｢第8回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

ポスターセッション ･プログラム (PosterSession)

1･町田 学 (M･Machida),東山靖弘 (Y.Higashiyam a),清水 明 (A.Shimizu)(東大総合文化)
量子カオス系の非交差におけるギャップの分布

(Distributionofthemagnitudeofgapsatavoidedcrossingsinquantumchaoticsystems)

2.大西孝明 (T.Ohnishi)(都立大理)
Kick系散乱モデルにおける複素半古典論

(Complexsemiclassicaltheoryofthekickedscatteringmodel)

3･中山潤一 (J･Nakayama),渡逓 昇 (N･Watanabe),大矢雅則 (M.Ohya)(東理大理工)
AmplifierProcessusingBeamSpliterandQuantumLogiCalGate

4.斎藤 健 (T･Saito)(茨城大svBL)
情報の流れによる1/fゆらぎの解析

(AnAnalysisof1/∫FluctuationbymeansoflnfbrmationFlow)

5.湯浅一哉 (K.Yuasa)(早大理工)

MasterequationoftheLindbladformbasedonamicroscopicHamiltonianthrough stochaBもiclimit
approximation

6.奥村雅彦 (M.Okumura)(早大理工),山中由也 (Y.Yamanaka)(早大学院)
Bose-Einstein凝縮における Gross_Pitaevskii方程式に対する量子補正

(QuantumcorrectionfortheGross-PitaevskiiequationinaBose-Einsteincondensate)

7.小出 純 (∫.Koide)(慶応大理工)
閉経路形式によるボルツマン方程式の導出

(DerivationofBoltzmannequationinclosed-time-pathformalism)

8.天羽優子 (Y･Amo)(東大先端研)
水 ･電解質水溶液の久保数による分類

(ClassificationofAlkaliHalideAqueousSolutionsbyKuboNumber)

9.境目浩輔 (H.Shizume)(図書館情報大)
QuantumKickedRotorでの QuantumTrajectory
(QuantumtrajectoriesinQuantumKickedRotors)

10.林 正人 (M.Hayashi)(京大大学院理)
量子仮説検定における漸近的に最適な測定と表現論

(Asymptoticoptimalmeasurementinthequantumhypothesistestingandgrouprepresentation
theory)

11･井上 啓 (K･Inoue),大矢雅則 (M.Ohya)(東理大理工)

Newapproachtoe-entropyandItscomparisonwithKolmogorov'se-entropy

12.宮本 学 (M･Miyamoto)(早大理工)
量子系における時間演算子について

(Mathematicalanalysisofthetimeoperatorinquantumsystems)
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