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中野藤生

ただし A--e!fxe葺

という連分数表示が成立っ｡この導出には, Gauss-Markoffian過程の演算子

孟 (p+T孟)

の国有関数がHermite多項式によって与えられることを利用すればよい｡連分数表示は,

ある見通 しのよさと,数値計算上の利便をもつ｡

§3, 2次光学過程と中間状態のランダム変調

ラマン効果,2光子遷移等は電磁場に対する物質の3次のレスポンスである｡

そのような高次のレスポンスを,線型レスポンス理論の拡張として扱 うことは興

味ある問題であるが,もちろん線型の場合にはない種々の複雑さを含んでいる｡

たとえば共鳴ラマン効果と,ルミネッセンスの関係などは近年議論の多いところ

である｡中間状態が確率過程として変調されるものとしてこの間題を以前取扱っ

たが,充分な結果に達 しなかった (高河原 :修士論文 1974)｡ 最近またこの間

題を取上げているので,わかったこと,わからないことを二三コメントした｡

不可逆過程 の古典的及 び量子的変分原理

名大工 中 野 藤 生

§序言

ボルツマン方程式に,不可逆過程の典型的性格が少からず反映 しいる｡とくに定常状

態におけるエントロピー生成率に関連 した変分原理はその最も基本的なものである｡そ

の内容をできるだけ簡潔十分に述べておきたい｡

ボルツマン方程式という現象論的段階を越えて原子力学的段階にまでさかのぼるとき,

変分原理がどのように修正 されるかという点を次に論ずる｡原子力学的段階の基本方程
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式としてはノイマン方程式が現れ,変分原理の形式はボルツマン方程式の場合の拡張 と

も考えられ,相互の対応物が一々存在しているが,それにもかかわらず重要な本質的相

違が存在するoボルツマン方程式の場合とは違って,変分原理は極値問題ではなく,停

留値問題として現れるoこのことは ノイマン方程式が,ボルツマン方程式のように確率

的記述をこととするものではなく,力学的記述に留るものであることを反映しているo

その力学的変分原理を近似的に解 くことは,熱力学的混沌化につながり,変分原理はボ

ルツマン方程式の場合のものに帰着し,極値問題になる｡情報の簡素化が力学の熱力学

化を引き起 し,力学的原理が熱力学的原理に変質していくのであるo相互に時間反転の

操作によって変換される状態が対になって変分の表式に現れることも注目される点であるo

終にOnsagerや Prigogineの変分原理との関連について触れておく｡またGunn効

果にPrigogineの変分原理を適用 したRidleyの所言鋸こ対する疑念を述べる｡

§ボルツマン方程式の問層

ボルツマン方程式は分布関数 f(p,∫,I)に対して cpは運動量, rは座標, tは時

間を表す｡ pの代 りに波数 k-p/hも用いる )

意 +三 ･芸 + eE･芸 - (Sf)C-%oL ¢ (1,

のように書き表されるOここでは固体内伝導電子について書いたわけで, m,e,E は

電子の質量,電荷及びエネルギー 8-p2/2m-fi2k2/2m, f｡-fo(e)は fの熱平衝

分布 (フェルミ分布 )を表す｡ ¢は分布関数 fの f｡からの距 りを表 し,

f-f｡(e)一語¢ (2)

が成 り立つ｡ (1)の右辺は衝突項を表し,線型応答を論ずるのであるから, Lは ¢に作

用する線型演算子である｡例えば不純物原子による電子の散乱の場合には,

(L¢)k-i,H l<kfvlk′,128(ek-㌔′)(¢k-柚 (3)

のように表される｡<klvlk′>は不純物ポテンシャルの行列成分を示す｡定常状態を

を考えて, (2)を(1)に代入すると,
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L¢-p… Xl･j+x2･q-Xi･j+x;･W

が導かれる｡各記号の意味は

e
J=- p' q= -

riil

8- FE

m

E
Pタ W=- Pタ

iin

xl-E一三∇〟･ i -E--T∇号 ,x2-X持 一首∇T
l

e

である(T,〟は温度および化学ポテンシャル )0

¢-Xl･Ql+x2･42

を (4)に代入すると,

L¢1-j, LQ2-q

が導かれる｡内積

(¢,少)ニー官許 軌

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

を定義すると,体系に現れる電流および熱流はJ-(め,j),Q-(¢,q)によって与

えられ,

J-Lll･Xl+L12･x2, Q-L21･Xl+L22･x2

Lij-(¢i,L¢1)

が導かれる｡ Ⅰ｣については (3)の例からも分るように

(め,L少)-(+,L¢), (め,L¢)≧0

ト 9)

はOE

が成 り立つ (自己共役性と正値定符号性 )｡したがってジアジクスLij各成分に対して

LT1,㌔ L,rT
が成 り立つ (相互関係 )0 (10)に基いて変分原理

(I) (め,L¢)-(め,p)の条件下で (め,L¢)-最大,

(Ⅰ) 2(p,¢)-(¢,L¢)-最大
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(a) (p,¢ア/(Ql,L¢)-最大

妙

不可逆過程の古典的及び量子的変分原理

nH乳

(W) (め,L¢)/(p,め)-最小

が導かれ,これらの極値を与える ¢は (4)を増すのであるol)p- j〟 の場合,最大値は

電気伝導率,最小値は比抵抗に等 しい｡ 衝突演算子Lが2部分から成る(L-La+Lb)*

とき, (lR')からp≧ p｡+瑞 が結論される (pは Lの体系の比抵抗,pa,pbはL｡の

み, Lbのみの体系の比抵抗を表す )o等号の成 り立っことをMatthiessen則2)という

が,それは *の成 り立っ限り,破れるはずである｡磁場Hが存在する場合にはLは

L(H)-L･M(恥 M(- ヱ (kXH)･孟 ¢ (13)mC

に取換えられることになる｡ (10)に代って

(Q,L(坤¢)-(中,L(-H)め) (14)

が脚 立っのみで ((ll)は LT;(tD-L,yF(-H)に変る),極値問題 (12)は停留値問

題に留ることになる｡

エントロピーの表式

Sニ ーk首(fplnfp+(1-fp)ln(1-∫,))

に基いて, (12)に現れる表式は

(机 ¢)/T- (芸), (姉 Q),T--(A)C (15)

のように表 されることが示される｡ (∂S/∂t)Cは衝突項 (∂f/∂t)C…(∂f｡/∂e)L¢

に基 く, (∂S/∂t)dは流動項 (∂f/∂t)d…(∂fo/∂e)pに基 くエントロピー変化率

表す｡これから変分原理の熱力学的意味が理解される｡電子の分布だけでなく,フォノ

ンの分布も電場や温度勾配の影響 を受ける場合にも,理論形式は全く変らない03)

§ノイマン方程式の問題4)

密度行列 βに関するノイマン方程式

芸 ･t〔tK,p]- ÷ 〔PIEt,p]

を(電場 Btがか､っている ),Pと局所平衝形
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qJ-Kexpト PLK-EN一首(Pku-k+Ekn-k)] (17)

との差 (uk, nkはエネルギー密度,粒子のフー リエ成分, Pk,Ekもフー リエ成分 )

pl- p - 化 ニー′ Pdlpceん〟 ¢e一拍
0

に関して整理すると,

∂¢

五 十 五 〔LH再 〕-P

となる (s-+0)｡内積

< め,サ>ニー′PdlT,(6pcekK+e-AH)0

(18)

鋤

(21)

が定義される｡ 石は ¢に時間反転操作を施して得られる演算子である｡これに対して

< ¢,サ>-<+,¢>~ 提2)

が成 り立っ｡< >~は時間反転系について定義された内積である｡< め,Lサ>につ

いては

くす,L¢>-< め,L~サ>- C3)

が成 り立っ｡ Ⅰ｣~は時間反転系に対して (20)によって定義される｡ (22),(23)はこの

演算子空間がヒルベル ト空間を形成することを示す (量子力学の波動関数の空間と相似 )0

(20)を解 くことは,変分原理

W-2<P,¢>-< ¢,L¢>-停留 伽)

を解 くことに同等であるo l体問題的記述においては, め-2<kI射k'>ata一′の行

列要素<kl¢Ik′>に対して,内積は

< ¢,サ>ニーt,((1-f｡)Qf｡elLK+e-L･JU)

とな り, 摘 1体の密度行列< kI‖k'>-Tr (akPat′)から
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∫ -f｡+′Pdl(1- f｡)elLKfo¢e-lLX
O
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価)

によって導かれるものでもある｡ (26)の対角要素は (2)式に他ならない｡1体記述にお

ける (24)式のWについて停留条件 ∂W/∂<kl¢Ik′>-0を用いて, ¢の非対角要素

を消去 し,対角要素<klQTk>を ¢kと記すと, (25)は

W-2(P,¢)-(¢,L¢)-最大 (節

すなわち変分原理 (12)に帰着する｡情報を遂-的にせず,変分式Wを部分情報に短絡

させると,極値問題が現れる(確率概念,エントロピー概念の実態化 )0

§終に-こと｡

前 2節の変分原理はOnsagerの変分原理5)と同形であるo考えの基礎は異っているがo

prigogineの変分原理6)はこれと別の段階のものである｡前者では (9)式 (一般化 して

書く)

Ji=fLijXj, Lii-Lli
授乳

が結論であるが,後者ではこれが前提となる｡エントロピ発生率は (28)を用いると,

p-意 -i蔓 1XiJi - 2LijXiXj (29,

となり,安定な定常状態では Pが最少になっているというのがプリゴジンの原理である｡

この原理は線型関係 (28)を前提としているが, Ridleyはこの原理に基いて非線型の問

題 (Gunn効果 )を論じてい霊)したがってその結論には疑問がある｡

引 用
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3) ∫.Ziman,ElectronsanadPhonoIIS(OxfordattheClarendonPress)･

4) H.Nakano,Proc.Phys.Soc.82(1963),757;Frog.Theor･Phys･37(1967),52,

49(1973),1503.
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7) B･Ridley,Proc･Phys.Soc.82(1963),954.

｢非線型緩和 について｣

東大理 鈴 木 増 雄

非線型緩和に関して最近考えた次のような 3つの事についてお話 した｡

1. 不安定点からの緩和

2. System- size展開と, リャブ-ノフ関数及びH一定理

3.線型及び非線型臨界緩和指数について

1. 最近,久保1ト 3)によって提唱された示量性の仮設に対するミクロな基礎づけ4ト 8)

及び巨視的な立場からの偏微分方程式論的な示量性の証明が与えられた09)これは, van

KampenlO)の system-size展開の拡張にもなっている｡ここで軌 示量性のワクの中

で,即ち,分布関数に対する熱力学的極限をとるという漸近評価の範囲内で,℃ 以下に

対しても,時間が充分経過 した後では,平衡分布 (又は定常分布 )に近づ くことを示し

た3)特に,初期分布が不安定な場合tj:,非常に扱いにく､て難かしい問題であるが,そ

れを取 り扱 う一つの方法を提案 した｡それは,確率変数 Xを複素平面上に拡張 して,

E-Ⅹ2と変数変換 した新 しい f一平面の全軸上でのmostprobablepathiL(t)を追いか

けてやると, t--で p(t)- 〟e｡にな り,分布 も定常分布に近づ くことが示せるo但

し,これが本当に物理的な過程に対応に対応 しているのか,単なる数学的な解に過ぎな

いのかは,今後の研究にまたねばならない｡ もう少 し詳しくは,文献9)を参照して下さ

い｡
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