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（様式６） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 21 年  1 月  5 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  九州大学大学院理学研究院   

（ふりがな）      お   だ  がき   たかし 

職・氏 名    小 田 垣  孝     
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ フランス ）とのセミナー（振興会対応機関：  CNRS     ） 

 

 

2． セミナー名      ガラス性物理の最前線                           

 

 

3． 期   間  平成 ２０年 １１月 １９日 ～ 平成 ２０年 １１月 ２３日（ ５日間） 

 

 

4． 開 催 地     京都市 京都大学基礎物理学研究所パナソニックホール 

（都市名と会場名）                                             

 

5． 参加者数   日本側               ３８ 名 
（代表者を含む） 

相手国側               １３ 名    計 ５２ 名 
 

その他の国             １ 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（振興会により経費を負担された参加者に＊印を付けてください。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

*小田垣 孝 

*佐々 真一 

深尾 浩次 

*宮崎 州正 

*川村 光 

*吉野 元 

早川 尚男 

*大槻 道夫 

*片岡 幹雄 

 

宮下 精二 

*山室 修 

山本 量一 

*福島 孝治 

*波多野 恭弘 

*野嵜 龍介  

*佐々木 志剛 

*能川 知昭 

*田中 宗 

*中川 洋 

*岩田 真実 

*太田 洋輝 

*中西 真大 

*水口 朋子 

浴本 亨 

荒木 武昭 

*田中 肇 

小貫 明 

*古川 亮 

稲垣紫緒 

小松輝久 

*中川尚子 

中島千尋 

中島哲也 

川崎猛史 

鄭誠虎 

芝隼人 

和田 浩史 

*Paddy Royall 

九州大学・大学院理学研究院・教授 

東京大学・大学院総合文化研究科・准教授

立命館大学・理工学部・教授 

筑波大学・大学院数理物質科学研究科・准教授 

大阪大学・大学院理学研究科・教授 

大阪大学・大学院理学研究科・准教授 

京都大学・基礎物理学研究所・教授 

青山学院大学・理工学部・助教 

奈良先端科学技術大学院大学・物質創成科学研究科・

教授 

東京大学・大学院理学研究科・教授 

東京大学・物性研究所・准教授 

京都大学・大学院工学研究科・教授 

東京大学・大学院総合文化研究科・准教授

東京大学・地震研究所・特任助教 

北海道大学・大学院理学研究院・准教授 

東北大学・大学院工学研究科・助教 

東京大学・大学院工学系研究科・博士研究員 

東京大学・物性研究所・特任研究員 

日本原子力研究開発機構・研究員 

東京大学・大学院総合文化研究科・博士課程 

東京大学・大学院総合文化研究科・博士課程 

北海道大学・大学院理学院・博士課程 

九州大学・大学院理学府・博士課程 

九州大学・大学院理学府・博士課程 

京都大学・大学院理学研究科・准教授 

東京大学・生産技術研究所・教授 

京都大学・大学院理学研究科・教授 

東京大学・生産技術研究所・助教 

京都大学・大学院理学研究科・博士研究員

東京大学・大学院理学研究科・博士研究員

茨城大学・理学部・准教授 

東京大学・大学院総合文化研究科・博士課程 

東京大学・大学院総合文化研究科・博士課程 

東京大学・生産技術研究所・博士課程 

分子科学研究所・助教 

京都大学・大学院理学研究科・博士課程 

京都大学・基礎物理学研究所・助教 

東京大学・生産技術研究所・研究員 

統計力学・物性理論 

非平衡理論 

高分子物理学 

非平衡統計力学 

統計物理額 

物性基礎論 

非平衡物理 

非平衡物理学 

生物物理学 

 

統計力学・物性基礎論 

物性化学物理 

ソフトマターの計算物理 

統計物理・物性理論 

非平衡統計力学 

誘電物理学 

統計物理額 

非平衡統計力学 

統計物理学 

生物物理学 

非平衡物理 

非平衡物理 

誘電物理学 

物性理論 

物性理論 

非平衡統計物理学 

複雑系物理学 

非平衡統計物理学 

複雑系物理学 
非平衡系物理 

非平衡統計物理 

生物物理学 

統計力学 

統計力学 

複雑系物理 

統計力学 

非平衡系物理学 

統計物理学 

複雑系物理 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 ピエール・マリー・キュリー パリ第 6大学・教授・Leticia Cugliandolo 

 

(3) 相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付してください。また、振興会により経費を負担された参加者に

＊印を付けてください。） 

   

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 

Srikanth Sastry 
 

Jawaharlal Nehru Centre for Advanced 
Scientific Research・Dr（インド） 

 

統計力学 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

F. Affouard 
G. Biroli 

○L. Cugliandolo 
O. Dauchot 
S. Franz 
F. Krzakala 
D. L'Hote 
M. Peyrard 
M. Picco 
M. Rosinberg 
E. Vincent 
F. Zamponi 
L. Zdeborova 

LDSMM, Univ. de Lille・Charge de recherche
IPhT, CEA・Charge de recherche  
LPTHE, Universite Paris 6 and IUF・Professor
SPEC, CEA・Ingenieur CEA 
LPTMS, Universite Paris 11・Professor 
PCT, ESPCI・Assistant Professor 
SPC, CEA・Charge de recherche 
Ecole Normale Superieur de Lyon・Professor 
LPTHE Univ. Paris 6・Charge de recherche 
LPTMC, Universite Paris 6・Professor 
SPEC, CEA・Professor 
LPTENS, ENS・Charge de recherche 
Los Alamos National Laboratory・Dr 

生物物理学 

統計物理 

統計物理学 

非平衡統計物理 

統計物理学 

統計力学 

磁性体物理学 

生物物理学 

統計力学 

統計物理学 

統計力学 

統計物理 

統計物理 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・内容・成果等を簡潔に記載してください。） 

［目 的］ 

ガラス転移が発見されて８０年以上が経ち、近年ようやくその本質的な理解の糸口が見えてき

た。1980 年代にモード結合理論、1990 年代後半に自由エネルギーあるいはポテンシャルエネルギ

ーの多谷構造（ランドスケープと呼ばれる）に基づく理論が提案された。一方、スピングラスの

研究において、自由エネルギーランドスケープの多谷構造、レプリカ対称性の破れ、メモリー効

果、エイジング効果や有効温度など、一般の非平衡系にも適用される重要な基礎的概念が構築さ

れ、構造ガラスの研究とスピングラスの研究は、それぞれの分野で提案された概念の交換・共有

によって相補的に発展してきた。さらに、近年粉体やコロイド系で密度の増加に伴ってダイナミ

ックスが停止する現象を「ジャミング」という新しい概念を用いて統一的に理解する試みが行わ

れている。また、冷凍による食品保存や植物の休眠において、タンパク質やトレハロース水溶液

のガラス化が重要な役割をすることが予想されており、新たな応用へと発展することが期待され

ている。 

本セミナーは、これまでの日仏共同セミナーの成果を踏まえ、ガラスに関連する研究において世

界の最前線で活躍する日仏の研究者が議論を深め、ガラス的性質を示す系の最近の研究成果に関す

る情報交換とそれを踏まえた現代的課題について討議を行い、さらなる発展を目指すとともに若手

研究者の国際的感覚の涵養の場とする。 

［内 容］ 

ガラス形成物質、スピングラスおよび微粒子系やコロイドのジャミングを中心とした最近の研究

成果について３３件の口頭発表、若手研究者による１４件のポスター発表があった。モード結合理

論による動的不均一性、多孔性媒質中の液体のダイナミックスおよび粉体のジャミング転移の研究

報告や、モード結合理論を拡張するための試みが報告された。また、動的不均一性と静的構造との

関係や分子のジャンプ運動の重要さが示された。自由エネルギーランドスケープによるガラス転移

やタンパク質の構造転移の記述が報告された。スピングラスに関しては、カイラル対称性の重要さ

や、スーパースピングラスの記憶効果・若返り効果などが議論された。構造ガラスにおける記憶効

果、温度―密度―シアーの空間におけるガラス転移とジャミングの統一的理解や量子スピングラス、

束縛水の液相―液相転移、タンパク質―糖―水系などに関する研究が報告された。 

なお当日の講演内容は以下のホームページで閲覧できる。 

http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~nichifut/ 

［成 果］ 

研究発表はいずれも極めて質の高いものであり、議論も活発に行われ、最新の研究成果の情報交換

が行われる共に、モード結合理論とトラップモデルとの融合可能性、スピングラスのカイラル対称

性と構造ガラスにおけるフラストレーションの関係、動的不均一性とランドスケープとの関係、シ

アーのある系のランドスケープによる記述、ジャミングとガラス転移の統一的な理解、生体物質の

ガラス化と構造転移などが新しい課題として認識された。若手研究者の発表においても活発な討論

が行われ、レセプションなどによる会話を含めて若手研究者の国際的感覚の涵養に貢献できた。 

なお、本セミナーは京都大学基礎物理学研究所の国際研究集会として開催され、同研究所に講演

会場、ポスター会場を提供していただくと共に、同研究所スタッフから多大な事務的支援を得た。 


