
量子場の数理とその周辺	 

Quantum Field and Related Topics 

 
RIMS 研究集会 

 
京都大学数理解析研究所の共同事業の一つとして, 下記のように研究集会を催しますので
ご案内申し上げます。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   研究代表	 	 新井	 朝雄（北大） 

研究副代表	 小嶋	 泉（京大数理研） 
研究副代表	 廣島	 文生（九大） 

 
記 

 
日時：2014年 10月 6日(月) 10時 30分‐10月 8日(水) 17時 05分 
場所：京都大学 数理解析研究所 111号室 (市バス	 農学部前または北白川	 下車) 
ホームページ : http://www2.math.kyushu-u.ac.jp/~hiroshima/kanreki.html 

	 

プログラム	 

10 月 6 日(月)	 	 

10：30‐11：20	 松澤	 泰道 (信州大)	  
         Weyl－von Neumannの定理の複雑さ	 	 	  	 
11：25‐12：15	 長谷部	 高広 (北大) 

B 型コクセター群に付随する Fock 空間	 

13：30‐14：20	 宮尾	 忠宏 (北大) 
電子-格電子-格子相互作用系における基底状態の性質についての性質について 
14：25‐15：15	 日高	 建 (九大) 
	 	 	 	  On the self-adjointness of semi-relativistic Pauli-Fierz Hamiltonians 
15：20‐16：10	 一瀬	 孝 (金沢)        
	 	 	 	  On Kato's inequality for the relativistic Schroedinger operators with magnetic  
          fields 
16：15‐17：05	 廣島	 文生（九大） 
	 	 	 	 	 Lieb-Thirring bound and time operator associated with Schroedinger operators 
 
 



 
10 月 7 日(火)	 	 

10：30‐11：20	 二口	 伸一郎 	 (北大) 
         Dynamics for non-symmetric Hamiltonians, and Gupta-Bleuler formalism for 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	  Dirac-Maxwell operator 
11：25‐12：15	 峯	 拓矢 (京都工繊大)	 	 	 	   
         Solvable models in the spheroidal coordinates 
13：30‐14：20	 谷島	 賢二 (学習院大)	  
         Hydrogen-like atoms in semi-classical electro-magnetic fields 
14：25‐15：15	 尾畑	 伸明 (東北大)          
         Transforms in quantum white noise calculus 
15：20‐16：10	 若山	 正人 (九大 IMI) 
        Quantum Rabi's model and non-commutative harmonic oscillators          
16：15‐17：05	 小嶋	 泉 (京大 RIMS) 
         Spacetime emergence, local gauge invariance, and Maxwell equation in                                                                                       
          categorical QFT 
 
10 月 8 日(水)	 	 

10：30‐11：20	 松井	 卓 (九大) 
        レゾルベント代数とボーズ粒子系の統計力学 
11：25‐12：15	 鹿野	 豊(分子科学研)	  
         Massless Dirac equation from fibonacci quantum walk 
13：30‐14：20	 西郷	 甲矢人 (長浜バイオ大) 
	 	 	 	 	 Algebraic probability and quantum-classical correspondence 
14：25‐15：15	 岡村	 和弥 (名大) 

Generalized quantum measurement and DHR-DR theory 
15：20‐16：10	 臼井	 耕太 (北大) 
	 	 	 	 	 Rigorous construction of time-ordered exponential operators and its applications 

to quantum field theory    
16：15‐17：05	 伊東	 恵一 (摂南大) 
	 	 	 	 	 Central limit theorem and renormalized group methods in some models in                                                                                                                              
          mathematical physics                                                                 	 	 	                                
 
※	 10月 7日の研究会終了後に新井朝雄先生の還暦祝賀会を開催します。ぜひご参加くだ
さい	 by 廣島 

もご参加ください。by 廣島 


