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主要研究テーマ
（１） 乱れた系の構造と物性のシミュレーション

（２） 金属・高分子等の各種モデルを用いたシミュレーション

（担当：荒井教授）

（担当：荒井教授）

● 多体ランダムウォークに関する研究

● 液体やガラスのエントロピーに関する研究

● reverse Monte Carlo法による
いろいろな物質の構造モデル

 

液体Na85Cs15中のCsの複雑構造モデル

Cs Na超臨界水銀、液体Se、薄膜材料など

● 連成振動子のエントロピーに関する研究

自由度２の連成振動子の確率分布



（３） プラズマ応用に関する研究
（担当：明石准教授）

（担当：吉永講師）

写真はキセノンガスを用いた誘電体バリア放電

ここをクリックで大気圧誘電体バリア放電のア
ニメーション

（４） 放電基礎に関する研究

現在、環境保護・宇宙・生物・医療分野など様々な分野への応用
が期待されている大気圧誘電体バリア放電プラズマ。しかし、この
プラズマの本質的な性質は明らかになっていない。そこでコン
ピュータシミュレーションにより電子の動き等のミクロな面からから
様々な性質を明らかにする。また、非常に測定が難しい誘電体バ
リア放電における気相-液相（固相）界面反応等がどのようにプラ

ズマに作用するのかをコンピュータシミュレーションによって明ら
かにする。

● 絶縁破壊時の二次電子放出に関する研究

● 気体中の電子の輸送に関する研究
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１０． 「ソフトコア流体の融解に伴う２体相関エントロピー変化」 ○表毅、荒井 隆、日本物理学会 ２００７年春
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