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塙射場のゆらぎとその統計的性質 (I)

一 〇ptical Coherence理論の物性

基礎論の中での位置付け -

早大理工 長 島 知 正

(4月 5日受理 )

SynO‡将i8

レーザーの開発 と,a_etec七orの進歩に依 って,最近海外で,急速 に進展 し

允 ,Optical Coherenceの理論の発展の整理 をす ること,及び従来 ,光学

或いは,エレク トロニクスの分野の問題 とされて来た,この理論 を物性理論の

問題 として,夜がめた時,どの様夜間題′を含んでいるかを考察す る｡

§1.序

巨額射場のゆ らぎの研究は,古 くは,有名を A.丑insl:ei･n に よる元量子理論

を生んだ研究や V.Laueの Ⅹ線回折に於けるゆ らぎの効果の研究が あるが,そ

れ以後 ,光源の貧困さのために,- つ壇B-,Hgや Cq La･-mp,或V,紘,Q･aS

放電 といった,原理的打 S嘉ontaneous emiSSionのみ･を外場によって増 巾す

るといった光源 (これ草 thermal light と呼ぶ).二 光の問題は,多 くの物

理学者の興味を失浸った様 にみえた｡凝 近把をって,従来の光源 とは ,,原理的

に異った光の Gonerator, - Laser (振動数領域 打よって Maser･とL区別

している)の出現は,再び,原理的を興味 を我々に提供 している｡･又,光源の

変革 と同時打,レスポンスの 非常打早h.測定器の開発は,新 らしい分光法 とし

て,photon-collntirig t9ChniqueBとして,物性実験の,特に散乱 に依る 物

性研究に必須の技術の一つに夜bつつある｡然 しをが ら‥､我 々が レーザーの名

前を気易 く耳 にする程 ,レーザーの原理は ,明確にされている訳 ではをho稀

射場のゆ らぎの性質は,当然 ,従来の thermal exoi七atio‡甘こよる光 とレーザ

ーや, synchrotron iaaiationの様 を ǹonこthermal｢lightでは異怠っ

て来るはずで,それが場の干渉性 に｢も関係す る様に怒るo

この点に注 目した理論が Optical Coherenceの理論であるOそ こでは,
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長島知正

主 として, レーザー光 と従来か らの光のゆ らぎの性質を調べるのが 目的である

が,そ こか ら派生 した理論は,もう少 し,広い範囲にまたがる問題 を,生んで

来た｡

最 こ′こでは,物性理論の立場か ら･問題 とをると思われる幾つかの問題 を選ん

で考えてみ ることにす る｡ もちろん ,元来 optical coherenceの理論は,

光学の人達の手に依 って,研究されて来た もの･で,そ ちらの問題 も大いにある

訳 であるが,邦文の解説書1)も既に あるので,代表的を文#2)を後に載げるこ

とに とどめたい｡ 以下での問題の分類の仕方は ra.nd.(mで,それぞれの領域

も Overlap している○

§2.可干渉性について

ICohere,nceの議論が,それ以前の光学の人達に よる研究 とは,明 らかに異

文は,非常に記述論的貴もので,その考え方の t)ack-ground.や物理的意味

につい-ては,分か りに くく,その後の研究にまかされている尊が多頓 ｡)彼の

議論の要旨は/次の様をものである - 轟射場が,完全に干渉性を持つには,

量子力学的に どの様 を状態 を満たすべ きか ?

'こ･それは,賀 eユacDrretla七ion function

G(1)(Ⅹ,Ⅹ′)- 二 五(-)(Ⅹ) ･遥(')(Ⅹ′)ラ - tr ip･宜(-)･威(+)) ･(1)

が ,任意の時空点 (Ⅹ≡ (T,七))で,

Ig(1)(Ⅹ,Ⅹ,lI--
a(1)(Ⅹ,Ⅹ′)

1 1

iG(1)(Ⅹ,Ⅹ)‡2 18(1)(Ⅹ′,Ⅹ′))2

- 1 (2)

を満足すれば,少牽 くとも1次の ord.erで field.は coherentであると考

え られ る ○ こ こで,盟(Ⅹ)は 丑leCtricfield,operatorで次の関係 にある

革(Ⅹ) -E(+)(幻 十㌔ )(Ⅹ)

- 誉 ak uk(Ⅹ) a" hkt+ 誉 ak･uk#(i)eiwkt (5)
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そ こで, (2)が成立つためには ,

ak lak>ニakI_ak>

轟射場のゆらぎとその統計的性質 (i)

(4)

で あ れ ば,充分であることが分かるo この状態は,今までの量子力学的状態

とは･少 しく異 っているoつま 9,ak はannihiRaもiQnOPeratorで, こ

れ毎 有状態を考阜轟 ることにを-ているo 但 し,ここで,〔ab,ak'･-]-

Sk,k′凌満 たす ･Bose粒子系の opera七o r であることは注意すべーきであるo
従来 ,量子力学では, この operatorは , n on-iTtle,rmi七五anである為,考
え られて来浸かったが, レーザーの問題 の 様 に fiel止の位相 を取 b扱 ったb,
又,量子状態の cla-ssical limit を問 題 に す る様 を場合には,a_efini･te
を意味を持って くることが分かる｡し(余言 で あ るが,驚 ろ くことに,cLaT3QP

【l
が, opLer-ationalに導いた,この状態 は , 1 920年代に schrod_inger

が考えていた らしい.恐 らく格子振動の量子論 を考えて いて,思いついた もの

と思われるが,文献が入手 でき貴いので,-ツキ 1)し貴い｡) この状態は,

number-fユnctldiaj,･_u On を見ていると,

pn(aト は αln- 12- i* nexp '一回 2,~ (5)

であるので,-･見,古典的に独立を粒子の f11且Cもua･tionで,Noiseぼか b
∫

で,波の性質を持 ってh濠い様に見えるが,実は,

く 順k(幻 I> α -8k(Ⅹ) cos (a'kt-P) (6)

か ら分かる様に,電場 (あるV3は･磁場)が･ classical.wave として･非

常に きれいを波の状態を課わ していることが分かるo

この様に一見,相反す るかに見える状態 も,次の様に考えることで,矛盾 を

竜く理解されるo photon number･fi,lC･.tuationが poisson分布であるの

は,その系が,波 としての性質を持 ってい食いのではを (で,逆に,音子力学

的体系 としては,必ず,波教的ゆ らぎと粒子的ゆ らぎが共存するのが普通で あ

るが, (衛に,Bose粒子系では,



長島知正

･(△n)2LTXa<n> + bく n2> (7)

で与 え られ る｡) この状態は ,波動性かち くるゆ らぎが全 く浸 く売った状態 と

して,りその fユuctuation をゼ ロにした棒隈 として考え る と,残るゆ らぎとし

て,粒子性 か らくる-ゆ らぎ,つま D,poisson分布を与えてい るとす るので

ある｡ こう考え る ことに依 って coherent state と呼ぶ ことの意味が付け ら

れ た ことに浸るだろ う:)又 こ れは , phase .peqat｡r 9̂､の固有瀞態 とも異浸

ってい ることを注意 してお く｡ この状態の導出過程は, physicalにつかみに

亀くいが,参考にたる もの として,素粒子の多重発生に於いて研究 されている仕

事が ある05)(但 し,ここで町 classieal ヨose e- itationの状態が

Ia> で, coherQat state と呼んでいるのば, p̂の固有状態 としているので

注意す る必要が ある｡)

この様 充状態は,この定義及び物理的内容か ら云 って も, fermi一粒子系では

見つけに くい と思われ る｡ これ を可干渉性の量子 力学的原理 とす る と (つ壇 B,

Bose粒子 系 であることが本質的に きいている) ,系の統計性の異 をる電子線

･桑 どの可干渉性は一寸異 希った ものであるはずで, どの様 に考えるべ きか,千

渉の本質を考え る時興味が ある｡

又 ,今までは,電磁場 ,即 ち photonを考えたが, これは,ただちに ,他の

Bose粒子系-その議論 を移行 できるため,格子振動の問題 は,ただちに取 b扱

ぇ る ことに 費 b,6)不可逆性の議論 でいつ も問題に浸る, random phaseを ど

この段階 で入れ るか明 きらかにをる し,Action-Angle variat)18 で定式化

されている prigogine流 の取 b扱い方 と.の比軟 も成 され るべ き問題 であろ うO

又 ,液体 He 超流動の ord_er parameter との関係 も議論 されてい るが,

ここではその内容にはふれ 凌いでか く O

§5.quantum Brownian Motion

物物性的に見 ると, Optical Coherenceの理論 は,振動論 と密接に結 び付い

て レゝ る｡

つま b,蒔射場 を quantum Oscillatorと考え ると.海射場 と,それを閉

じこめる ¢avi七Y との相互作用 (これは heat'bath と考え, eq,uilibrium
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轟射場のゆらぎとその統計的性質 (り

に あるとす る)蛙,注 目す る 恥 antum Oscillati｡nを平衡､へ 向かわす i:1,

古典論 との違いは,zero点振動に現われるO この Brownian motion の拡

散係数は,通信系の言葉でい うと,この cavity･のバン ド巾を与え ると考えて

よい○ レーザーの理論 を考える際に,zero-p七･〇8Cill･ationは大切 を役割

が あD,そのためには,量子論的 formllationに よら浸ければ食 らをい｡又

従来か らの光 との違い も,geAro-pt.OSCiユIationの果 たす役割の違いに よ

る処が大 きh o

工加叩 rity を含む Quantum Oscilla七or系の8),9)平衡-の接近の問題 とし

て,Wigner-Weissko‡)f近似を用いると, linearを相互作用でも I)amp一

叫 gが現 らわれて来 ることがあ_b.その近似の適用限界を Mori理論 との関係

で,調べて見る尊 も面白い と思 う｡

統計力学 としては,§2で述べたことの反映 として,つま り,annihilation

operatorの固有状態 を考えたことに よって固有値 は complexを取 る訳で あ~

るが,この状態を系の d_ensity operatorを展開す る際の t,asisに選ぶ と

必然的に,分 布 関 数 は negativo を確率 を取 る領域 もでて来 る｡ この様 を分

布 関 数 は,qua,Lqi-probability a.j_stribu.lion function と呼ばれ て

いるが,これに相当す る分布関数は,従来か らも,WigneT ftlnCtionが知 ら
10)

れて泰 阜㌦ 密接lFL関係 してい る ｡

又,それに対応 して,WignerSPa.Ce と coherent State とも関係があ

るo a-q +ip であるので,この

α- stateを comple)･Ⅹ 事hase

space とも呼べる｡ fig, 1)

に示 した斜線の内書は , もの me-

asureで Ia王≪ も二,この領域は

quantum region であるo この

外部は Clas8ical r∈癌ion で

Trot)･dist･f11nC七･ p(α)紘 ,

千古典的を分布 関数の性質を持つ (確

率は正にをる).

i事lh j ,級 .叩 l

喝 ′､ーW ':i' ...:_チ

f土g･ 1
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長島知正

これ らの事か らわかる様に, Cユassicalを分布函数の quantu.m correct-

ion を問題 とす る時に便利をものである｡ 又, この a-state は,non-

Orthogon瓦1 であるので,つま り,

I< 射 β> I2- e-1か β72 (8)

厨の性質があるので, 恒 βl- 瓦であれば,直交す るが,それ以.外では,級

動関数が ,重をb合ってい るので,この部分の eonもrit)utionの取 b扱い

は,注意す る必要がある ｡

今,この eT:-plar]eで,秤 々の現象を次の様に分類す る こともで きる0

1)普通の緩和現象 (つ壇B,孤立系)

ここで,斜線にか こまれた部分は,分布関 数の拡が.Dを,又 , trajectory

は,系の平均値の運動 を示 している｡ 分布関数は,この平面上に立った 5次元

的をものである｡ (七--では熟平衡状態に達す る｡)孤立系の振舞いは これ

に当たる｡

2)単純を増巾現象

--171-



轟射場のゆらぎとその統計的性質 (I)

α-pl

ip呈

蔓 教 iFDI
!///_/J融ト-)/-.)?.
ft影デ. q_.卜

i

fig･5

通信の言葉 でいえば, S/N 比の良 く 食い単 をるエネル ギ-の増 巾系は これに

あたる｡ 単純 をパ ラメ ト1)ック増 巾器は,,これ で記述 され る0

5)理想的 cohe)rent増 巾萌象

fig･4



長島知正

prob･d_ist･func七･は時間が経って も拡が ら夜ho又, limit cycle

があれば,安定を増巾器 と杏 b,熟平衡状態 とは異 をる定常状態が実額,.されるO

最後に,a.elnBity operator を α- stateで展開 して,得 られる分布関

数は,一般的には,diagonal成分のみで表現されず, off-a_iagon.al成分

も必要である (つま り,p(α)で貴く,求(α米,♂)の形が必要) はずで,系に

ついて,つまb, d_ensity oper､ator 自身に,ある制限が存在す る訳で,無

制限にこの P(a)を用いること転できをV,ことは注意を要す る｡任意の oper-

-atorの diagor].al表現の uniq_uenessの証明は未だ,完全には成 されてい

をh樺 であるO

§4. レーザー理論

レーザーを非平衡状態の統計力学的対象 としてをがめると, (tれは,

H･Haken'W･E･Lamb'M･Lax etc･非常に多 くの人の仕事があるが) ,従

来の統計力学的対象 とは,本質的に異 った面 を持 っていること.が分かる｡ (§5

の fi紳 re を参照されたい)つ壇B,外部か らの energy-の供給が,レーザー

に本質的夜負恵庭状態 と呼ばれる状態に active rned_ium を保つ訳で,外場を

断てば,当然負温度堆態は, nor汀】alを状態に戻って しまい,増巾器 としての

役割 Dを果 たさ貴 く怒って しま う｡ つま b,横棒的に opeI〕-SyStem を取 b入

れた議論 を しそければ貴ら貴い ことに浸る｡

首aken等の考え方に よれば,レーザー系の Hamiユtonian として,次の も

のを考 える｡

適′･=∑HB +誉HA品 + ∑H毎 十冨 HApL〟 ■〟

+HL + HLB + HB

檀し

㌔

㌔

も

(9)

p番 目の Active)Atom の Hamiltonian.

jL番 目の heat baLthの Hamiltonian (pumpingAtom を含 む)

cavity 中の電磁場の Hamiltonian
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轟射場のゆ らぎとその統計的性質 (H

HB ;heat bathの Hamiltorlian (I,oB白系の Hamiltonia･n)

HAp㌔ ･HApL,HL,B はそれ らの間の相互作用o

lossand.pumpsystem coupled_to 七helaser

fig･･5

この HaユコilちOniaTl-か ら出発 して,heat ba･七九 を消去 し,fiela 印Ode と

active a千〇m と咋対す る La:ngeviP eq.及 び,Fo汝:er-planck eq･を ■

導 いた｡

こ-れか ら更に, atomicvariableを消去す る と, field_ mod_eについて
｢､.

no凪-1inear を式 が得 られ る｡ Langevin eq_･･か らは,古典 的を増 巾器 (又

は凝 振器) の方程式 として知 られている yan der Polの式 が得 られ るo

noムーlinear を微分方奉式 であるJvan a_er Polの式 の解 は, limit cyc-

1O を持 ち,従 って,熱平衡以外 の定常的を解 を持 つO レーザ-の様に,量子

論的増巾器 (貴い し発振器) に古典的を方程式が合致す る.ことは,その el8-

mentary ､poreeSSl-その もの控,量子力学的 processであって も,それ

か らが増巾された集積 として,終局的に古典的 を振 る舞 いで記述で きる こと8度,

-う74-



長島知正

当初か ら予想 されていた処である ｡ Hakenの議論 は,非常に体系の整 った見

事 を ものであるが,open-sySte皿 恵 C.losed syBtem に置 き換えている処

によく理解 できをい ものがある｡ そ'の点では,む しろ, I,ambの GasLaser

の理論 の方が成功 してい る様 に思われるo

Open-SyStemの取 り扱いの例をレーザーの統計 力学的取 り換 りが提供す る

を らば,生物系の一つの model として有用を もの と浸ると思われ るC

レーザーの問題の難か しさの中で;教挙的 矛難か しさ と関係す る もの として

ほ ,単に エネルギーの増巾器 としてだけではを く, coherent夜光 を放 出す る

とい う事実である○ レーザーを特徴付け るものに, cavity の (あるいは,

mirror)役割が あD,ただ単に, ind_uced,emissiorl VCよる轟射 だか らと

いって Coherenceが良い とは云h切れをい.即ち. induced_emissionが,.I

cavity･の中の active atom 系で起 きた とL'Lて も, bound_ary･(これは,

レーザーの typeで異浸るが,幾何学的配置で決まる)が適切で牽ければ,

Cohe,rent夜光は,でて来 貴いはずである｡ C'oherent 夜光にす る為には,
12)

cavity･の 屯O-Llnd息ryに よって醇射場の定常解のモー ドを選 びたす と同時に,

phaseをそろえる為に, feea ba-ckがかか って,多原子系か ら怒 る cavity

中を何度 も繰 .り返 し,往復 し,夫 々の atomか ら, in°.uced_emissionを引

きだ Lをが ら,だんだん と定常的をモー ドで, しか も phaseのそろった もの

だけが ,レーザーの窓か ら取 Jhだされて く'る と考え浸ければ をら夜い｡ この,

boundary-が関係す る timeTd-epenaent夜問題を取 b教 わねば安 らをい処

に,レーザ-の Coherenceの本質 と難か しさが混在 している｡ これに関連 し
ユ3)

て,Dicke' の研究に, Spontaneousemissionに於け る Coherenceの

研究､が あることは+, bound_ary･の効果 を考える時参考にそる｡

最後に, これ らとは,別に物性的に興味 ある問題 として レーザーを相転移 と
14)

す る見方 がある｡ これは,大雑把 を云h方 をす ると, レーザーが incohe†

rent を inputか ら coherenJJを ouもーPut を得 る mechanism である訳

で ,流れの平衡 を定義 して,その転移 とす る流儀であるが ,その正当性 を裏付

け るものは,明 きらかではをい｡ これは,流体力学の方 で研究されている 層流15)
か ら乱流-の プロセス とは全 く,逆の乱流か ら層流への プロセスが, レーザ

ーの特徴の様 であD,この立場か らの議論 も多 くの物理的現象 とは異っている
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雇射場のゆらぎとその統計的性質 (り

為に,現在の物性理論 をよb,豊 かを ものにす る可能性 を含んでいると思われ

るO もちろん ,レーザーは,人為醇に環境 をコン トロール して得 られ る体系 で

あるか ら,こ うい うプ由セスが起 こっ七 もさ しつかえをt,1し,実験が ,環境 を

積極的に コy トローA:して得 られる特異 で多様 濠現象の発見や開発-向かお う

としている時 ,理論の対象 として,レーザーは一 つのかっ こうの例を与えるも

の として注 目される｡一

以上 が,大雑把を,レーザー理論 を中心.とした帝射場のゆ らぎの研究の現状

及 び,問題点であるが,今回は,大まか凌把接 をす る為に数式 は用い浸か った｡

これに続 いて予定 してLnる (I)以下の ･もうJ少 し掘.b下げた議論忙於いて,

それは行 っていきたい｡ 文献につい.て も,今回は各分野の総合的 を文献 に とど

め,今後必要に応 じて載せてい きたい｡

葬非常に興味 ある,こ幾つか撃 工ntuiTLiveを事柄 もお として しま-た,.例えば ,

レーザー光 と BoSe粒子の超流動状態 との関併及び non-linear opticsと

呼ばれる事柄の中で も特に′i.ield･mode と a･ctive mediu皿 の特異 を non

-ユinear相互作用に よるパルス廃振の ソ 1)トンとの関係 を どがあるが ,余 .り

に も議論不足の現状 では,いた しかたがをい｡ ただ著者 は,現在 エ レク トロニ

クス ･デバイスの花形の一つであるレーザーが,近 V,将来 ,物性葦論 でのそれ

把覆るであろ うとす る,ある種の期待 は,夜明け前の異様 を興奮に さそわれ る｡
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