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有光敏彦 ･柴田文明･橋瓜夏樹

原子系と光子系間のや りとりは正しくとり入れられていなかった｡以上の我々の方法ではそれ

らが正しく取入れられているので,発振状態-移る際の｢協力現象｣が議論できるわけである｡

数値計算で時間発展をみるのであるが,原子数 10個位までの計算が可能と思われる｡目下数

値計算中であるが,結果については別の機会にまとめて示すことにする｡

超 放 射 の 理 論

東 大 ･教 養
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超放射を量子論的に扱 う際,系のdensityoperatorの適当なC一数表示であるquasi十prObability-

distribution-function(以下QPDFと略す )がよく用いられる｡mastereq.はQPDFの従 う微

分方程式に焼き直される｡しかし,一般に無限次の微分を含むために解くことができず,一階

の微分だけを残し,ゆらぎの効果は初期分布の中に含ませる近似が行なわれる㌣ 3)また,電磁

場の減衰が非常に早いとして,場の変数を断熱消去することも多い｡我々は,高次の微分の影

響,断熱消去の有効な範囲などを調べるために,原子系に対しては,Spin･coherent-state場に対

しては通常のcoherentstateを用いた C-数表示で超放射に対するmastereq.を解いてみた｡こ

の表示のQPDFを用いると,微分方程式が厳密に二階で切れている｡

Ⅳ個の2-levelatomから成 り,singleィesonantmodeの電磁場と相互作用をしている系を考え

る｡系のdensityoperatorは相互作用表示で次の式に従う:

dp(i)
dt ニーig[tbR++b'打 ), p(i)]+AFP(i)

AFX- kt[bX,〆]+[b,Xb'])

(1)

ここでR+,Rvは collectivedipolemomentoperator,Rzはtotalpopulationinversionoperator,

㌔,bは場のannihilation,creationoperatorである｡9は原子系と場の相互作用の結合定数,K

は場が逃げていく早さを表わすdecayconst･である｡ kと相互作用の強さ-order(gJN)- の
k
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dr(i)
dt - Ac言(i)

2

AcX- i ([RてXR']+[RIx,R']iK

(2)

p(i)の C一数表示ダ(0,♂,α,α,*t)(1)より以下のような微分方程式に従 うことが分かる｡(言(i)

に対 しても同様の式が得 られる｡)

I(i)- ト iglL.αIL- α*･ i(L.%*･L 孟 )

I(M.Uq孟 -M -q)孟 )]･Kl意 α十品 a*･2孟 ])F(i),

ここで

M㈹ -Jm一言mx L , I-普

m- (sinOcos¢, sinOsin¢, 占os¢)

L:軌道角運動量演算子

F(i)を具体的に求めるために,固有関数展開を行ない,(3)を展開係数 aPn.,nq(i)の関係式に変

換する｡更に,時間をTRでscaleす ると次のような式 を得 る :

2J n ∞

F(i)-∑∑ ∑ aE,mq(i)Ynn(0,♂)e-(x2+,2)Hp(x)Hq(y)
TF O7n=-nP)q=O

Yn7n(0,め):球面調和関数

Hp :トp次Hermite関数 (α-x十乙yとおいた )

ipn,nq(i)--(p+q)KTRa雷,mq(tト i

+iapn,,qm71+(p+1)a雷,+mllq+i(q+1)aPJ,qm'111)+ n--)a+-+1

1吉aE:ml･.ql-ianp,,*1I (p･1)amp,'mliq1-i(q･1)anP,,a.･11I

2J+1- 7n (n+7n)(n+7n-1)
(2n-1)(2n+1)

(n17n)(n-7n-1)

(2n-1)(2n+i)
2J+2+n

(anp=11,･3+1

(anp_7,･芝_1+ia雷,_qlIi_1)

iaだlql:l十1)

(n｢n+1)(n｢n+2)

(2n+1)(2n+3)

(n+孤+1)(n+771+2)
(2n+1)(2n+3)

(amp;ll:mq_1+ianPlq,-,nl_1)

(mp.7,,3+1--iaだiql,lml.1))]

-Fl1-
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麻生素子 ･柴田文明

(5)式の中には〟TRだけがparameterとして残っており,この値が ringingの強さ,断熱消去の

妥当性などを決定する｡a霊芝(i)は計算機を使って簡単に求められる｡(p,qの上限については

収束が早いことが分かった｡)問題にする物理量は,直接展開係数で表わされる :

<b十b>t… <n>i-2(a.20.+a33)/a｡, a｡… ao.呂

･Rz,i-Jq(J･1)a?呂/a.

(6)

以下,計算結果を示す｡初期状態では,すべての原子が上のレベルにあり,場は0とした｡

図1は相互作用の強さを変化させた場合 (〟 -4)｡ (1-a)では相互作用が強 くなるに従い,

単純な減衰からringing-変化 している様子が分かる｡ (1-b),(1-C)では,断熱消去の有効

範囲を見るために相互作用 を弱 くする｡旦∠亙-0.1(kTR-100)で,断熱消去の結果 とほと〟
んど一致する｡従-て,相互作用の強さによ-て,㊨ ringingを起こす (整 o･5),④ ringing

はないが,場のはね返 りの影響が現われる(0･5,6 ,0･1),④断熱消去が許される(響J～ - K ′ー ′

≦0.1)範囲に分けられることがわかる｡我々の方法では,Nを大きく取れないのが華点である｡

そこで,系の特徴的性質がある程度小さな耳で収束するかを調べてみた｡まだ〟-10までであ

るが,その結果が図2である(〟TR-0.1に固定 )｡表 Ⅰに与えるような量を選ぶと,かなり
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TJ=4

KてR A:0.I

8ニ トO

C: ヱ.0

D: 5'.o

E:l().β
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_〟 6 8 10 (ii) 碑

R 2.97 3.01l 3.02 2.9 2.9

γ 5.8 5.2 4.9 9.3 5.2

hM -0.44 -0.47 -0.48 -0.5 -0.5

hm -0.68 -0.66 -0.65 -0.85 -0.7

-F14-
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2-b

収束してきていると思われるので,先に述べた高次の微分を落とした結果 と比較する｡ ii)は

Ref･(3)の値 (N-1012),iii)は我々と似た方法のRef･(4)の値 (N-20).r,hmの値が目立っ

て違っている｡これが高次微分の影響か,我々の〃が小さすぎる為なのかは今の段階ではまだ

分からない｡ (2-a)では,TDの〃依存性に従って時間のscaleを取 り直せば 1つの Curveに

収束すると思われる｡更にⅣを大きくして,動きを調べる予定である｡
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