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BetheAnsatzとSoliton

北大 ･工 飛 田 和 男
§1.序

古典一次元系では,逆散乱法等によって,いくつかの完全可積分系が知られ,その多 くで

ソリトンが存在する｡一方,量子一次元系については,古 くからBetheAnsatzで解ける例

が知 られていた｡近年,このBetheAnsatzは逆散乱法の量子化に他ならないことが明 らか

にされてきた｡ここでは,量子系におけるソリトンに焦点をあて,BetheAnsatz及び,それ

を用いた統計力学を紹介 し,あわせて,量子サイン･ゴル ドン系-適用 した結果を紹介する｡

§2. BetheAnsatz

この節及び次節においでは,最 も簡単で,ソリトンをもっ例 として,♂-関数形の2体力

で相互作用 している一次元ボーズ系1)を考える｡ノ､ミル トニアンは (i--1)

H-I[ax¢*∂転+C¢*¢*掴 ]dx
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BetheAnsatzとSoliton

で与えられる｡ ¢はボーズ演算子である｡この時 ¢のみたす/､イゼンベルグの運動方程式は,

ボーズ量子化 された非線型シュレーディンガー方程式 となる｡この系の2体波動関数は,座

標が異ると相互作用がないから

xklk2(x.,x2)- (0(x1- 32)+｡iA(k"k2)o(x2l Xl)i ei(k】て】十k2x2)

とかける｡ここで β(α)-±1(∬≧0)である｡』は衝突に伴 う位相のずれで,

A(kl,k2)-iln(
1

k1-k2+ic

kl- k2- 1C

(2)

(3)

となる｡次にⅣ体波動関数 を(2)の拡張 として次のような形に仮定する｡

〟 〟

xk,･･kN(xl,･･.,XN)-∩ eiktX昔 (o(XLIX,)+eiA'k"k''o(xj-Xi)) (4)i-1

これが,BetheAnsatzである｡このⅣ体波動関数は (1)の固有状態であることが確かめられ

る｡ エネルギーは

_〟

E-左 kL? (5)

で与えられる｡ここで (4)がOにならないためには頼 ますべて臭っていなくてはならない｡

C<0の場合は,n(-1,-･,∞ )ケのkjの組

k,-雷鳥 (n-112j)ic j- 1,- ,n

が束縛状態を作るO この状態のエネルギーは

E-nl(告)2-告C2]

(6)

(7)

となる｡これは非線型シュレーディンガー方程式のソリトンの振動部分を量子化 したものに

なっているので,これを量子 ソリトンと見なすことができる｡

C>Oの場合,束縛状態は存在 しない｡有限の粒子密度の場合 を考えると, (4)に対 し周

期的境界条件を課すことにより

kaL-2打Zi+,SiA(kL,kj) (8)

となる｡ここで上は系の長さ,∫乙は量子数である｡基底状態はエネルギー (5)を最小にする

ように,順に粒子がっまっている(ZL+1-Za-1)｡状態密度 を
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と定義 し, iとi+1に対 し(8)の差をとりkを連続化すると,-kF<k<kFに粒子がある時,

kF 2C

-Jち (k-k′)2+C2
27EP(k)- 1+∫ p(k')dk'

とな り,基底エネルギー及び粒子数は

E-予 k2p(k)｡k,N= J p(k)dk
毎

-kF -kF

(10)

(ll )

となる｡この基底状態からの励起は,1)困-kF-困 >kF,2)回 く kF一回-kFの 2通 り

があるo 1)の型の励起は自由ボーズ系でもあるが, 2)の型は,自由ボーズ系では kF -0の

ため存在しない｡従って2)型の励起は非線型励起である｡ 2)の励起のエネルギースペク ト

ルを調べると,古典極限で,darks｡lit｡｡解に移行する≡) 即ち,2)型励起は量子化 された

darksoliton解 と考えられる｡

§3. 統計力学

有限温度ではエネルギー最小でないため,ZL.1- ILは 1とは限らない｡そこで,とばされ

たZiの値に対 しては空孔があると考え,前節と同様に,粒子,空孔の分布関数 p(k),ph(k)

を導入すると(10)を導いたと同様にして,

27C(p(k)+ph(k))- 1+I
-1_ヽ｢

2C

(k-k')2+C 2

p(k')dk'

が得 られる｡自由エネルギ-は

F-∫-k2p(k)dk-TIf (pln(1+旦)+phln(1+pl))dk-LTt' ~"､ 一0

(12)

(13)

となる.これを最小化 し(12)と組合せると,e(k)-Tin(ph/p)に対 し,次の方程式が得 ら

れる,

e(k)- k2-〟一里J- 1n(1+ e一拍''/T)
7C -LL｡

dk/

C2+(k-k')2

ここでpは化学ポテンシャルであるO自由エネルギーは,e(k)を使って

F-pN一差 L_Ialn(1+ e-EW/T)dk

a

(14)をとけば,(20)より種々の熱力学的量が求まる｡
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§4. 量子サイン･ゴル ドン系-の応用

我々は上記の方法を量子サイン･ゴル ドン系に適用 した｡この系の束縛状態には基底状態

からの励起 として次のようなエネルギーを持っものがある40)(α1,α2,αはパラメータ)

E--ch芳 +mch賢 (ソリトンー反 ソリトン対に対応) (21)

E-2m sint
冗(7C-〟)

2/上 j)Oh器 (ブリーザーに対応,j-1,2,-) (22)

〟は結合定数から決る定数である｡ (22) はブリーザーの振動部分が量子化されたものとみ

なすことができる｡この他無限に束縛状態があるが,古典解との対応は明らかでない｡この

場合,無限個の束縛状態に対応 して,無限個の連

立積分方程式が得られるが,これらは7r/(7CIP)

が整数+0の時有限個とな り,数値的に解 くこと

ができる5.)比熱は図 1のように求まる｡ここで,

非線型効果をひき出すためノ●- 1のブ リーザー

と同じ質量をもつ自由フォノンの比熱を差引いて

ある｡〟Sはソリトンの化学ポテンシャルであり,

ミスフイトに対応する｡FIs< 7nでは基底状態でソ

リトンはなくソリトンやブ リーザーが励起される

図 1 禦 整 三憲 買
/レ(

とともに増加 し山をっ くる｡〟Sをますにっれ励起

ェネルギーが下が り,ps- 7nでは低温でrl/28こ比例する.〟S> mでは,基底状態ではソリト

ン格子が量子効果で融けてtソ リトン流体"になっている｡低温比熱はTに比例する｡psが大

きくなるにっれ,山は, ソリトン,反 ソリトンの励起に対応 して二つに分れる｡これは更に

古典系に近づ く(p-7C)とps<7nでも見 られる｡

古典論ではps>mで,比熱の非線型部分は低温で

負になり,低温側の山はない｡ 従ってps>mでの,

低温の山は量子効果である｡

以上の取扱いでは,連続体モデルのため,比熱

全体の振舞は高温でTに比例 し,等分配則を再現

しない｡そこで,現象論的にデバイ切断を導入 し

て求めた比熱が図･2である (〟S -0)｡この様な比

熱は,デバイ比熱に非線型性による山が加わった
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図2 デバイ切断を入れた量子サイン

ゴル ドン系の比熱｡
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ものとして定性的に理解することができる｡

古典極限においては,低温に限り,ソリトンの寄与は,転送行列による結果を再現する｡

jが有限のブリーザーの寄与は,自由フォノンの寄与を与え,デバイ切断を入れると等分配

則を再現する｡

この系の有限温度励起については,次の石川氏の報告を参照されたい｡

この研究は,今田正俊 (物性研),石川正勝 (道都短大)との共同研究である｡
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MassiveThirring-量子sineGordon系の有限温度励起スペク トル

道都短大 石 川 正 勝

MassiveThirring-量子 sineCordon(QSG)系の有限温度における励起スペクトルに

っいて,以下の結論1)に関する報告を行なった｡

㊨ Z｡t｡S-F｡wl｡r(ZF)2)は真木一高山 (MT)3)の有限温度における励起スペクトルの理論

を,ベ-テ仮説 (BA)法と関連付けて論 じているがZFの求めた励起スペクトルは等温励起
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