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研究会報告

ブラウン運動の階層性

一 古 典 的 モ デ ル , 中性 子 散 乱 , ク オ ー ク ･

グルオンプラズマにおいて

早大 ･理工 水谷雅志 ,室谷 心,並木美善雄

1.はじめに

自然界には物質の傭層性があることがよく知られている｡--大宇宙一銀河系一太陽系一地球一身近な

物体一分子 ･原子一原子核一素粒子-クオークー--と続 く階層性である｡素粒子論では,物質の構成要

素が発見されれば,｢わかった｣と素朴に考えていた時代があったように思 う｡最近の素粒子論の発展は

｢わかる｣ということのむずかしさを改めて示 しているかのようだ｡

一方,多重発生をともなう高エネルギー反応の分析では, しばしば,｢一体何 がわかったのか ?｣とい

う質問に悩ませられてきた｡実際,｢わかる｣ということは何であるかを真剣に考えた人も多いと思 う｡

この不透明さが若い研究者 を高エネルギー反応の研究から遠ざけた一因かもしれない｡

では,そのような複雑な現象を ｢わかる｣とは,どういうことであるか ? それは,まず第-に,現象

論の確立である｡少数の現象論的パラメータ(物質定数 )をもつ現象論によって,現象の本質的局面が理

解できたとき,｢わかる｣ための作業は第一段階を終了する｡第二段階は,その現象論 (および物質定数 )

を基礎的な力学法則 (第一原理 )から導出することである｡この二つの段階が完成して,はじめて ｢わか

った｣といえると,私は考える｡

しかし,現象論と第一原理の距離は多くの場合極めて遠い,そこに,tt中間段階過程"とその理論が登場

する余地と必要性がある｡すなわち,複雑な物質現象は

現象- 現象論 - 中間段階理論 - 第一原理

という階層性によって理解すべきものである｡この考えの意識的適用を試みたい｡

とはいっても,この考えはここではじめて導入するものではない｡すでに,物性論や原子核物理などで,

意識的または無意識的に使われてきた考えでもある｡この小文では,その考えを

(i)古典的ブラウン運動

(ii)低エネルギー中性子 ･原子核弾性散乱

(iii)クオーク･グ/レオン･プラズマを目指した流体理論

に適用 しよう｡

(i)古典的ブラウン運動では,第一原理はいうまでもなく多体のニュー トン力学である｡現象論 として

は,例えは オームの法則をとることができよう｡中間段階理論としては,一体的ブラウン運動を記述す

るランジュバン方程式が適当である｡これは現象論パラメータとして摩擦係数を含む｡オームの法則にお

ける伝導率はその摩擦係数によって表される｡一方,摩擦係数は第｢原理から導出されるというわけであ
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｢進化の力学-の場の理論的アプローチ｣

る｡なお,一体的ブラウン運動にも階層性があることが知られている｡これらを簡単なモデルによって説

明したい (§2)｡

(ii)低エネルギー中性子の原子核 (質量数 A)による弾性散乱は基本的には(A+1)個の多体問題だが,

一体的な光学ポテンシャルという括像が成立し,そのまわりに くくゆらぎ"があることが知 られている｡こ

の場合,第-原理は(A+1)体のシュレーディンガー方程式であ り,現象論が一体の複素光学ポテンシ

ャルである｡一つの光学ポテンシャルによって,多数の原子核に対 して,現象である(粗視化された)敬

乱断面積 のエネルギー依存性(一種の巨大共鳴 )を説明することができる｡光学ポテ ンシャルがこの場合

の現象論的パラメータである｡さらに,中間段階理論としては,光学ポテンシャルをもつ 1体のシュレ-

ディンガ一 ･ランジュバン方程式があり,それを第一原理から導出する方途もある｡これは一種の量子力

学的ブラウン運動である(§3で概略を説明したい )｡ また,これらを基礎にして,核物質の輸送係数 を

求めることもできる｡

(i)と(ii)の中間段階理論は,多体系の中に存在する一体的集団運動モー ドを見出 し,それを基盤にして

成立 した｡現象の本質を記述する集団運動モー ド(それは必ず しも一体的とはかぎらない )を見出すとこ

ろが重要である｡第一原理に含まれる基本的相互作用は,まずこの集団運動モー ドをつくるのに費され,

その残 りがそのモー ドから逸脱である散逸効果 (すなわち,摩擦係数や粘性係数など)を与える｡しばし

ば,物質定数 を(久保理論などを使って )直接第一原理から導出しようとする試みを見るが- それでよ

り簡単な藤倉もあるが- それはあまりにも短絡的である｡繰 り返 しだが,まず現象論を確立し,それに

近 く,かつ,第一原理 との中介をする形で中間段階理論をつ くる必要性と意義があると,私は思う｡

この考えをクオーク･ブルオン･プラズマの問題に適用 しようとしたのが,(酌である(§4でくわしく

述べる予定 )｡ただし,この場合はまだ現象論が確立しているとはいいがたい｡ここでは流体モデ/レを現

象論 と考えよう｡したがって,流体の物理量に対する熱力学 と流体力学方程式が現象論法則である｡一方,

第一原理はQCDである｡いうまでもなく,QCDと現象論 との距離は極めて遠い｡中には,格子ゲージ

理論の数値計算ですべてが終ると考えている人がいるが,原理的には可能だとしても,完成ははるかに先

のことであろう｡また,先ほどの階層論の立場からいえば,得策とはいえない｡

まず,クオーク･ブルオン･プラズマの本質 を把える集団運動モー ドがわかったとしよう｡そのモー ド

を記述する正準演算子に対して,演算子ランジュバン方程式 を中間段階理論 として設定する｡場の量子論

的ブラウン運動である｡現象論的パラメータはそのランジェバン方程式に含まれるスペクトル関係と減衰

定数である｡中間段階理論の目的は,それらをインプットとし,熱伝導率や粘性係数などの輸送係数をア

ウトプットとして与える理論の定式化なのである｡インプットの関数形に対 しては,現象 レべ/レでの良い

結果 を与えるようなものを現象論的モデルとして与えてもよいし,格子ゲージ理論の結果 をもち込んでも

よい｡後者の場合は,第一原理と中間段階理論 との関係をつけたことになる｡一般に,この関係は有限温

度場の量子論 を解 くことによってえられる｡(iii)はまだはじまったばかりであって,未解決の問題が数多

くある｡ここでは理論的定式化を述べ,後で室谷君が数値解について報告する｡

2.古典的ブラウン運動における階層性1)

まず, 1次元のブラウン運動モデルを考えよう｡一つの微粒子 (質量 M)が,周囲にある多数の液体分
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千 (質量 m)と衝突を繰 り返 しながら進むわけである｡微粒子の速度をⅤ,それと正面衝突する液体分子

の速さを-u+,後追い衝突する液体分子の速さをu一,液体分子の線密度をnとすれば,エネルギー保存

則と運動量保存則より,微粒子の運動方程式

･;ニーn諾芸 (V･ u . )2+n芸 慧 (V-u-)2 (2-1)

が得られる｡ただし･u士>Vとした｡M≫mを仮定し,u.+ u_-2芯-と平均量 Jでおきかえると(2-

1)は,

M;ニ ー8nm言V-4nm(u+- u_)Tl (2-2)

1
となる｡問題にしている時間尺度が平均衝突時間間隔 t｡- ニーより十分長いとして,液体分子の速度を

un

統計法則によって扱 うことにする｡集団平均を<->により表わせば,

<u+>=<uI>=u･<u+- u_>=0

である｡さらにエネルギー等分配則

kT

<(u+ - u-)2> - 言

を使って (2-2)の内容を調べよう｡(2-2)式を

mv- -fv+I
∫-8nmu

I--4nm(u+- u_)芯,

と書き直せば, Eは次の統計法則にしたがう:

<f>-<-4nm(ur u_)T>-0,

<E2>- (16nmT)nm<(u.-u_)2>7

-2fkT/t｡

(2-3)

(2-4)

(2-5)

これは微粒子のブラウン運動を記述する一体的確率過程のランジュバン方程式である｡すなわち, ミクロ

時間尺度の多体的ニュートン運動方程式 (2-1)から,マクロ時間尺度の一体的ランジュバン方程式 (2

-3)を導出したわけだ｡特に(2-5)は揺動力 Eと散逸定数 (今の場合摩擦係数 f)の関係を与える揺動

散逸定理 (ナイキストの定理 )として知られているものである｡これで第-原理から中間段階理論-の移

行を完成したことになる｡

次に, ランジュバン方程式を基礎にして,現象論的法則を与えるプロセスに移る｡電場Eのある場合の

ランジュバン方程式は
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M;-eE- fv+I
｢進化の力学への場の理論的アプローチ｣

(2-6)

2

であるが, Vの定常状態平均は< V'-÷ Eとな｡,電流密度 J- e<,>n-一宇 Eを与える｡ したが

って,オームの法則

J- αE; α- (2-7)

がえられたわけである｡物理定数 αがランジュバン方程式に含まれている摩擦係数 fによって表わされて

いる｡(2-3)第2式はその fを第-原理から求めたものであった｡

さて,この古典的ブラウン運動にも一種の階層性があることを注意しておきたい｡多体的力学過程から

粗視化によって,一体的方程式 を導出すると

MX+ fX-F-I
となるが(Fは外力など),揺動力 Eは多くの場合

_｣_ヒjユ
<E(t)>-0,<E(t)E(t,)>-<f2>e tO

(2-8)

(2-9)

という統計的性質をもつ,toはミクロ緩和時間である｡ここで t｡をゼロとするような時間尺度に移行す

れば,expト It- t′Vto]-2to∂(t- t′)であるから,(2-8)と(2-9)はランジュバン方程式

1
Ⅹ+ KXーK-五E,
<f(t)>-0,<f(t)I(t′)>-2fkT∂(t- t′)

(2-10)

となる｡2t｡<f2>-2fkTはすでに見たとお りである｡デルタ関数の存在によって,この確率過程が

マルコフ的であることを知る｡§4の理論 との関係で記憶 しておいてほしい｡

(2-10)はOU型確率過程のランジュバン方程式である｡この方程式を(1/K)程度の時間尺度につい

て平均 しよう｡すなわち,平均操作

KI_tme-K(卜t′)Ⅹ(t′)dt′

を行 うと,(2-10)は

1_
Ⅹ+-K- γ

E ･ 拍 )-忘I_tme~k't-t′'f(t′,dt′

となる｡ただしK--K(Ⅹ 十 0(i ))であることに注意｡甲の統計性は簡単な計算により

fkT一項1′l
<甲(t)>-0; < 甲(t)甲(t′)>--e

応M2

となることがわかる｡したが-て÷ - 0の極限で
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Ⅹ+⊥ K- 甲,K

< 甲(I)>-0

< 甲(t)甲(t′)>-2a∂(t- t′); a-

(2-12)

というウィーナー過程のランジュバン方程式が得られる｡すなわち,OU過程の緩和時間⊥ が無視できる
K

ような,より粗いマクロ的時間尺度に移ることにより,OU過程はウィーナー過程-と移行 したのである｡

この移行をFokker-Planck方程式を使って議論 しよう｡以下簡単のためF-K-0とする｡OU過

程のランジュバン方程式

Mv+ fv-I,X-V

に対するFokker-Planck方程式は

£+(x･V,t)- (憲 Dv2h Dvv-Dxvi+(x･V･t)

(2-13)

(2-14)

である｡少(x,V,t)は確率変数 X,Vに対する確率分布関数｡

まず速度過樫として考える｡確率分布関数 や(V,t)-Iや(x,V,I)dxに対するFokker-Planck

方程式は,

£ 頼 ･t)-(岩 D… +- i頼 ,I,

となる抗 これはランジュバン方程式

意 (Ⅹ-i ,)- 甲

(2-15)

(2-16)

に対応†る｡この左辺において Ⅹ-÷ V- Ⅹ(i--0)という極限操作を行 うことにより･ウィーナー

過程のランジュバン方程式 妄-符が得られる｡

また位置過程に対する分布関数は す(Ⅹ,t)-J少(Ⅹ,V,t)dvでは与えられない｡くわ しい議論は
1

省賂するが,それは p(Ⅹ･t)-I+(Ⅹ一T v,V･t)dvであるO(2-14)からp(Ⅹ･t)のFokker-

pianck方程式を求めれは ÷ を無視する近似では, ウィーナー過程のFokker-Planck方程式であ

る拡散方程式

∂
訂P(Ⅹ,t)-αD…9(x･t)

がえられる｡なお,(1/K)- 0では ?(Ⅹ)-少(x)｡

(2-17)

5.低エネルギー中性子散乱に対する量子力学的ブラウン運動 2)

低エネルギー中性子と質量数Aの核子の散乱問題は,基本原理に従えば,A+1体のシュレーディンガ

ー方程式を解 くことにより解決される｡一方この間題に対する現象論として,光学モデルが存在する｡光
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｢進化の力学への場の理論的アプローチ｣

学モデルは,入射中性子の波動関数のしたがう方程式 として,複素ポテンシャルⅤを持つ一体のシュレ-

ディンガ-方程式

穏 少-[- 完 F2+Ⅴ]少 (3-1)

によって表わされる｡

筆者は基礎理論であるA+1体波動方程式 と,現象論の一体光学モデルとの橋渡 しをするものとして,

ランジュバン･シュレーディンガー方程式 を考えた｡それはc数ランダム波動関数 xとc数ランダム源 t

に対 して

fi2

i接 x(x,t)-[一元 V2+Ⅴ]x(x,t)+I(x,t,

を要求することによって定式化されている｡このxと光学モデルの少との関係は

+=<x>

(3-2)

(3-3)

I=
であり,また fの統計性は fの7- T)ェ変換 f(x,a))に対する

-~ヒニ_チ
<f(x,aJ)>-0,

(3-4)

<了(x.a')了 *(x′,W′)>可ImV(x)Jn(a',T)･∂3(x-x′)♂(ar c,′)

で与えられる｡(3-4)第二式は核反応における揺動散逸定理であり,原子核ナイキス ト定理 と呼ぶべき

ものである｡また fはc数 ランダム源であるが,量子論的性質の反映として(3-4)第二式には分布関数

n(a),T)が現われ,マルコフ的性質 ∂(t- t′)は実現されない｡

筆書はこのランジュバン･シュレーディンガー方程式 (3-2),(3-4)を用 いて中性子散乱断面積の

∝ゆらぎ"を説明すると同時に,(3-2)と(3-4)を基礎理論から導出 して,光学モデルの基礎付けを行

った｡詳細は文献2を見ていただきたい｡

4.演算子値ランジュパン方程式と涜体輸送理論3)

最後に筆者達が最近行った,クオーク･グルーオンプラズマ現象を目差 した,演算子値ランジュバン方

程式に基づく輸送理論を紹介する｡

宇宙初期や高エネルギー重イオン反応において,高温高密度状態が実現 される｡そこでは･ クオーク閉

じ込めの破れたクオーク･グルーオンプラズマ状態になっていると予窄 されている｡- ドロン相とこのク

オー ク･グルーオンプラズマ相との間の相転移現象に対 しては,いくつかの現象論的考察がある｡しかし,

これらの現象論 と基礎理論との関係は,現在の時点では,それほど明白なものとは考えられない｡一方基

礎理論に密着 してのアプローチとして,格子ゲージ理論がある｡格子ゲージ理論の数値計算により数多 く

のことが明らかになってきたが,現在の数値計算で調べられているものは,平衡状態の性質にすぎない｡

非平衡な現象である高エネルギー重イオン反応などの実際の現象に対して,そのまま適用することは不可
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能である｡そこで我々は §1で述べた方針にしたがい,現象論と基礎理論 (第-原理 )との中間に,両者

の橋渡 しをする半現象論 (中間段階理論 )として,演算子値ランジュバン方程式を考えることにする｡こ

の演算子値ランジュバン方程式に含まれるパラメーターにより現象を説明L,] さらに基礎理論によって演

算子値ランジュバン方程式を基礎付けるというのが我々の戦略である｡しかし,本稿では,演算子値ラン

ジュバン方程式 と現象論 との関係に話を限ることにする｡

まず,現象論 として流体モデルを採る｡宇宙初期や高エネルギー重イオン反応などで,実現が期待され

る高温高密度状態の流体では,当然局所系が存在し,その局所系に対しては局所平衡を仮定する｡局所系

はミクロ的には大 きいが,マクロ的には′トさい｡いまこの局所系を,同じ熱力学的性質を持っ平衡状態に

ある無限に大きい系で置 きかえよう｡その系の支配的なモー ドを a(k,t)とする｡簡単のため,中性ス

カラーボソンモー ドを考えることにする｡この a(k,t)のしたがう方程式として,

ii(k･t)- I.tK(k･t-t′)a(k･ t′)dt′+ I(k,t)

- i占T(k,t)-/otK*(k,t-t′)aT(k,t′)dt′+ f†(k･t)

(4-1)

を考える｡ここで f(k,t), f†(k,t)は演算子値ランダム源であり,K(k,t)は c数積分核関数であ
1

る｡K(k,t)のフーリエ変換をE(k,a,)= 6(k,a,)-す γ(k,a,)(γ>0)とし･f(k,t)のフー

リエ表示を

I(k,t)- I_'S da,
γ(k,α)

27E
p(k,a')A(k,a))e~ia't (4-2)

とするとここで･pは c数実関数である｡f†(k,t)は,(4-2)のエルミー ト共軌 また,A(k,6,)は演

算子とし,

[A(k,a,),A†(k;a,′)]=∂3(k-k′)a(a,-a,′) (4-3)

を満足するものとしておく｡a7-E(k,a))-0のゼロが伽の下半面に-あるという仮定のもとで (4-1)

の定常解 を求めると

a(k,t)-工芸 da･

a†(k,t)- G da･

γ(k,a)) p(k,a))A(k,a))

2万 al-E(k,a))

γ(k,α)〟(k,a,)AT(k,a,)

2万 a7-E*(k,al)

がえられる｡ここで任意の時刻に対し同時刻正準交換関係

[｡†(k,I),a(k′,t)]= ∂3(k-k′)

を要請すれば,(4-4)と(415)よりp(k,a))に対する条件

I_三 豊 ,p2(k,α)

γ (k, aJ)

IdJ-E(k,aJ)J2
=1
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がえられる｡c数関数 β(k,α)は(4-6)を満足 しなければならない｡さらに,以下の関係式が意味を

持っためには

p(k,a))-0 for aJ<0 (4-7a)

を要求する必要がある｡βの具体的関数形に対 しては,いくつかの議論があるが,4)具体的モデル計算にお

いては, γが小さいという弱減衰近似の範囲で

p(k,a))-1 for w>0 (4-7b)

とおくことができる｡

次に熱平衡平均 (<-･>で表わす )の計算規則を与えなければならないが,それはKMS条件

<a†(k,t)a(k′,t′+iP)>-<a(k′,t′)a†(k,t)>ePp (4-8)

を満足するように決める必要がある｡ここで /9-T-1,Feは化学ポテンシャル｡この要求はA,AT,それ

らの積の熱平衡平均に対する次の日ansatzH.によって満足 される:

<A(k,a,)>-<A†(k,a,)>-0

<A(k,Q,)AT(k′,a,′)>- ∂3(k-k′)♂(6,-a,′)[1+nL(a,,T)]

･<AT(k,a,)A(k,,W′)>- ∂3･(k-k′)a(a,-Q,′)｡(a,,T)

<A(k,a))A(k′,a)′)>=<AT(k,a))AT(k′,QJ′)>=0

なお,高次の積に対 してはウィックの法則を適用できるとする｡ここで n(a),T)-は

n(α,T)-
eP(a'-JL)l 1

である｡(4-2)と(4-9)からfの平均値及び相関が求まり

<f(k,I)>=<f†(k,I)>=0

･f(k,t)f†(k,･t,),- ∂3(k-k′)I.m 芸 p2(k,W)γ(k,伽)

×[1+n(al,T)]e-ia)(t-t')

･f†(k,t)I(k,･t,),- ∂3(k-k′,I.00 d2= p2(k,W)r(k,α)

×n(a,,T)｡ia'(t-t′)

<f(k,t)I(k,,t)>-<fT(k,t)fT(k,,t,)>-0

-101-
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となる｡この相関の式は,揺動散逸定理そのものであり,ナイキストの定理の量子論版である｡ここで特

に注意すべきことは,量子論的性質の反映として n(a),T)が表われ,白色雑音ではない点である｡従っ

てこの確率過程はマルコフ的ではなく,5)素朴に期待 されるような運動論的方程式に依っては,記述するこ

とのできない性質のものである｡

我々の半現象論の立場では,E(k,a))もしくは 6(k,a))とr(k,aJ)が現象に対 し合せ るべきイン

プットパラメーターである｡以下に見るように,すべての物理量は 6(k,a))とγ(k,aJ)で書 くことが

できる｡

この a(k,I),a†(k,I)を用いて,熱浴中の場の演算子 ¢(Ⅹ)を次のように定義 しよう｡

× [

[a(k,I)eik･X + ｡†(k,I)｡-ik.X]

d3k ^∞

A(k,aI)

a)-E(k,a))

r(k,a)

2符

ei(k･x-a't)+

ここでIB(k)は,¢(x)に対 して同時刻交換関係

●
[¢(x,t),♂(x′,I)]-i∂3(x-x′)

を与えるように決める｡すなわち,

B(k)-Jow 芸 p2(k,α,

αγ(k,α)

AT(k,W)

aJ-E*(k,a)

Jal-E(k,W)l2

e~i(_k.x-wt)]

この場の演算子 ¢(Ⅹ)から,エネルギー運動量テンソルTJLyと粒子流演算子 JJ,を

TiW(x)-:Q(Ⅹ)YpyyQ(Ⅹ)‥

⇔
J〟(Ⅹ)- :¢(x)㌔¢(Ⅹ):

(4112)

(4-13)

(4-14)

(4-15)

と定義することができるe)ここで Pp-i (電 ISTp)であ｡:AB:はAとBのノー- ル横である｡こ

=≡≡コ

の TjEy及びJJLの期待値により,熱力学的量が与えられる｡例えば,エネルギー密度 E(T),圧力 P(T),

エントロピー密度 S(T)はそれぞれ

E'T'-2B Jowk2dkJom芸 蒜 p2(k,W'伽

r(k,α)

lar E(k,a)I2

p(T)-孟 J.mk2dkJ.m芸 誌 p2(k,a,-i2
Q)
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S(T,-吉 Jomk2dk{(1+Jo(k,T),ln(1+Jo(k,T))

-Jo(k,T)lnJo(k,T))

J｡(k,T,-I.m器
p2(k,a,)

a) ,_,_ γ(k,a))

B(k)r ､~~′W'la)-E(k,al)12

となる｡また線型応答理論により,Tpvの対称化相関から輸送係数 を求めることができ?)8)熱伝導率 K,

ずれ粘性係数 7(S),体積粘性係数 で(V)はそれぞれ

K'T'-嘉 Iowk2dkJomdα
.04(k,a,)

a'2k2 4′. ､ γ2(k,a,)/4

B2(k) 打Jw-E(k,a')l4

×n(a),T)[1+n(QJ,T)]

k4

甲(S)(T)-一二 =J.mk2d'kJowdw- p4(k,α)′ヽウノ､
r2(k,a')/4

'､U′ 15打2Tyu yu J22(k) 打Ia'-E(k,a')l4

×n(al,T)[1+n(w,T)]

qN,(T)-孟 Iomk2dklo∞細 石石 [÷ k2一芸 宗 W2]2p4(k,a)

1

×
γ2(k,u)/4

打Ia1-E(k,a')‡4
n(a),T)[1+n(a),T)]

(4-17)

となる｡このように,熱力学的量も輸送係数 もすべて,我々の立場のインプットパラメーターであるE(k,

a))(すなわち,6(k,aJ),γ(k,aJ))を定めれば,具体的に求めることができるわけである｡

いま
aI-E(k,a)の極限を･ 伽- ej(k)-÷ γj(k), (,I-1,2･･･)

とし,その極での留数をRj(k)とし,γj(k)≪ej(k)という弱減衰近似をとれば,γの最低次で,

6(k･63(k))-ej(k)

γ(k･ei(k)-町 1(k)γJ(k)

Ri(k)- [1-

γ(k,QJ)/2

∂6(k,a))

,Ela'-E(k,a')l2 1

γ2(k,Q')/4

符Ia'-E(k,Q')l4

a-61(k)T l

-∑ Rj(k)a(ar ej(k))

-号 音 Rデ(k)∂(- j(k))

- 10 3 -
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とおくことができ,熱力学的量の近似的表式は

丑(T'-ま ㌻ Jk2dk 志 亨 Rj'k,63''k'n(ej(k),T,

p(T,- S Jk2dk& ?R,(k,n(Cj(k,･T,

S(T)-忘 Ik2dk[(1+Jo(也 T,,ln'1+Jo(k,T)

-J｡(k,T)lnJ｡(k,T)]

となる｡ここで

32(k)-∑ Ri(k)eJ(k)j

Jo(k,T,- 志 P Rj(k,ej(k)n(ej(k),T)

である｡また輸送係数の近似的表式は,

6?(k)

･T,-fTI.mk2dki -: R子(k)-β2(k) j γj(k)

xn(ej(k)･T)ln(ej(k)･T)+1]

符(S)(T)-
2

15万2T
k2

/.m k2dk- ZRf(k)iβ2(k)j γj(k)

×n(ej(k),T)[n(Sj(k)･T)+1]

(4-19)

(4-20)

(4-21)

7" (T,.-左 J評 dk ⊥ 珂 (k,蒜 [i k2一誌 ef(k,]292(k) j

x n(Ej(k),T)ln(ej(k),T)+1]

となり,よく知 られているように減衰係数 γj(k)の逆数に比例していることがわかる｡§2のく2-7)と

見比べていただきたい｡

以上ここでは,簡単のため中性スカラーボソンに限って議論 してきたが,フェルミオンに対 しても同様

に定式化できる｡またQCI)からの基礎付けについては,一応の筋道はあるが,別の機会にゆずりたい芝)
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演算子値ランジュバン方程式による流体理論

における数値解析

早大 ･理工 水谷雅志,室谷 心,並木美音雄

Universidad deSantiago deC｡mpostebla 伊達 伸

本研究会における並木報告 1)(以後 [1]と記す )に述べられている,量子論的ランジュバン方程式にも

とづく流体モデルの数値解析について報告する｡

[1]に述べられているように,我々は現象論 として流体モデルを採 り,現象論と基礎理論との橋渡し

として,量子論的ランジュバン方程式を翠定した｡ここでは,インプットパラメーターE(k,a,)を適当

に選ぶことにより熱力学的量に相転移 らしき振舞を与え,さらに流体方程式 を解 くことにより,クオーク･

グルーオンプラズマ相の時空発展を議論する｡

1.8とTに対する現象論的モデル

簡単なモデルとして O-E(k,a))-0の解が1つしかない場合 を考える｡その賂合,[1]の(4-19)

より熱力学的量は,

E(T'-嘉 Iomk2dke(k'n'沌 ),T'

k2.

p(T'- か owk2dk盲面 n'一仙 T'
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