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i. 誇義 ノー ト

｢最 近 の 統 計 力 学 ｣

久 保 亮 五

統計 力学がmicro なもの｣からmacrO な観測への橋渡 しをす るものであると ､

すれ ばそれが役割をはたす範囲は広 い｡

統計力学の歴史はBoltzmarm , LAaxwe11以来既 に 100年になるが-,第二次大

磯前後 までのほ熱平衡状態の統計力学 は Ciibbsのわ く組みの上に･うまでのって

量子統計 力学が 出来上 り (Tolman･Fowler'FoWler-G-u_Sgenheim の教

科書にみ られる様に) それ とは別 の流れとして gaskineticBが存在すると

い う状況 であった｡ そして平衡状態 の統計 力学と同程度に一般 性をも?非平衡

状感の統計力学 をつ くり上 げ る ことの必資 性が意識 され ていた.

戦後､多体問題の流れ としてPlasma理論等を葵磯 として field.theorecti-

caユな方法の応用が さかんになっ てきたが､ これ と統計力学 の流れ とが 合わ さ

ったのは 10 年程前の ことに なる｡

統計力学 の基礎付 けとい う問題に なると故然 として未 解決の点が多 いa

以下 で は現在 どの様な ことが問題になっているか と既 威してみるO

工 Equilibriun の統計力学

tl) Ergode theory

ergode theory とい うのは. ergodicity,即ち もimeav崇rage- en-

sembleaverageを証明する ことで あるO 数学的な ergode 恕leOryは

Yon Neumam ,Birkoff,Koopman,上転imos などに よ り展 開 された

Birkoff に よるとergOdicity は metricaユ ind･eco王将OSabilityと

equivalent であるo metrical indeco皿pOSabilityとはpb･ase

space が 2っ以上 の invariant subBpaCeに分け られないとい う事であ

るc 数学的な ergode theoryはmeaSure をoonServeす る-鹿的な運動
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講 義 ノー ト1

につ いて これ を証 明する申であ るが､ それは余 りに一般的す ぎて現状で は物理

に役立 たないO上 の 皿etrical indecoI箪OBabiliもyにつ いても実際の力学

系についてこれを証明することは困車である｡ (ソ連の シーナイは最近 rigid

BPheregasの systenが 皿etricallyin deco皿pOSableであ る事 を証明

した 由で ある｡)

所で我 々が観測す るpやySicalquantity やとり扱 うBySもem'は極め て樽殊

なものに限 られ てい るO観測する量についていえ ばそれは多 くの場 合 Bum fu-

ncもion 写f(pitⅩi),茅f触 xi･鱒 )で あ{}･ また S･yBtemは普通 同義 の1

粒子 の集 ま｡であって対避 睦が高いO この様 な樽殊睦の上 に立っ た erg｡de
■｣

theorem の証明が必宴であるQ

例えばEhinchinは < G(o)G一周 > が漸近的に d.ecay す る時にはC=まergode

theorem を満す事 を証魂してい るO

またergode th串Orem を証明しようとすれ ば平衡 状態 の性質だけでな く平衡

状態への接 近tZ)はや さも問題になるわけだが､ これ は非平衡状態の準 計力学 と

密接に幽孫 しているO

軍状の まとめとしてGopenhagen の会議におけるFarqubar{73言葉 を引用し

ようo r数学的 ergode theoryは physical solution とし七は不十分 で

あるQ限 定 したphysical system について甜 gOdicityを示す事が必要で

ある｡興 味あ る結果がえ られ てはいるが物理としては不 満足で ある｣

例えば一つの問題 として clasBicaエ_とqq過 払1 と本質的 な違 い豪 卑るのか

Jよいのか､あ るとす ればどう違 うのか とい ラ重た 対す る答がほ しいo (参考書

=∴E･Farquhar..敢宮o且i-C~℃hepory in Statistical Mechanics.

工nterscience 1964)

伺 宜Ⅹisもence､of ther皿Od.ynanicl最 近七十

EquivalぽlCeOf盛iffe宮enも enBeiゴmes

existenceofthetr皿Odyr故nic li･mi七一と は N/V-n- finite,汁 - 3

Ⅴ→卯とい うIimi切.ミ存在す るかとい う問題であるoJnon inもeracもing

sysもemでは鴎 ちかであ るが,相互 作用のあるとき事故 L･では これ が存在 し

-ない事は確かである-0,う壕近二体力､ classicalに限っ て研究が進んでいるO
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(Ma乞ur,Ruellle.Fish蒜/等たとえゝばDL.Ruelle,Lectures in二転 e一

〇retical PhysicsUniv･ofColoradoγolVl, 1963-pp 93-~を

見 よ) このユimit の存在のための十分案件 としてpotenもialに次の条件が

っけられ るC①底かあることO (Stability)ー②､lnteractionが適当に離

長㌦ れたところではpoSiもiveになら'ない (BtrO甲 もenpering)或 い は posト
i

もiveになってもよいか-訂F言一 ( Cは小さい正ぬ数)以下であること (weak
γ

七emperin由Q

例えば_Fisherは i) potentialp(r)さ等汀 (T-0)

且) 回 く お (r一 句 血) 耐 ≧ -WO- が

潤 されているとき もhertnodynamiclimitが存在すること葱証明 uてい る.

limitの存在 のみでな くユimitと後分演算の交換が可能か どうかとい う更に

難 しい問題 もある｡

･･LiJ equivalenceofdifferent ensemblesとは例えばmicrocanonical

ensembleと canOnicalensembleが equivalenも になる尭暦二項条件は

何か とい う問題がある｡ phase-change の場合には この間題は簡単でない.

microcanonical ensembleでは ehe.Tgyの fユuctuationは許されない

が ､ canonical ensembleでは pha∈;e changeの場合 fluc七uation が

大 き くなる｡

また もhermod.y亘a皿iclimitの存在に関係 して.極限をとらず最初か ら

N--のIsySもemを扱お うという試みがあるQ (Verboven,Winnink)

'Araki-Wood の tieユd 地eory 由労蔭 を応用したものだが､どの様な意味

があるかは現在のところわか らない｡

(3) ConvQrgence Of.expansion

これはvirial展開､ fu塵紙 i一七享展開等の収敵 性申問題であるo fugacity展

開につ いては､パ ラメ-ダが小 さいときは収赦す るノことが証 明出来るが､発散

の性質 を数学的に吟味することは容易ではないO圭玉sing,一月erSi‡ユberg モ デ

ルでは収敵性或いはsingulari′tyの性質はP･ad-i;approximantの方乾など

で相当 よ･くしらぺてはいるが敢密な証明は庭めて限 られ た場合だけであるO
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Yvon-良⊃rか Qreen, 式ユr'kaood な どに より分布函数に対する積分方程式や

hierachyを車ててと く事が行われ てきた｡ その近似解と~して 3体 の分布函数

を2体分布函数の歯車近似すれば (superposition a由 ro女imaもion)2体

分布函数についてと七 た境分方程式が得 られる｡ また これ とは多少もがった近

似 としてhypernetted血ain,-PercuBIYevick eq な どがあるo 最近 に

は有限個の粒子系に おいてモンテカル ロ法 等で数値的に.radiaユ distrihu-

tion,fun ctiorl を計算してい巧 が･ これは上の ような近似法の構度 を しら

ぺ るのに役立っ ているO (参考書 :S･A･RiceandP･a-Tar , m e Stab

七istical五由chanics∴ofSi毎 IeLiquidB,､‡n七erScience,-1965)･

(5) Longrange inもeraction ー:plasma

highdensity linit の様 な極限に対 しては厳密解が知 られヱいるがそ う

でない場合_∵clasBical.quantal共 に厳密な解はえ られ 七いないO

例えばfli-e の億 合系 で Shieldingとboundsもateの問題 も琴がえられて

いないO

(6) Polymer

生物高分子に関係 して新たに脚光をあびてきた｡ 古 くか らの難問としてほた

とえば excluded･volume の ような問題があるが､ これ も最近かなりの発展

を見せている (たとえばM･E･Fi純 er, ∫.Ghem Phy8.44 616 (1966)

を.見よ)o yJ叫~-

(7) PhaseJch怒lge

近似的な話は色々出来 るが厳 密に解 くことは困盤 である｡近年実験の精度が上

って相転移点近 くの 8主nguユarityがかな り詳 しく調べ られ るよ うになっ てき

た C･

厳密解助わかっている ものには次のものがあるO_

tl)2t次元 工singnOdeユ

比熱 ､ magneもi乙aもionの Singulari七y

(suscepもibilityについては不明)
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講義 ノー ト1 .

(2)va正 dbrrWaaユーS.gas･■の皿Odel.(longrange･attractionは無限大の

range,無根小の強さの極限 をとるO結 晶統計な どの他の例で もこの よ うな理

想化をすれば尾 野解は容易に得 られ るが､ Uhlenbeck.ぬ C,fle皿 er aB

van a.er鞄 als gas はそれ らよりは ずつ と複雑 であるO)

phase change の singularltyは理論､実験 とも-つの中心問題であるが､

熱力学的 函数の singularityも実は dynamical な量の Bingularityと密

接な関係にある こと壷=b注意 しておきたいO

三 次の相転移につ小 てはLandauの現象論であるQ

F(班.T)=A田+B閏M2+C閏疋 十 ･････

実験か らえられてい るSinguarl~もy は上 の展開か らえ られ る結論と.は合って

い草い O 今蓬知 られ ている Siagularityと上の展 開との関係が どうなってい

る,̂T)か詞ぺ られていないO (例えば Onsage-r の解と上 の展錦と'の娼孫す ら知

られ ていないO)

更にFとMの朗係は free energy

を具体的に計算する方法に依存す るo

h血ogeneiもyその他 の強制条件を

お くとaの様になるが,そ うで ない

ときはdomainが 出来 てbの横にな

るであろ う｡大 きい系の垣根でh0-

moge∋nuityをど う数学的に表現す

るお はむつか しいO

○補足 :_t185京終 より7行 目-挿入 )- 断熱定理につ いて t

統 計力学及 び多体問題の重要な基礎で あるが､多体系∵鹿 についての証明は

ない｡

classical ではergode theo.ryと断熱定理 と.は同 じだと思 うO.量子力学

での断熱定理 とergOde もheoryの朗係 は例えばVan floveの理論 の中心に

も含 まれ てはいるが充分明 らかではないO
-八六--
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講義 ノー ト1 .

Ⅱ Non-equilibrium ､ ＼

非平衡 状態 のと り扱 いとしては古典論での典型 と して気体論が あったO ここで

はBolも21mannequationをたててそれ を解 く事 が行なわれて きたo Lか tJBo-

1毎mann equationに は成立の限界が あるよ それは①:2-俸衝舞に限っ -ている

がそれ は果 して許 されるかO②考 えている時閲 に限界が-あ るO とい う様 な点 で

ある¢

成丘 の限界 を考慮 しつつ Bolも2;maコ皿 equation を導 iことはBogoliと1bovう＼

に よりなされ. それに基 いて皿Odernな gaB.ももeQry挙展 衛 ざれ る健になっ たO

またdensiもy王漁もrixの diagonp盈ユ elemen一息笹対す るmaSter eqnation

(pauli～eqtlation)を尊 い元 もの と.してvan 鞄ve弁Prigogineらの仕 事

が あるo ranf王oveの理論 はinもeracもionがdiagOn担 -8主ngplariもy と

い う性質 をもつ とき適当な 七inescale でnaSter eqが㌔見られ ることを示

した もので あるoPrigoginpJとのちぷ いはyonffo鴨 が ei月毛 を数 か Pri-

gogineが ei煎 を扱ったとい う点にある音 .

これ らの derivation では前の ergodeもheoryで直面 したことが具 捧的に

問題になっているO 即ちdeTivation の条件 として 王) どの様 な syBもem

を扱 うか12) どの様な量をobserveす るか 3) 考 える timeraPge

(orfreqaencyrange)は何か,が問題にな るO 主)～勤 ま音の青 葉でい う

とcoafSegraining とい うことに凋係 してい るQ そ して Zi,′翁は必蛮的 に
rpl-■T

proJecもion とい う操作 を伴 うので あるo Liouvil王eequaも主on に対 し

observeす る量に対応 したprOj.ecもioコ をほ ど こすO 例えば S血 function

をobserveす ると､す るとPrOjecもまon は一 鉢あ るいは 2体 のdenSiちy

maもrixへのPrO錘 ctiα1とい うことになるO こぬ嬢にprOjecもion に よ

りinfo三･皿ationの一部 を潰すために BもochasもiLCeq吐atianがえ られ る こ.I

とにな るo

linearreSPOnCe他eo･ry の基鍵的な定理 として fluctuaもion-d主ssi-

paもion もheorem (広義では-admittaceと flucttuaも主onの問の-駿的 鏑

係の ことであるQ )が存 在す るC この定理は多体問題の一般 論 と密接な朗係に

あるO たとえばいぬゆ-るdielecもricfo三･muエ亀はその-つの現れであ首Q

dielecもric formu･laに よれ ばeqlユiユibriu皿の性質 は dynamical reBP0-

-A9-
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n?白がわかれ ばわか るとい う仕凝 みになっ ているが l これ はpartiもion f皿-

Cもion か ら計算 するの とは また別な計算方式で あるO近頃の 問題の∵つ は

transportの 量のグ ラスター展 開に関す る発散 であるO参考 :.A･且Kritz

a.Sa.ndriPhysi′PBでvday 19Ⅳo･ 9,5_7(1966)Bogoliubov 理論で示

孝 崇 fTcu:i5.: ､C2芸 .S@t志 ,､芸器 芸 慧 tdie%n:i;ym芸 孟 夏l<o芸 芸 芸芸oh;孟芸芸 る

ことか ら問轡 こなっ てきたO もっ と簡単な例 として 2次元 で rando皿に分布 し

たdiskで粒子が散乱 され るとい,う場合 (LorenもZガス) 皿に もdiskの

density についてやは り同種の発散が あるといわれ ているO

熱平衡状態では densiもy についての展開には問題がないが もrarlSPOr七 co-

f.i-cientで発散が 出るとヤ うこの間題については色々と検討 の余地が ある棟

に思 うo (例えばpresBure-broadeヱユingのよ うな動的 な問題では展 開は可

能だと思 うo )_

統計力学､ 多体 問題 は形 式的に も内容的に もscatもering theory と蘭係

が深いO その-つの発展 はBruecユmer理論 であっ たo Lか し塵近は原子核で

∈和 こ代るもの としてBeParaもion method などというものが用い られてい

る由であ る｡ これ は力を 10mgrangepartとsborも､range才ange

に分 けるーとい うことのようであるが.その ような方法は iiqL1idで用い られ て

きたQ lf)a-g･..rangepartは softであ り▲J絶えず弱 い力が 沢山作用して いる

としてBrF甲P.lan,皿0tin的にと り扱い､ ぬorも range如 rtはhardcore

的な collisi.α1を与えるpと考 えてと り扱 うム この方法に従っ て tranBPOrも

eq.をたてIiquidの transpont ooefficientにういて r占･a80nable Jな

結果 がえ られ てい.るO (Rice-Aユ1くつot)

次に Br耶甲lianmotion についてふれ るo
rrMoriは 申nam_i_Gale牡･か らprojecもiod に よりgeム占rali2iedLangcvin

eq.と導 いたO この方法とG-roen 函数の方法とはどの様な関係にあるのだろ
<(

うかO これ は一つの問題であ るO更にMori-は relaxation funcもion を一

般的 に遵 分数に書 く方法 を示 した

二.~ヽ
#JBioltzmtaileq.を形式的に拡張することは可能であるが､

TAIO-
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Ao~

i(a)-Bl)+

i(抄-B2)+忠 一ヽ

これ らの収敵性 はどうなっ ているのであろ うか｡-燈 に Su皿 ruユeexpansion

慧 雷 七の収 敵 性に ついては漸近展朗 と鋸 ま考 えてい るo M-Dupuisは最近

nQment e耳panSioαわ 収敵 性と遵分数の収敵 性の絹係を詞ぺ ているが遵 分数

の収敵 性につ いて知 りたい と思 う｡

BroⅦnian皿〇七ion もheoryの別なaspectとしてnonlinearな場 合､

又 は非平衡の定常な湯 合への拡張 は重要であご養 う o laser･,spin系などでは

non工inearの問題がク壱ユズアップされているcJこの ような場 合に もfユuc-

tuatiomrdissip-a七主e)n 怯eorem のある塔張が可 能であ り､ それがある条
＼

件 を与 える筈であるが､ これについて は系統的な研究ぽ ま喪あまりないと思 うO

最後に criもicaユp王lenOmenaに増しては熱平衡量の,sing也 甜ity-と 句na-

icalquantity-の8ingulaTityの閲の娼係が もっ ど追懐 されるべきであ

ると思 う｡

詳しい referenceをつけ る予定であったが残 念73:が ら時間の関係で不 可能で

あう たC (久保)

〔文茸 ･斬波)

(昇 しいreferenceは. 2-3号先の ｢物 睦研究｣ に縞我の予定 ですO-I,-

一二- 編集蔀蓮)
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