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量子力学とカオス
ー基礎的問題からナノサイエンスまで-

日時 :2003年 11月12日(水)～ 14日(金)

場所 :京都大学基礎物理学研究所

研究会報告

ケルヴィン卿の講演に端を発したエルゴード仮説をめぐる19世紀の暗雲を取り除くため

に､カオスを示す非可積分ビリア-ド内のボールの複雑な非線形動力学の統計力学的考察

が､20世紀の100年間にわたって展開されてきた｡その中で典型的なものは､スタジアム

とシナイピリア-ドである｡スタジアムは長方形の両側に一対の半円を取り付けたもので､

どリア-ドボールは凹状の壁の内側をカオス運動する｡シナイピリア-ドは丸い障害物を規

則的あるいは不規則に配置したもので､どリア-ドボールは凸状の壁の外側をカオス運動

する｡どリア-ドボールの運動は､初期条件がほんのわずか違うだけでその後の経路がまっ

たく異なってしまうのでカオス的であり､エルゴード性を示す｡つまり､カオスを示すどリ

ア-ドは､ケルヴィン卿の言う暗雲を取り除き､統計力学の基礎を証明する重要な舞台と

なっている｡1990年代に入ると､ナノテクノロジーをもちいて､半導体のヘテロ接合界面を

加工し､量子ビリア-ドもしくは量子ドットと言うサブミクロンスケール以下のピリア-ド

を作製することが可能になった｡こうして､ナノスケールの構造の電子デバイスを用いて､

量子カオスを実験的に捉えることが活発になり､皇子輸送に関する基礎理論の確立が求めら

れている｡他方､分子科学の分野では､多次元配位空間を舞台にした分子反応の動力学に関

して息の長い研究が続けられている｡そこでは高次元カオスの半古典理論やカオス的トンネ

リングの研究が主題となっている｡更に､核理論はもちろん､場の理論や宇宙論においても

量子カオスの研究が始まっている｡従って､物性物理､分子科学､統計力学､核理論､場の

理論などの諸分野でこれまでばらばらに行なわれていた量子カオス関連分野の研究者が集ま

り､今後の研究の発展の契機を探ることは極めて意義深い｡このような認識の下に､我々は

昨年に引き続き､基礎物理学研究所短期研究会 ｢量子力学とカオス:基礎的問題からナノサ

イエンスまで｣(2003年11月12日～14日)を開催し､量子カオスの個別的分野の従来の研

究を､普遍性を追求する立場から幅広く組織して議論を深めることを試みた｡具体的なテ-
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研究会報告

マとして以下の内容を含む:

1.量子力学とカオスのボーダーにおける基礎的問題

2.ナノサイエンスにおける量子カオスの最近の話題

3.分子科学､核理論における量子カオスと半古典理論

4.カオス ･皇子カオスと平衡 ･非平衡統計力学

5.場の理論および宇宙論における皇子カオス

6.数学的および数理科学的考察

本研究会は､上述したように､前年度に続く第二回目となる｡前回と比較して次のような

発展があった｡

1.研究交流の場を広げるため､ポスター発表の場を設け､口頭講演は招待講演のみとし

た｡口頭講演29件､ポスター講演28件であった｡ポスター講演では､大学院生を含

む若い研究者の活発な交流があった｡

2.外国からの自発的な参加者が 10名もあり､その方々にも講演をお願いした｡そのた

め､口頭講演は全て英語によって行うこととした｡本書は､基本として日本語で記述

されているが､外国人による論文は英語で記録されている｡

以上の事情を受けて､研究会への参加者数は登録された人だけでも103名を越え､組織委

員の予定を越えて大きな規模の研究会になった｡組織委員会では､｢物性研究｣には全ての

発表者から原稿を掲載することに決めたが､紙数制限のため､口頭講演には4ページ､ポス

ター講演には2ページ分のスペースしか提供できなかった｡執筆者と読者の皆様には､深い

記述には不十分であることをお詫びしたい｡しかし､一方､現時点におけるわが国のカオス

研究の一端を鳥撤するのには適切な記録ができたものと信ずる｡より深く詳細な知見は､興

味ある地点に下りてきていただき､ご自分の目の高さで探求していただくことを切望する｡

本研究会は､活発な質疑応答が続き､またユニークな発表が多く､分野を越えて議論する

ことのスリルと興奮を味わうことができる貴重な機会となった｡

組織委員 中村勝弘 (大阪市大),高塚和夫 (東大),大場一郎 (早大)
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｢量子力学とカオス ー基礎的問題からナノサイエンスまで-｣

京大基研短期研究会 ｢量子力学とカオス:基蕗的問題からナノサイエンスまで｣

日時 2003年 11月 12日(水)～14日(金)

場所 京都大学基礎物理学研究所

1)量子力学とカオスのボーダーにおける基礎的問題

QuantumChaosinGenericSystems

･･････(CenterforAppliedMathematicsandTheoreticalPhysics,UniversityofMaribor)MarkoRobnik

量子KAMトーラスについて･- ･-･･-(東京都立大学大学院理学研究科物理)斎藤 晩 入揮 学,川口 弘

連続測定に起因する量子カオス- ･-･- ･･---- -- ･-- ･(筑波大学図書館情報学系)鎮目 浩輔

(Los瓜amos研)S.Habib

(G雌th大学)K.Jacobs

巨視的量子ダイナミクスにおける非線形項の効果･- - ･･････(大阪市立大学大学紅 学研究科)中村 勝弘

QuantizationofOpenSystemBasedonQuantum StateDifRISionH

･(DepartmentofPhysics,WasedaUniversity)IchiroOhba,YukihiroOta

カオス的なマクロ量子系における揺らぎ,相関,エンタングルメント- -(京都大学基礎物理学研究所)杉田 歩

(東京大学大学院総合文化研究科)清水 明

量子多成分系における時間領域の半古典論････- (東京都立大学大学院理学研究科物理学専攻)田中 篤司

量子ゼノン効果と空間的に離れた装置による非直接測定･･- -･-(東北大学大学院理学研究科)堀田 昌寛

巨視的波束の2重スリット通過のダイナミクス- ･-･････-(大阪市立大学工学研究科)中国 直史,中村 勝弘

NodaldomainsofanhTegularoscnlator･･･････････- ･･･････････(京都光華女子大学短期大学部)相場 浩和

(東京都立大学大学院理学研究科)鈴木 徹

トンネル空間におけるカオス-･- ･---･･-･-･-･･-(東京大学総合文化研究科)牛山 浩,高塚 和夫

2)ナノサイエンスにおける量子カオスの最近の話題

マイクロスタジアムレーザ-･･･- -- - - -- ･---(ATR適応コミュニケーション研究所)原山 卓久

C6｡~イオンにおけるバイブロニック問題-- - -- ･- ･- (千葉大学自然科学研究科)原 朗,夏目 雄平

BECにおけるダイナミカルトンネリング ー相空間構造と非線形項の効果-

-- - --- -- ･-･- - --- ･･- -(大阪市立大学工学部)阪口 洋好,中村 勝弘

Un卜dh tionaltransportinb山ards

････････(PhysicsDepartment,FacukyofMathematicsandPhysics,UniversityofLjublbna,Slovenia)

一次元Mott絶縁体の非線形輸送

3)分子科学､核理論における量子カオスと半古典理論

高励起振動状態の分子のダイナミックスとカオス

量子のガラスと古典のガラス

MartinHorvatandTomazftosen

･･---(東京大学理学部)岡 隆史

(奈良女子大学理学部)戸田 幹人

(東京大学大学院総合文化研究科)寺本 央,高塚 和夫
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研究会報告

非断熱系のカオス･･･････- - ･･････････- ･- ･････････(東京大学大学院総合二田ヒ研究科)高塚 和夫

モノドロミ-を用いた非断熱遷移の解析的計算- - - ･- ･- ･- (大阪市立大学工学研究科)加藤 岳生

計oductJahn-Teller系における光吸収スペクトル

- ･･･- -･･-･･- ････(千葉大学大学院自然科学研究科理化学専攻)杉下 信也,夏目 雄平

交換相互作用を介して非線形格子振動と量子スピンが結合した系のダイナミクス

--- - ･･･- -･- - ･･････- ･- - (千葉大学自然科学研究科)山崎久嗣,夏目 雄平

(大阪市立大学工学研究科)寺井 章,中村 勝弘

複素半古典論と多次元障壁トンネル効果･･･--･･--･-･･--････(九州工業大学情報工学部)高橋 公也

(立命館大学理工学部)池田 研介

振幅項がない擬相関関数によるカオスの半古典量子化-･(東京大学総合文化研究科)堀田 浩司,高塚 和夫

クーロン系カオスの半古典量子化･- ･･････- ････(東京大学大学院総合文化研究科)高楠 聡,高塚 和夫

量子力学的拡散をとり込んだ半古典論- ････-･･-･-･･-･--- (東京大学総合文化研究科)八木 直治

強磁場中における亜酸化銅光吸収スペクトルの温度依存性と量子カオス･- (物質･材料研究機構)瀬山 美穂

量子XXZスピン鎖の準位間隔分布における予想外の振る舞い-･･･-(お茶の水女子大学理学部)出口 哲生

(お茶の水女子大学人間文化石弼拓科)工藤 和恵

ランダム磁場中の量子XXZスピン鎖の準位統計-･･- ･--(お茶の水女子大学人間文化研究科)工藤 和恵

(お茶の水女子大学理学部)出口 哲生

MuhidimensionalFriedrichsモデルの長時間挙動･･- -･････(早稲田大学理工学総合研究センター)宮本 学

4)カオス ･量子カオスと平衡 ･非平衡統計力学

カオス･乱流-の統計力学的アプローチ･･- ･- --･･- - ･- ･- ･････-(九州大学名誉教陵)森 肇

量子カオス系の有効場理論とアンサンブル平均･-･---･---･･--･･･(筑波大学物理学系)谷口 伸彦

統計力学の基藤:カオス性と大自由度性の観点から･････-･･(東京大学大学院総合文化研究科)佐々 真一

中心極限定理から見た保存系のカオス･･- ･･-･･-･････(日本大学理工学部･量子科学研究所)島田 -平

FluctuationTheoremの量子補正･････- - ･･･････････････(早稲田大学理工学部)門内 隆明,田崎 秀一

5)場の理論および宇宙論における量子カオス

ボーズ･アインシュタイン凝縮と宇宙の暗黒エネルギー&物質 一宇宙のマクロ量子構造-

- - ･･- ･- - -･- ･------･-- ･･･(お茶の水女子大学理学部物理)森川 雅博

TheQCDvacuum asadisorderedmedium:Asimp比edmodelfortheQCDDkacoperator

･･･-･･･- (LaboratoiredePhysiqueTueoriqueetModelesStatistiques,UniversiteParis-Sud)

AntonloM.GarciaTGarcia

(PhysicsDepartment,UniversityofUtah)JamesC.Osbom

特異連続スペクトルをもつFriedrichsモデル- ･･････- - ･(早稲田大学理工学部)藤吉 正人 田崎 秀一
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｢量子力学とカオス ー基礎的問題からナノサイエンスまで-｣

¢ 数理科学的考察 ･量子情報理論､生物学

不均衡進化理論とカオスの縁 ((樵)ネオ･モルガン研究所,第一製薬(秩))古滞 満

((樵)ネオ･モルガン研究所)青木 和博

GlobalandLocalAspectsofExceptionalPoints

- ･･････････････(DepartmentofPhysics,UniversityofStellenbosch,SouthA飢ca)W.DieterHeiss

GeometricPhaseandClassical-Quantum Correspondence

-････- ･･- ･･･････････(DepartmentofPhysics,GeorgeMasonUrdversity)IndubalaI.Satib

(TheInstituteofMathematicalSciences,India)RadhaBalakriShnan

FasterthanLyapunovdecaysofclassicalLosch山血echo

･････- ･････- (PhysicsDepartment,ドMF,UniversityofLjublbna,Sloveina&CenterforAppHed

MathematicsandTeoreticalPhysics,UniversityofMaribor,Slovenia)GregorVeble

(PhysicsDepartment,FMF,UniversityofLjublbna,Slovenia)TomazProsen

DynamicsandphasespacestructureofHamiltonlansystemswithmanydegreesof&eedom

･････････････････････.･･････････････････(Dept･ofPhys･･NagoyaUniversity)TetsuroKonishi

区分線形間欠性カオス写像のRueue共鳴と輸送現象- ･- ･- - - ･- (早稲田大学理工学部)田崎秀一

(ブリュッセル自由大学)PierreGaspard

ANewInterpretationonScarsofShortPeriodicOrbits-AninterferenceEqectinSemiclassicalReglme一

･････- ･-- ･-- ･･- ･(GraduateSchoolofA托sandSciences,TheUniversityofTokyo)

AgungBudiyono,KazuoTakatsuka

Quantum 丘delitydecayofclassicallyintegrabledym amicswithvanishingtimeaveragedperturbation

- ･･･-(PhysicsDepartment,FacultyofMathematicsandPhysics,UniversityofIJjub血 la,Slovenia)

TomazftosenandMarkoZnldaric

GOE型量子準位統計を持つ一次元保存系･･･････(成険大学工学部物理情報工学科)富谷 光良,坂本 昇一

(埼玉大学理学部物理学科)吉永 尚孝

パラメターを含む量子カオス系における非交差間隔分布･･･- -- ･(東京大学工学部)町田 学,斎藤 圭司

biluard系に於ける周期軌道の統計性

-･･･-････- ･･(名古屋大学大仰 研究科物質理学専攻(物理系))浅水屋 剛,小西 哲郎

古典ハミルトン系におけるゆらぎの統計性 一局所リヤプノフ指数のゆらぎー

- ･･- ･･(日本大学大学琵理工学研究科,*日本大学量子科学研究所)今井 邦俊,*島田 -平

2次元N=1SupersymmetryにおけるSolitonの質量の関係･････- (茨城大学大学完理工学研究科)鬼沢 重行

シンプレクティツクマップに対する特異摂動法･- ････････-･･････(京都大学情報学数理工学)後藤 振一郎

角があるビリヤードの境界要素法について- ･- ･-- ･(東京都立大学理学研究科)岡田 雄一郎,首藤 啓

(ATR環境適応通信研究所)原山 卓久

(早稲田大学理工学部)田崎 秀一
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