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研究会報告

非平衡定常状態の非線形応答関数の普遍的性質

東京大学大学院議合丈化研究科広域科学専攻相関基礎科学系 請求明 1

東北大学冨捺高等研究教育機構 弓削達部2

1 はじめに

よく知られているように、平穂状態に~5Jい外場をかけたときの 1 次の正、答を記述する、平衡状

態の線形応答関数には、}玄範菌の系で或り立つ普遍的な性質がある [1ぅ 2]0隷形非平禽統計力学の

主要な結果は、全てこれらから導けるので、久保が言っているように、これらはまさに、穣形弄

平衡統計力学の核心である。

しかし、これらの普遍的な性質は、非平護状態に弱い外場をかけたときの 1次の応答を記述す

る、非平接言状欝(J)隷形応答関数では、一般には失われるであろうことも、知ちれて、あるいは予想

されていた。しかし、本当に全ての性葉が破提するのかどうか(一部は生き残るのか)とか、破

綻したとしても、拡張した形では成り立つので;まないか、等の、謀本的で重要な問の答えは、長

い間分からないままであった。

我々は最近、この根本的な開に苓えることに或功した [3~ 4， 5J。すなわち、平禽J決議の諒形庄、答

関数の普遍的性賞のうちの一部辻、非平衡定常状器 (NESS)に弱い外場をかけたときの 1次の応

答を記述する、非平衡定嘗状態の線形JiD筈関数でも、そのまま、あるいは、拡張した形で、やは

り普遍的に成り立つことを見いだした。

我々はさらに、これらの結果を、非平欝定常状態に言語い外場をかけ士ときの 2次以上の応答を

記述する、非平梅定常状態の非綾形Ji0害関数にまで拡張することに成功した [6]0本稿で辻、これ

について概略を説明するく詳しく辻、文献 [6]を参照されたい)。特に重要ごと結果は、護数の独立

な実験結果に対する予言である、ti5答関数の総:和票日と漸近的振舞いである。

2 状況設定と応答関数の定義

ポンプ場F(着目系を非平欝定常状惑に駆動する外場)に加えて時開iこ設存する弱いプローブ

場h(t)ラ!2(時，'" ，fm(t) (三 fワ))を t三toで着目系に掛けた状況を考える。ただし、 tin< to三

tく toutであるく[tinぅ主out]はプロープ場がない場合に着ヨ系が定常状態になっている時間領域)。

プロープ場の数m は任意でよい。

1 E-mail: shmz@ASone.c.u-tokyo.ac.jp 
2E-mail: yuge@m.tohoku.ac.jp 
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NESSのJ(りに対する応答、特に着目系のマクロ変数Aに関する正、苓

ムA(t)三 (A)T+f-(A)Fラ (1) 

について考える o NESSがプロ)ブ場に対して安定であるとすると、ムA(のは fのベキ (Fのベキ

ではない)に畏開できる:ムA(t)= A(l)与)+A間的+・….このとき、 η 次の応答辻現象論的に

以内t)=占主主Ldtld叫

と表せる o NESSのn次の応答関数 (t(n)Fは上式と毘果律

争21Tα托 (71， . • • ，7n) = 0 if either one ofちうs<Oぅ (3) 

そして、《1ιn(711 ・・ 1η)はα171ぅ . ，Ctn7nの入れ換えに対して不変であるという(在意性を

耳立ち除くための)要求によって定義される。

実験ではプロープ場の時間依存性を正弦波的なものにすることが多い;

ん(t)= j;);e一向t+ι戸 ωOtt 乞 j:; e-io-叫

ただし、 (j;;)*ニ j;);.このとき、 n次応答は式 (2)よ号、

ムA(川

σ=士1

(4) 

となる。ここで、三(nげはがn)FのFourier変換である;

r+∞ f十∞
三忠弘(σ的 l'. . . ，内ω叫 =I d;~ ・Id;~ 争~~~~an(71， . • . ，九)eiI:j=lσjWOtjTj. (6) 

.1-00 .1-00 

3 r普遍的性質Jtこは 2種類ある

三(n)Fの f普遍貯性質jには、次の 2種類があることを認識することは重要である。

(i) Proper七iesof Fourier transforms of ever空白usalfunctions (白色 e.g・ぅ [7])

これは、三伊)F~二特設的全性質は何ら含んでいないので、非平欝統計力学として興味がある

情報は含んでいない。これに分類されるのは、国果脅だけから導ける dispersionrelations 

-=:(n)F {/>".I.， .-T~/.' . . .  ，-y- 1.' ¥ _ -i {∞ ? 官加)F f..1 
〕 α1h(σlぬ 1，0"2ωα2ヲ・・ぅ内地n)=-l f }判的(ω ，0"2ぬ 2，・ 1 向山n)dIvJ，'

7r J-∞ W'ー σ1W，α1
(7) 

(この実部と車部をとると、見'慣れた形になる)や、いわゆる Imoment sum rulesJ 3があ

る。それでも前者はときには有現であるが、読者は、たとえばη=1の場合の最低次では、

le三F(ω)a~ = limωImSF(ω)=κ: indep't of ω. に i (8) 

3残念ながら呼び名は様々であるので、ここではこう呼んでおく。
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のような関係式であるが、「定数jと君、する κ辻、 ωに依存しないという以外には、持も分

からない。倒えば、非平禽統計力学として最も興味があるのは、 κが非平衡度でどのように

変わるか(あるいは変わらないのか)であるが、それに辻全く苓えられをい。

(ii) Universal properties speci五cto三(叫F

これこそが、非平衡統計方学として最も興味がある対象である。それは、必然的に、ミクロ

会物理学と結びっしその結果、椀えば、上記の Imoment sum ruleJの未知の「定数jκ

の鐘をきちんと与え、それが非平禽度とどう関保するかも明らかにすることができる。

本稿で論ずるの辻、もちろん (ii)のタイプである。

4 結果

一つ自の((ii)のタイプの)普遍的性質は次式で表される ReS(n)Fに立せする総和郎で為る;

1:￥f∞包 Reft(σ1ω1M)=2L〈bx B1)F 的つcπ ~a1"'an う ラ ロ (ifi)η¥αn  α 

これは NESSが安定であればどんなに強い Fであっても或吋立つG また、任意の σ1，.・ 1ση で成

り立つ。ここで、(・)F三 Tr(，oF .りま着E系の NESSにおける顛待値を表す。

また、 Im三件)F，こ対する総和則も成り立つ;

1:キimj(Hf千)叫~~~an((J1W1ぅ ，(JnWn)一帯(白州)F!
I ¥k (手j) 司∞/ ¥ u， V} • i I 

=-5L(BJ ・ 5α/O)X ・ Êa~Â>(涜)17.¥-an -Uj¥-; -a1--/ 、l'
'

Aυ 
噌

2
4

J
'
F
E

・、、

これも (NESSが安定であれば)どんなに強いFであっても成り立つ。また、在意のj(= 1うえ..毛ラ叫

およびσ1，・・・ぅση で成与立つ。

さらに、上記の続耳目則から次のように三(時Ftこ対する漸近的蚕舞いも得られる。 ReS(nげは式(9)

の種分が収束するためには大きなωl，W2，".で十分速く減衰しなければならない。また、 1m三(η)F

は式 (10)の積分が収束するためには大きな均(j= 1，2，"ーぅn)で

lill1 ~ Wj ( n (OO主主ihrh(ml  σω)-ii〈bx N 間
的→∞ 31A)ん πf ラ ?…一句 (ifi)n¥ α九

α1...(.1./ 

のような振舞いを示さなければならない。これも (NESSが安主であれば)どん立に強いFであっ

ても成り立つ。また、在意の j(=1，2，・・・ ，n)およびσ1f・1σ17.で成り立つ。

5 意味・意義・応用

上記の総和由は争(π)Fの 'Tj→十Oに関する予言というより、(ある宥限区聞の)多くの振動数

ω におけるさn)Fに関する予言と見るべきである c というの辻、前者(プロープをかけた直後の応

答)を実験的に溺定することは非常に難しいが、後者の測定は容易だからである c
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また、託ミ和賞。や斯近的振舞いは着巨系(およびその境界)の物理量のみ(つまり、 A，Ealゾ・・うi主的う。F および長αj(0)) を含んだものになっている c この中で長F 以外の演算子は既知のものなので、

関係式に現れるこれら演算子の組合せの非平禽状態での期待檀辻実験的に容易に測定できる。例

えば、(えご BJA)Fはむ えとAという物理量(後で見るようにこれ辻多くの場合簡単

な物理量になる)をプロープ場を掛けてい幸いときの珂ESSで測れぜ求まる。一方、三仰げは様々

な振動数のプ口ーブ場 f(t)を掛けたときの応答を灘定すれば求まる。従って、これらの普遍的関

係式に現れる全ての項は実験的に容易に溺れるものである。また、こ乱らの関係式iま護教の独立

した実験{例えば、プロープ場島り/なしでの実験〉に対する予言となっている。

典型的な例として、 Aが運動量(もしく辻位量)の lA次の多項式であり、 Eaj(j = 1，-' .n)が

位置(もしくは運動量)の lB 次の多項式である場合を考える。このとき、 84 ・・・ Êa~Â ，土佐量

と運動量の [(lB-2)n + lA]次の多項式になる G 持に lB= 1のときは、高次のれになるはど多項

式の次数は小さくなり、 η >lAではゼロになる。よって、台 =1のとき、式 (9)の総和の葡と式

(11)の漸近値誌 η 三lAでは Fに最存しない、という(鷺くべき)結論を碍る。

これらの結果は熱浴等の環境を含んだ巨大な Hmiltonian系を吊い、着呂系の NESSの安定性の

みを仮定して得られたものである{結果は着目系の物理量のみの関の関採式になっているん(環

境等の自由度を縞約するなどしたとき)着目系の運動は確率過程などの non-Hamiltonianモデル

で記述されることがあるが、そのような場合でも全系として(環境等の畠岳震をあらわに或り込

んで)十分大きな系を取ればHamiltonian系として記述できる。よって、我々の結果の適用範冨

誌非営に広範囲にわたるもので島り、電気{云導体、光学物質、磁性体などに、しかもたとえそれ

らが強いエネルギ一散逸を起こす環境に遭っていたとしても、適用できる c 従って、(平衡状聾の

応答関数の普遍的性震が韓形非平横領域の物理のの基護となった [2]のと同様に)これらの結果は

NESSに関する非糠形統計力学・凝縮系物理学の基礎となり得るものである c

実験的には、本穣の結果は、三〈η)Fを広い周譲数範囲にわたって測定することで検証できる。あ

るいは、 n=lの場合について Ref.[同3司iで
証することもでで、きる O

還に、本稿の結果と照らし合わせることによって、実験や理論計算の結集の正誤をチェックする

こともできる。これはちょうど、電荷保存民を溝たしているかどうかで実験や理論計算の結果の

正誤をチェックするのと再様である。

さらに、 Eq.(9)の右辺の値を知りたいときに、それを左辺の寵を測ることで知ることもできる。

これは、右辺の量が、重要だが直接潤定が難しいような物理量であるときに、特に有効な手段で

あ号、椙互作用の強い非自明な系の探索に有用である [8]0

最後に:本稿および文献 [3ラ 4ヲ 5]では、静自守なポンプにより駆動されている定常な非平禽状態

(NESS)を考え、そこに動的会プロープを加えたときの応答関数の普遍的性質を論じた。最近我々

辻、これらの結果を、動的なポンプにより駆動されている時開変化する非手衛状態、に拡張し、そこ

に動的なプロープを加えたときの応答関数の普遍的性質を導くことにも成功した向。これにより、

非議形光学の典型的な実験などにも適用できるような、さらに応用範西が広い理論が講築できたO
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