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物性研究 77-5(2002-2)

研究会報告

第 9回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム

(2001年10月11日受理)

主題 : 非示量性統計の現状 と将来 一量子性 と散逸を視野においた一

期 日 : 平成 13年 1月 10日 (水)-12日 (金)

場所 : 筑波大学 大学会館 特別会議室

参加人数 :約 60名

主旨 : 当シンポジウムでご講演をいただく方の選定に当たって基準 としているところは,

｢分野を問わず,新 しい自然認識へのチャレンジとして,その仕事に斬新さや賢さが感 じられる

研究者｣です｡シンポジウムの名称や各回の主題には,いっさい拘泥いたしてお りません (興味

がおありの方は,以下に掲げました各回の報告にてこの点をお確かめの上,ぜひご参加 ください)(,

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 く大切です｡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次第です｡話題提供のお申し出を受け付

けてお ります｡いつでもご連絡 ください｡次回は第 10回目というひと区切 り (10周年?)の

会議になります｡新 しい発展-繋がるステップの会議になればと願ってお ります｡ご賛同いただ

ける皆様のご協力をお願いいたします｡

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 川日 (水)-12日 (金)

物性研究 6211(199414)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 66-1(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)11188.

第5回 :1997年3月3日 (月)-5日 (水)

物性研究 7ト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.

第 8回 :1999年 11月24日 (水)-26日 (金)

物性研究 75-5(200ト2)841-1095.

なお,シンポジウムの詳 しい情報は,tJRL:

http://www.px.tsukuba.ac.jp/home/tcm/arimitsu/symposium.htm
をご覧ください(｡
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(文責 :有光敏彦)



研究会報告

第 9回 『非平衡系の統計物理シンポジウム』プログラム

The9thSymposiumonNon-EquilibriumStatisiticalPhysics
(最終版)

開催日程 :2001年1月10日 (水)- 12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 多元数理科学研究科

後援 :つくば科学万博記念財団

問い合せ先 :有光敏彦 (0298-53-4535)arimitsu@cm .ph.tsukuba.ac.jp

URL:http://www.px.tsukuba･ac･jp/home/tcm/arimitstl/symposium.htlTl

1月10日 (水)

(座長 :鈴木陽子)

12:50-13:00 有光敏彦 (TbshihicoArimitsu)

｢あいさつ,事務連絡｣(Opening)

13:00-13:50 高柳英明 (HideakiTakayanagi)(NTT)

｢量子 ドット人工結晶を用いた半導体強磁性の設計｣(Designofasemiconductor

ferromagnetinaquantumdotartificialcryst,al)

13:50--14:40 尾畑伸明 (OBATANOBUAKI)(名古屋大学)

｢ホワイ トノイズの高次巾について｣(OnhigllerI'OWerSOfwhiteI-Oises)

14:40--15:10 柴田博史 (HiroshiShiba.ta.)(崇城大学)

｢乱流におけるエントロピー生成率｣(EntropyProdtlCtionRateof¶ユrbulence)

CoffeeBreak(20minutes)

(座長 :田中篤司)

15:30-16:20 古沢明 (AkiraFurusawa)(東京大学)

｢量子テレポーテーション｣(QuantumTeleportation)

16:20-16:50 鈴木陽子 (YokoSuzuki)(分子科学研究所)

｢非平衡母関数法による回転子系の解析 と分光への応用｣(Qua･ntumtheoryofatw(}

dimensionalrotatorinadissipativeenvironment:Applicationtofarinfra･redspectroscopy)

16:50-17:20 堀越篤史 (HorikoshiAtsusIli)(金沢大学)

｢非摂動 くりこみ群方程式における散逸効果｣(Non-perturbativerenormalizationgroup

equationswithdissipation)

17:20-17:50 PetrJizba(ペテル ジズバ)(筑波大学)

rTheJaynesIGibbsprincipleofmaximalentropyandthethepressureofthenon-equilibrium

O(N)4,4tlleOryinthelargeNlimit｣
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｢第9回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

1月 11日 (木)

(座長 :金野秀敏)

09:30-1O‥20 阿部純義 (SumiyoshiAbe)(日本大学)

｢ベキ別的カノニカル分布で特徴づけられる巨視的熟平衡状態｣(M礼croscopicthermal

equilibriumcharacterizedbypower-lawcanonicaldistributions)

10‥20-10:50 長谷川 博 (HiroshiHasegawa)(茨城大学)

｢時系列データからの帰納的熱力学｣(InductiveThermodynamicsfromTimeSeriesData)

CofreeBreak(20minutes)

(座長 :長谷川 博)

ll:10-12:00 羽部朝男 (AsaoHABE)(北海道大学)

｢宇宙物理-のTsallis統計の応用｣(TsallisstatisticsandAstrophysics)

12:00-12:30 立川崇之,前田恵一 (T.TATEKAWAandK.MAEDA)(早稲田大学)

｢フラクタル的初期密度ゆらぎと宇宙の構造形成｣(PrimordialFractalDensityPerturbations

andStructureFormationintheUniverse)

LUNCH

13:30-16:00 ポスターセッション (PosterSession) (別紙プログラム参照)

(座長 :尾畑伸明)

16:10-17:00 金野秀敏 (HidetoshiKonno)(筑波大学)

｢1次元ペニー方程式に関係 した乱流拡散 と一般化コ-シー過程｣ (nlrbulentDiffusion

assciatedwiththelDBenneyEquationanda,GeneralizedCauchyProcess)

17:00-17:50 大矢雅則 (MasanoriOhya)(東京理科大学)

｢量子情報の21世紀｣(QuantumInformationforthe21stCentury)

19:00-21:00 懇 親 会 (Banquet) (於 フォレット)
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研究会報告

1月 12日 (全)

(座長 :阿部純義)

09:30--10:00 山田弘明 (HiroakiYamada)(新潟大学)

｢一次元ランダム系における自発的散逸｣(IrreversibleEnergyFlowinOne-Dimensional

DisorderedSystem)

10:00-10:50 有光敏彦 (筑波大学),有光直子 (横浜国立大学)(T.andN.Arimitsu)

｢一般化されたエントロピーに基づ く統計による乱流の解析｣(AnalysisofTurbulenceby

aStatisticsbasedonGeneralizedEntropy)

CoffeeBrea.k(20mintlteS)

(座長 :有光直子)

ll:10-12:00 際本泰士 (YasuhitoKiwamoto)(京都大学)

｢非中性プラズマのもつ渦のダイナミックスの実験｣(ExperimentsonVortexDynamicsin

NonneutralPlasma)

12:00-12:50 小芦雅斗 (MasatoKoaShi)(総合研究大学院大学)

｢量子暗号 とその背後にある原理｣(Quantum cryptographyandaprinciplebehindit)

12:50-13:00 有光敏彦 (TbshihicoArilnitsu)

｢連絡事項｣(Closing)
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｢第9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 (PosterSessionProgram)

1.AlexKobryn(アレックス コプリン)(筑波大学)

rKineticequationforliquidswithamulti-steppotentialofinteractionJ

2.和田達明 (TatsuakiWADA)(茨城大学)

｢Tsallisエントロピによる記述とは?｣(WhatisTsallis'entropicdescriptiontryingtotell
us?)

3.鎮目浩輔 (Shizume,Kousuke)(図書館情報大学)

｢非線形力学系における量子古典遷移｣(Thequa.ntum-ClassicaltransitioninNolllinear

DynamiCalSystems)

4.中滞恵太,宮本学 (KeitaNakazawaandMiya･motoManabu)(早稲田大学)

｢斥力型ポテンシャルの入った量子系における時間演算子の解析｣(Analysisofthetime

operatorforquantumsystemswitharepulsivepotentials)

5.山野拓也 (YamanoTakuya)(東京工業大学)

｢非 Shannon情報量による情報源符号化｣(SotlrCeco°ingbasedonthenon-Shannonin-
formationcontent)

6.田中篤司 (TANAKAAtushi)(東京都立大学)

｢弱値の半古典論による解釈｣(Semiclassicalinterpretationofweakvalues)

7.大滝由一 (YoshikazuOhtaki)(茨城大学)

｢淀み運動や長時間相関の存在する系での熱力学的な理論｣(Theconstructionofthermo-

dyllamiC,altheoryforthesystemst,hat,Stagnantmotionandlongtimecorrelationexist)

8.佐藤友彦,渡連昇,大矢雅則 (T.Sato,N.Watana.bealldM.Ohya.)(東京理科大学)

｢スクイズ ドチャネルにおける情報伝送効率について｣(Onthee用ciencyoftheinformation

translnissionforsqueezedchannel)

9.木村元,湯浅一哉､今福健太郎 (G.Kimura,K.YuasaandK.Imafuku)(早稲田大学)

｢ミクロから導出されたマスター方程式に基づ く速いスピン緩和の解析｣(Rapiddecaying

spindyllamicsbasedonstochasticlimitapproach)

10.井上啓,大矢雅則 (KeilnoueandMasanoriOhya)(東京理科大学)

｢量子パイこね変換の半古典的性質とカオス尺度｣(SemiclassicalPropertiesandChaos

DegreefortlleQua･ntumBaker'sMap)

ll.際本泰士 (YasuhitoKiwa.moto)(京都大学)

｢非中性プラズマのもつ渦のダイナミックスの実験｣(ExperimentsonVortexDynamicsin
NonneutralPlasma)

12.山口尚秀 (YamaguchiTakahide)(筑波大学)

｢ジョセフソン接合配列における散逸による超伝導･絶縁体転移｣(Dissipation-DrivenSuper-

coIld11CtOr-InsulatorTransitiollinaJosephsonJunctionArray)
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