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F,Ⅹtensive Property,ゆらぎ9非線型応答

その他,znまでの係数 と,n次のキュムラン ト(ゆらぎ)との関係,非線型応答の表

式等が得 られているが,これ らについては,文末の文献 を参照 して欲 しい｡ 〟が時間に

依存する一般の場合にも,上の結果は拡張できることが, わかっている.また,厳密 に

解 けるモデルでの具体的な結果については文献 5)と7)を,一次元超伝導体での super-

currentのゆらぎについては,文献 8)を参照 して下さい｡
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非平衡系 にお け るス ピンコ ヒー レン ト表

柴田文明,高橋慶紀

量子力学的な演算子 を,C一数の関数に射影 して, 演算子 の方程式の代わ りに,C一数

の方程式 を考える方法 1)は, レーザー系の量子統計力学的な記述に広 く用い られている｡

スピン系に対 しても, Schwingerの方法 を用いて, コヒー レン ト表示 2)を導入 し,

演算子の方程式 と同値な C-数 の方程式 を得ることができる｡この表示 をス ピン緩和の

現象に応用すれば, classicallimitをとることによって, Kubo-Hashitsume3)が現
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象論的に尊びいた式を微視的な立場から正当づけることができることを示 した｡

Schwingerに従って,スピン演算子 tsr.,S_,Sziを二種のボース演算子 ia. ,

a二巨 ia_,aIIで表わす｡

+
S+ - a+ a_

+
S_ = a_a+

sz-喜(a:a+-Ia_'a_)

(1)

2種のボソンに対 して2次元のコヒーレント状態 la+,a_>を導入する(簡単のため<
以下 IE> と書く).この状態を用いて任意の演算子Gに行列要素

G(～)(盟 ,悪*) - <E沌l～a>

<
で定義される C一数の関数 を対応させることができるO又夕 演算子Gは

a= f掌 G(D(忠,E･)jE,<悪I ,

と表わすことができるoただしd2a-d2a+d2a o′■ヽ′

二つの複素数 a.とa_から

_主旦

α - ae 2cos%+
iA

a- - ae2sln% (ただしαは複素数 )

(2)

(3)

の関係によって角変数 ¢とβが定義される｡

状態 J悪>はすべての大きさのスピンをもつ状態の重ね合わせであるが, スピンの大

きさをS硝 定すれば,(2)で定義 した G師 (A,望*)のe一聖2回 4Sに比例した部分が,

これに関係 しているoこの係数 をG(SPO(0,4)と書くことにするo(3)で定義 したoGW(EE*)

から

G'sD(榊 ) - ノ度訪e-Ea'2G(N'～a,史*)響 , (4)

< <
で定義される関数 G㌘(0,め)を用いて9 二つの演算子 FとGのトレースの計算は次の積

分で求まる｡
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< <
･rFとG- (2S+1)f諾 Fs(A(8,0)･

非平衡系におけるスピンコヒーレント表

(5)

ただし dJ2-slnOdOd¢ ｡

たとえば,密度行列から呼 0,0)を作 り,力学変数 宗 からFs(A'(0,4)を作れば,変
ノヽ.

数 F の期待値が(5)によって求まる｡

スピン緩和のモデルとして次のノ､ミル トニア.ンを考える｡

H - Hs + }isB +HB ,

Hs ニ ー wosz o

HsB - R o S.

ただし,lisは 軸方向に外場のかかっているときのハミル トニアン, HsBはスピンと

熱浴との相互作用, HBは熱浴のノ､ミル トニアンであるo Harrowing limitで,熱浴の

変数について先に トレースをとった密度行列は次のマスター方程式に従 う04)

;(t)-i(W.+∂W)lSiP]+Ails.,pS_]+[S.p,S_]i

+Bils_,ps.]+lS_p,S+])+CilszJ,PSz]+[Szp,Sz]ト (7)

密度行列pから(2)によって C一数の関数 f(盟,悪*)が定義され,そのスピンの大きさを

Sに指定 した部分だけから成る ㌔(♂,¢)が定義 されるo この fs(♂,¢)はclassical

limitで確立分布の意味を持つ関数であるo fs(♂,め)によって満足 される(7)と同値の

マスタ-方程式は,

詰 -[(W.･6W)義+sko品tBSlnO(ePwo+1+(ePwo -1)CJOS)%o

･ 2BS(ePwo-1)sin20日 嘉 icsln20･B(e鞠 +1)cos20

･ B(eP wo- 1)cosOi-S蒜]fs (8)

と書ける｡ただしA-BePwoを用いた｡

p-0,S-- かつPSを有限に保つ極限で(81は,Kub0-日ashitsume が現象論的に

導いた式 と全 く同 じ式を与えることを容易に示すことができる｡

ここで導入 された方法によって今までスピン系の記述に用いられた quasi-distribution
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functionを統一的に扱 うことができる｡5)
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定常状態 の安定性 に対す るLiapounoff関数の問題

堀 淳 一

非平衡定常状態の安定性に対する criterionとしては,Prigogine-Glansdorffによ

って導入された generalized excess entropyproduction(GEEP)がよく用いられる｡

これは generalized excessentropy(GEE)の時間変化 として, 物理的に構成するこ

とができるという利点を持つ｡いいかえれば, GEEPをcriterionとして用いることは,

物理的に明瞭な意味を持っ GEEとい う量をLiapounoff関数 として用いることにほかな

らない｡ しかし反面 (認EPは,安定性に対する十分条件をしか与えないという欠点 を持

つO さらに GEEPはやはりPrigogine-Glansdorffによって導入されたgeneralev-

olution criterlon (GEC)に対するポテンシャルの役割を演 じることが期待される量

である｡すなわちGEEPひ時間微分が GECに等 しくなっていればタ GEEPは GEEと

GECの双方に対する simultaueousなcriterionとなって具合がよい｡ しかしながら,

実際は一般にはGECはGEEPの時間微分に等しくはなく,GEE- GEEP-GllC という

判定関数 の連鎖には, あとの段階でギャップがある｡

この論文では,定常状態からのゆらぎXの regressivonに対する線形化された方程式
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