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研究会報告

有限時間間隔の場の理論

一場の理論におけるシュレ-デインガ一括像の因果律にらいて-

慶応大 ･理工 野 本 和 ､~正

福 田 礼次郎

1.概要

場の理論における因果律の歴史は長く,色々な側面を持っている.特に,それは量子力

学の非局所的な性質と深く関わっでいて観測問題との関連で も興味深い.

因果律の場の量子論的記述 (微視的因果律)は;しばしばハイゼンベルグ措像で次の様

に表現される1).

lQ珊(I),QtO(y)]-o if (x一g)2<o (1.1)

3- (ェ0,x), .r2≡xJLx FL≡I.2-x 2

ここで,Q(I)は場の演算子であり,それがボーズ場 (フェルミオン場)ならば[,_]は交

換子 (反交換子)である.つまり(1.1)は ｢互いに空間的な2点にある場の演算子は可換

である｣ということを表している.これは,自由な場のみでなく,局所的な相互作用が存

在する場合にも成り立つ.また,このことは局所場の理論の最も本質的な要請のひとつに

もなっている.量子力学では,可換な物理量は,互いに影響を及ぼさずに観測できるとい

う原理が存在するので(1.1)は,空間的に離れた2点の観測は互いに影響を及ぼし合わな

いということを示している.つまり,いかなる場の擾乱 (信号)も光速を超えて伝わらな

いということである.しかし,これは抽象的な演算子の関係であって,いかに信号が伝わ

るかなどということは判りにくい.

そこで,別の措像-シュレ-デインガ一括俊一で因果律がいかに表現されるか調べた.

はじめに,初期状態の波動関数が時空の原点に局在したデルタ関数で表されるような-

粒子の非相対論的 ･相対論的な量子拡散 (quantumdiffusion)について調べた.その結果,

非相対論的には局在した次の瞬間には粒子は無限遠方まで場所に依らない確率で拡散して

しまい,光速を超えて粒子が運動し得るということがわ二顛る.しかし,非相対論では,光

速を無限大と近似 しているので当然の結果である.相対論的には,その状況はやや改善さ

れ,空間的である領域のうち十分遠方である位置に拡散する確率は殆どゼロになる.しか

し,相対論にさえも光円錐の外側のコンプトン波長程度の領域には無視できない確率で粒
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｢進化の力学-の場の理論的アプローチ｣

子を兄い出すことができることが,簡単な計算からわかる.したがって,この場合も因果

律が破れているといえる･この原因については,親牢検討中であるが,-?は初期にデル

タ関数の波動関数を用意することが非局所的な操作であることに起因していると考えられ

る.この間題を避けるために,次に局所的な操作により場に擾乱を与え,それが時間とと

もに場の中をどのように伝わるかを調べた.

先ず,自由な場において時空の原点に擾乱を与えるようなラグランジアンとして次のモ

デルを考えた.

望.-_喜(ap如 ))(∂〟如 )ト喜m 242(x)+J34(I)4(x) (1･2)

ここで,4(x)はボーズ場 (質量 m のスカラーボタン場)-の変数であるA.∴時刻j<0で任

意の初期状態を用意して(1.2)の系で時尚発展させ t>0車の波動 i汎)偶数を 柑 ¢]と

する.そこで,終状態の空間的領域の密度行列 pl¢S,¢S]を次の様に定義する.

plQTs,Qs]- /[dQt]gF*[抽 ¢]
[dQl]… Ⅱd¢(x)

ェ∈lxE.r2>ol

4It-¢E
(1.3)

¢t:時空の原点 (擾乱が加わった点)に対して時間的な領域にある場の変数.

¢S:時空の原点 (擾乱が加わった点)に対して空間的な領域にある場の変数.

このとき ｢plQs,¢S]は,Jに依らない｣ということを示すことができる.このことは,

場に擾乱が加わった点に対し,空間的な領域の状態はその影響を全く受けないということ

であり,完全に因果律を満していることがわかる.相互作用が存在しても,局所的である

ならば同様のことを示すことができる.

つまり,シlJレ-デインガ一括像での因果律は ｢場の擾乱力切口わった点に対して空間的

な点における密度行列は場の擾乱の影響を受けない｣と表現される.

さらに,シュレ-デインガ一括像の因果律の表現からハイゼンベルグの因果律の表現を

導くことができる.このことからシュレ-デインガ一括像の因果律の表現は,ハイゼンベ

ルグ措像のそれと少なくとも等価,又はそれよりも広い概念を含んでいると考えられる.

なお,本文中では自然単位系 C- 克 -1を用いる.

2. 1粒子の系における自由場中の量子拡散 (quantumd粁usion)

2.1 非相対論的量子拡散

自由粒子のハミルトニアンは,非相対論的には

EI-芸":i

である.初期(i-0)の波動関数を
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研究会報告

gt(x)-33(x)

とすると,終状態(i- T)の波動関数は

FJx)-a /d3pelp -l吾T-

となる.よって,終状態において点 xに粒子を兄い出す確率密度は,

凧 x)f2-(蒜)3

(2.2)

(2.3)

(2.4)

となり,初期状態を用意した次の瞬間には,全空間で粒子を兄い出す確率が等しくなる.

このことは,初期に粒子が存在した点に対し,空間的な領域にも粒子が存在することであ

る.つまり,粒子は光速を超えて移動したことになり明らかに因果律を破っている.しか

し,これは非相対論的な場合は光速を無振大と近似しているためであると考えられる.

的

図2.1

そこで,次に相対論的な量子拡散を考え,光速を有限にしたために因果律が回復するか

どうかみる.

2.2 相対論的量子拡散

相対論的な自由粒子のハミルトニアンは

H -節

である.前節と同様にして,初期(£-0)の波動関数を

F,(x)- 53(x)

とすると,終状態(i- T)の波動関数は

柑 x)-a /d3pelPX-iJTiW

--2妾 △(十,(I)

x-(T,x)
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｢進化の力学への場の理論的アプローチ｣

ここで,A(')(I)は場の量子論で用いられる不変デルタ関数の 1つであり次の様に定義さ

れる.

A(･}(I)I-偲 [j芸 ]elPX

m -野蛮 西

(2.9)

このp-積分を陽に実行するとt,結果は次の様になる.

d̀+I(I)- 一志 恒 2ト e(x2鼻 tJl(-G ト iNl(-G )I

･oト ェ2潰 K l(- √ 司 (2･10)

.r2- 3ふ2- x 2

ここで, Jl: 1階の第1種 Bessel関数

Nl:1階の第2種BessLel関数

Kl : 1階の変形された (modified)Bessel関数

で,通常慣習的に用いられている表記を用いた2).

また,

e(I,- i三

x>O

x<0
(2.ll)

(2.10)式の右辺の第 1項,第2項の存在はそれぞれは光円錐上,時間的領域の波動関数

なので因果律と矛盾していない.しかし,第3項は空間的領域の波動関数であるので,相

対論的に考えた場合でも空間的領域に粒子が伝わり得るということになる.やはり,因果

律を被っているのである.しかし,空間的領域の波動関数を評価すると

妾Ⅰ芹 Kl(-J7 )I-港 -柿 (32--) (2･12)

となり,空間的な領域では,位置の座標の原点からの距離が増すにつれ粒子の存在確率が

指数関数的に減少することがわかる.従って,波動関数は光円錐の外面にほぼコンプトン

波長程度 (～去 )浸み出しているといえる･この原因のひとつとして,波動関数がデル

タ関数であるような空間的に局在 した状態をつくる操作が非局所的であることが考えられ

る.

なぜ,(2.2)や(2.6)の状態が非局所的操作からつくられるかは,以下の様にして示すこ

とができる.

いま空間のある点 xに粒子を一つつ くる生成演算子をa十(I)とすると,真空を lo)と
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図2,2

して(2.2)や(2.6)の状態は -

a'(x)Io)

と表わすことができる.運動量空間での生成消滅演算子をa'(p),a(p)とすると̀

a{･'(x)-嶺 a{･'(p)elPX

(2.13)

(2.14)

と表すことができるだろう.また,局所演算子である場の演算子 ¢(x)とその共役な運動

量H(x)は,それぞれ次の様にフーリエ展開できる.

紬 -写歳 a(p)e叫 a'(p)e~iPX]

H(x)- 蒜[a(p)eiPX-a'(p)e-WX]

W,,- p2+ m2

従って,局所演算子を用いるとa+(x)は次の様に表される.

a･(x)-/[

(2.15)

(2.16)

器 eiP'X-g']紬)d39-i/[;孟 eiP'棚 ]H(g)d3g (2･17)

このことから,a'(x)は非局所的演算子であることがわかる.

理論が局所性を要請しているときは,ラグランジアン密度はある1点の局所変数 (演算

千)で書かれる.そのためラグランジアンより求めたハミルトニアンで真空を時間発展さ

せて,ある状態をっくるときは,決Lで(2.13)のような非局所的操作から生成される状態

をつくることができない.

つまり,(2.13)のような状態を考えること自体が局所性と矛盾して因果律を破るような

結果を生じた可能性がある.

この間題を回避するために,､次章では局所的なラグランジアンにより場のある一点 (例

えば,時空の原点)に擾乱を与え,その擾乱が時間と共にいかに伝播するかを考える.
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｢進化の力学-の場の坪論的アプローチ｣

3.シュレーデインガー描像での因果律の表現

3.1 自由なスカラーボゾン場が外場 と線形に結合 した系の時間奏展核力i品eevolution

kernel)

シュレ-デインガ一括像での時間発展核 (timeevolutionkernel)(以後,単にkernelと

呼ぶ)は準の様に定義される･

KlQb,tb;¢a,ia]≡ (抑expト iHT]IQa)

ここで,T- tb-la

lQ)は場の演算子 ¢(x)の固有値 ¢(x)の固有状態,すなわち

4(x)lわ - Qa(x)lゅa)
また,H は全ハ ミル トキアンを表している.

(3.3)

先ず,簡単のために次のラグランジアンで表されろような外場 J(x,i)がスカラーボゾ

ン場 ¢(x)と線形に結合 した系を考える.

L-/d3xli(a"4(x))(∂〟4(x)ト喜-242(I)･J(x,i)4(x)1 (3･4)

(後に,J(x,i)-J(I)-J54(I)として,時空の原点に擾乱を与えるラグランジアンとす

る.)

ラグランジアンを¢(x)とJ(x,i)のフーリエ成分で書き直す.そこで,¢(x)を次の様

にフーリエ展開する.

如 )-方 芋扉 k'

k -普(nx,ny,nz)
nx,ny,n2-0,±1,±2,-

¢k- ¢kR+iQkI ¢kR,少.I:実数

ここで,¢(x)のエルミート性より

¢kR - ¢-kR, ¢kI- - ¢J

の関係がある.同様にしてJ(x,i)ち

J(x,i)-方 宇Ji(i)eikx

とフーリエ展開する.以上の関係を用いると(3.4)は次の様に表される.

L - a(i¢kq2一言 - 2¢kq2.J ka(i)Qkq)

O- (R,Ⅰ), 仙 エイ打 諺 ,

このとき,¢kに共役な運動量は

H kq - 意 -¢kq-!志

- 59 1 -
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となり,従ってハミルトニアンは

H -∑'nAqか グーL
A,q

-sliHAq2.喜仙2¢kJ2-JAa(i)QAql (3.ll)

となる.ここで,∑'はk一空間の半分にわたる和を表す.A

Kernelは,次の汎関数積分 (経路積分 ･pathintegral)宣 よって求めることができる.3)

KlQb,tb;Qa,ta]-/[dQ]ei/BL･t'dt (3･12)

ここで,ラグランジアンの引数は演算子 かqからかUの固有値 ¢ka(t=三置き̀換わりL(i)

-L[¢kO(i),¢Aa(i)]とした.また,積分は固有値 かa(tHこより q,

ldQ]-甘'押<T<lbdQAR(i)dQkJ(i)

(ここで,Fはた-空間あ半分にわ亡たる積を表す･)

と行う.但し,時間の両端では

¢ka(ta)… 少.aq, 卓.0(tb)≡ ¢Abq

と卓の値を固定する.

その結果は,次の様になることが知られている4).

K[¢b,tb;¢a,ta]

- Ⅱ
A 7risin血ルT

exp∑
k,q[

iaJkCOt肋T(¢kbq2+¢kaq2)

2血ル-isinwkT¢kbq¢ kW

tbsin仙(i-ta)
sina)A T

tas inw k(ib--i)
sin 血 Jk T

2J keR(i)di

2UkO(i)dt

･i/plb/ptbdldt･2J A_a't'GA't,t･'2dka't･'] '3･14'
ここで,G.(i,t')は有限時間間隔のグリーン関数と呼ばれるもので次式ゼ表される.

GA(i,t')≡ e(t'-i
sin仙(t'-ta)sin血ル(itLi)

+e(i-i

2ukSinaJkT

sinwk(i-ta)sinaJk(ib-t')
2ukSin血ルT

…e(t'-i)Gk(')(i,t')+0(i-i)GA(~)(i,t')

さらに,逆フーリエ変換

¢k - 封 Q(x)e-1k-d3x･ Jk(i)-新 (x,i)e-ik-d3よ (3･17)

を行うと,(3.14)のkernelは次の様になる.
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｢進化の力学への場の理論的アプロ｢チ｣i

Klが,tb;Qa,ta]

-Ⅱk7risindルTexpli//.Qb(x)F(x--g)Qb(g)d3xd3g

ii//

Ii//

･∬
･∬

¢a(x)F(x一g)抑 g)d3xd3g

が(x)All(x一g,T)卵g)d3xd3g

Qb(x)H(x一 g;yo,ia)2J(y)d3xd4y

Qa(x)H(x-b;tb,yO)2U(y)d3x d4g

･iu2U(I)G(x一g;xo,yo)2U(y)d4xd4g]

ここで,

Ld43 - Iplbdi/d3x

F(x-g)…芋貰 cotwkTe如 ~U'

-血ル
{VsindルT△~l(x一g,T)≡ ∑

H(x一g;yo,ta)≡≡

eEktx -U)

sinwk(90-ta)
{ 2Vsin血ルT

elk(X I U)

G(x-g;30,90)-∑重器 姓 eik(- ,A
以上が,(3.4)のラグランジアンで表される系の一般的なkernelの表式である.

ここで

J(I)-J34(I)

図3.1
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と仮定して,外場が時空の原点のみで場に擾乱を与えるものにする.

一般のJ(.r)に関しては,(3.24)の重ね合わせ

∫(∫)-/J(y)54(y-I)d4g

で表すことができるので,(3.24)の場合について調べれば十分である.

このとき,kerhelは次の様になる.

K[〆,tb;¢a,ta]

7risinalkT

ここで,

H(x-g;xo,yo)-y

ex串 〟 Qb(x)F(x-g)Qb(g)d3xd3g

Ii/I

Ii//

+2去J

+2£J

Qa(x)F(x-g)¢a(g)d3xd3g

Qb(x)A一l(x-U,T)Qa(g)d3x d3g

/

/

d3xQb(x)H(x;0,ta)

d3x¢雪x)H(x;tb,o)

Ii(2a)G(0;0,0)(2J)]

d3xA(x一g,x0-90)A-1(x-U,T)

但 し,A(I)は不変デルタ関数と呼ばれるもので次式で定義されている.
-SlnaJk二r

{ Vuk
A(∫)≡ A(x,XO)≡ ∑ elkx

特に,x2<OのときA(I)-0

これらの関係に注意すれば,最終的に次の形に整理することができる.

Kl¢b,tb;¢a,ta]

-Ⅱk7Tisin血ルT

(3.25)

(3.26)

(3.27)

(3.28)

exp[i/Id3xd3gtQb'x'F'xTg'Qb'g'
+折x)F(x-g)ゅ雪g)

十(〆+JA(x,tb))All(xTg,T)(Qa(g)+JA(9,-ta))

二iJA'x,tb'A-1'x-U,T)JA(9,-ta)1] (3･29)

3.2 自由なスカラーボゾン場における因果律の表現

時刻 i- taに系の波動 (帆)関数が(QaI軌)… 軌[¢a]で与えられると時刻 t- tb(>ta)

における波動関数 軌【¢b]は次式により与えられる.
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｢進化の力学への場の理論的アプローチ｣

柑¢b]-/[dQa]KlQb,tb;Qa,ta]F,[Qa]

このとき,i- ibにおける密度行列plib;¢b]は次の様になる.

p[Sb,¢b]-g,*[ib]軌匝b]

-//[dQ～a]ldQa]K*[4-a,tb;4～a,ta]Kl拙 ;Qa,ta]

×gt*[ia]軌[Qa]

(3.30)

(3.31)

この密度行列により,i- tbにおける任意の演算子 A(¢(x),H(x))の期待値 (A)は次の

様に求められる.

･A,弓 [dQb]A(lQb(x), (3.32)

ところで,我々の興味は(3.24)で与えた外場の影響が空間的領域に伝わるかどうかである.

このことを見るために空間的領域の密度行列を次の様に定義する.

plQ～sb,Qsb]-/[dQtb]p[4～b,Qb]¢tb-¢tb
(3.33)

ここで,¢S,¢tはそれぞれ外場が加わった点 (つまり,時空の原点)に対 して空間的,

時間的領域にある場の変数を表わしている (図3.2).(3.33)は時間的領域については行列

の表示を揃えて積分してしまったもの (つまり,部分 トレースをとったもの)であり,時

間的領域の情報は全て失なわれていて空間的領域の状態のみを表すものである.(3.31)及

び(3.33)より空間的領域の密度行列は次の様に書ける.

plisb,Qsb]-//[dQ～a]ldQa]gI*[ia]gllQa]

･/[dQtb]K*[拙 ia,ia]KlQb,tb;Qa,ia]I品b=.fb

このとき 部分は次の様である.ノヽヽノW
(L托

- Ⅱ
㌃7TSina)kT

図3.2
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･/[dQtb]exp[2･Qtbt2F(Qsb-isb)IA-1(T)(Qa-ia]i

'UIA(tb)All(T)(Qa-ia)I(Qib-Ltsb)A-I(T)A(-ta)I

+2'(¢aFQa-iaFia)

+i(QsbEQsb-isbFisb)

+i(QsbA-1(T)Qa-isbA~1(T)ia)

ここで,卓を空間座標を指標にもつベクトル

¢-(¢(xl),¢(x2),¢(I,),･･･)

(3.35)

(3.36)

とし,¢S,あはそれぞれ上のベクトルのうちの空間的1時間的領域の成分とした.また

F,A-I(T)は行列要素 tFixy-F(x一g),仏~l(T)lxy-△~1(x-U,T)を持つ行列とした.

例えば,

¢sbFQsb-Lld3xd3gQb(x)F(x-g)Qb(g)

ここで,Ld3xは空間的領- ∈ixttb2-x2<峠 わたる積分を表す･

A(tb)A-I(T)¢-〟d3xd3g△(x,tb)△｣l(x-U,T)¢(g)

などということを意味している.

¢封 こついて積分すると,(3.35)は次の様になる.
WA

-Ⅱ
7 7TSinwAT

II 8(2F(Qsb-4-sbトA~l(T)(QaLQ～a))
x∈ l時閥的領域[

exp[JtA(tb)(-2F(Qsb-isb))I(Qsb-isb)A-1(T).A(-ta)i
+i(QaFQa-3aFia)+2'(QsbF4sb-isbFisb)

+i(QsbA~1(T)¢a-3sbA~1(T)ia) (3.37)

もし,空間的領域に外場の擾乱が伝わらないならばplisb,¢sb]はJに依らか ､,すなわ

ち(3.37)の中のJの係数は恒等的にゼロであるはずである.

実際に計算してみると

U の係数 ニーLd3x 志 A(x,ib)

となり,A(x,tb)の引数 xは常に空間的領域のものであるので,(3.28)より

Jの係数 -0

となる.
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従って,i- taにある初期状態に依らずに

plSsb,¢sb]-Jに依らない

を示すことができた.この意味においてシ■ユレ-ディンギー描像では外場の擾乱がその与

えられた点から見て空間的領域に伝わらないということができる.(すなわち,密度行列

のレベルで因果律は成立している.)

3.3 自己相互作用のあるスカラーボゾン場における因果律の表現

自己相互作用のあるスカラーボゾン場に時空の原点で外場により擾乱を与えることを考

える.このときの系のラグランジアンは次式で表わされるとする.

L-/d3xli(ape(x))(∂〟4(x)ト主軸 2(x)+J34(I)如 )ト vtQ] (3･40)

ここで,ta<0で初期状態を用意して tb>Oまで時間発展させ,時刻 tbの状態による

¢(∫)の期待値にJの影響がいかに現れるかを調べる.相互作用がある系において時間発

展した状態で,ある演算子の期待値を求める場合は,次に挙げる期待値の摂動論を用いる

と便利である.

3.3.1 期待値の摂動論

初期状態を II)とすれば終状態 IF)は次の様に表される.

lF)- U(tb,ta)]Ⅰ)

U(tb,ta)= exp(-i/p
tb
H(i)ai)

よって終状態における¢(x)の任意関数A(¢(I))の期待値は

(FIA(¢(x))JF)- (IIU'(tb,ta)A(¢(x))U(ib',ia)IⅠ)

ここで,系のハミルトニアンを

H -右左wk(a･(k)a(A)十喜)+V欄

(3.41)

(3.42)

(3.43)

a'(k),a(k):ボゾンの生成 ･消滅演算子

と仮定すると,(3.42)はコヒーレント状態の表示をとることにより計算することができる.

ここで,コヒーレント状態 梅(k)i)を次の棟に定義する.

a(k)fk(k)i)-α(k)liα(k)i)

lia(A)i) ≡ exp(写α(k)a'(A)lo)

但 し,a(k)Lo)-o

このコヒ-レント状態は次の完仝性をもつ.

/苧 讐 exp(-引 a(k)l2)‖a(k)｡く1a(k)ll-1

また,内積は
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くicr(刷 @(A)i)-exp(∑α*(k)P(k))A

となる.これらの関係を用いると,(3.42)は次の様に書き直すことができる.

･FIA(4(x))lF,-j甘讐 讐 ex｡(-?(la(A)I2相 (k)I2)I

×くⅠ侮(刷)(W(k)旧)

U'(tb,ta)A(め(x))U(tb

(3･48)のW 部分は,次の様になる･(導出は省略する･)

(lα(rk)ilU'(tb,ta)A(¢(x))U(tb,ta)lP(k)i)/(iα(k)il蹄k)i)

-exp[Ld4rp-(I ,fa)(品 十品 )

･/d3xp-(x,lb,tabお

･iN d4r d4& G(I-病 毒

･iNd4rd4g& G～'x-yl品

･i/fd3xd39品 G(x 一 g･0脇

･Nd4rd4y孟 子G'･'(x一再 ㌫

･/Ld3xd4y孟 G(･'(x-U,tb-yOb㌫

･/Ld3xd4y孟 G'-''x一肌～b-yOB ]

･expI-i/ptbvlQ]dt16xpli/ptbvlQldtlA(p(x■))

ここで

や齢(I;ta)≡gas(x,XO,ta)

¢-¢-9-0

elkx-脚 一伽 kP(k)+ e-ikx'i'rOrta'uka*(A)

G'x-y,-写完 封 e-i… 二wke'3 0-yO,･e-脚 'bke(90-xO,I

G(I-g)≡ G'十'(x一g)e(ェ0-yO)+G'l)(x一g)0(yO-xO)

G～(I-a)≡ G'十'(I-y)o(yO-xO)+Gト'(I-y)e(xO-yO)

従って(3.49)を求めるためのFeynmanru.leは次の様になる.

(3.47)

(3.48)

(3.49)

(3.50)

(3.51)

(3.52)

(3.53)

1.n次のオーダーの摂動では,正 ･負ブランチの上にあらゆる可能な組み合わせで

2nコのvertexを割り当てる.但し,期待値をとるべきvertexA(¢(x))は常に時刻 tb
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上にある.

例 n主1,A:㊨,V:●

牢 a 与十｢ ㌻ ÷ 弓 仇
負ブランチ(N) 正ブランチ(P)

ト ㌻ ㌃ 言 寺Tb 丈.

2.vertexfactorをそれぞれ次の様に割 り当てる.

正ブランチの上のvertex -iVl¢]

負 ,I iV[s]

時刻 tb ,, A(甲(x))

3.全ての トポロジカルに異なる連結 (connected)グラフを1.で割 り当てたvertex

の配置に応じて措 く.

4.内線には次のグリーン関数を掛ける.

¢(rW y)-G(.r-y)

6(捕 )- G～(I-y)

6(xWy)-G(十,(.r-y)

p(xWg)-G(I,(x一g,tb-yO)

p(xWy)-G(-,(x-U,tb- yO)

G払即

(～) 又 くP)y
′ヽ′

年(I-y)

i+)(叫 )

エ リ

(か ) y

G(-)(取乱 せrLyO)

冨 遍 i 霞 ⊆ ⊆ ⊆(T9可
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p(xWg)=G(x-9,0)

5.外線には次の因子を掛ける.

¢(I)- gas(I,ta)

i(I)- 甲僻(I,ta)

p(x)- pas(x,tb,ta)

亀S(2,ta)

∠ qr･S::}･･て巨ま)

6.対称因子をかける.

7.全てのvertexの時空riで(ta≦xiO≦ i_a,xの可能な範囲)にわたり積分する.

次節では,以上のルールを用いて,(3.40)の系における¢(x)の期待値を計算し,その

J依存性について議論する.

3.3.2 (3.40)の系における¢(x)の期待値と因果律

(3.40)よりハミルトニアンを計算すると,(3.48)において

vlQ]--/J(I)4(x)d3x･V糊

J(.r)-J34(I)

としたものに相当する.恒等式

exp[α去]expl-Jx･V(I)]x=.-exp[α(-Je去)]exp[V(I)]
を用いれば,相互作用を(3.54)の形に仮定したとは,(3.49)において

8
画 一J(3)+豪

商嘉 一 -iJ(I)+品

S

Vー VJ
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と置き換えればよい.この置き換えを行なった後,(3.49)を整理すると結局外線の部分を

甲as(I,ta)- pas(I,ia)-JAR(.r)

やas(x,ib,ta)- 中as(x,tb,ta)-JA(x.tb)

ここで,A R(I)≡ A(I)0(xO)

と置換し,相互作用を

Ⅴー VJ

とすればよい-ことがわかる.

具体的に¢(x)の期待値を計算するために相互作用を

vtQ]-A/44(x)d3x

と仮定する.(局所相互作用)

また,¢(∫)の期待値を考えているので

A(¢(x))-¢(x)

(3.59)

(3.60)

である.

人のゼロ次は相互作用が無い場合に対応していて,ーそのグラフは

(‰ Cx,由 a)一丁細 Jb)

であるので,確かにJ依存性は時間的な領域にしか表れない.

人の1次のグラフのうち外線を1つしか持たないものは,

亀Cy,軒 軸 )

(y,TA)-JAR(y)
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∝-îG(0)Ld4yiG (T･(x一g,tb一gO)-G'-I(x-U,tb-yg)i

X(中as(9,ta)-JAR(y))

- -ilG(0)
+îG(0)

♪
Ld

4yiA(x-U,tb-yO)gas(U,ta)

4diAR(x-U,tb-yO)AR(y) (3.62)

となり,Jの係数は(3.62)の様な遅延不変デルタ関数 AR(I)の積の積分で表されるので,

Jの影響が決して空間的領域に現れることはない.さらに, の̂高次の項についても¢(x)

の期待値のJ依存性は

～JL･･Ld
431･･･d4xn･･･AR(x- X.,tb- Ilo)△R(.rl-.r2)-AR(xn_1- Xn)AR(xn)×(- )

(3.63)

となることがわかるので 人の全てのオーダーでJ-の依存性は空間的領域には現れない.

直観的には,Jの影響は時空の中を図3.3の様に伝わっていると考えることができる.以

上の結果は初期状態に全く依らないことに注意されたい.

図3.3

また,同様のことは,¢(x)の任意の関数のA(¢(x))の期待値についても成立するので

密度行列の対角成分 pl¢sb,¢sb]については,そのレベルで因果律が成立しているといえる.

(密度行列の非対角要素が因果律を満している,すなわち･,pl¢sb,¢sb](Ssb辛 ¢sb)がJに

依らないことを示すために は, さ ら- (x)三 品 の任意の関数の期待値がJに依
らないことを示せばよい.が,それはまだ確かめていない.)

以上のことを示すために,相互作用の局所性を仮定したことを忘れてはならない.相互

作用が非局所的なとき,例えば

vlQ]-//d3x d3g紬 C(x-g)4-(gi

のときは,¢(∫)の期待値のJ依存性の一つの例は
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JNd4xld3gA R(x-Xl,tb-xl)C(土1-91)A R(gl,云) (3･65)

となり.,x がJの加わった時空の原点から空間的にあぅて もJの依存性は残 り因果律 を

破ることになってしまう (図3.4).つまり,相互作用の局所性は理論が因果律を満足する

ための重要な要請なのである.

J エアXv
千 三ムR

図3.4

4.シュレーディンガー描像とハイゼンベルク描像の因果律の関係について

(3.40)の系のハ ミル トニアンを

H - HV-J34(I)¢(I)

と表す.このとき(3.41)は次の様になる.

lF)-e-iHVtbetJQ'0)eiH仰 tI)

(4.1)

(4.2)

ところで,lF)による ¢(x)の期待値は(tb,x)が時空の原点に対 し空間的ならばJに依

らないことは前章で示 した.すなわち

(F座(x)fF)-Jに依らない if tb2-x 2<o
また,(4.2)より

(F座(x)lF)-(I′le~iJ4Jm(o'¢ H̀'(x,ib)eiJ41m'o'II′)
但 し,添字 (月｢)はハイゼンベルグ措像の演算子を表 し

¢ L̀D(x,tb)≡eiHytb¢(x)e~iHVtb

(4.3)

(4.4)

¢(LD(0,0)-¢(o)

と時刻 0でシュレーディンガー表示と一致させた.また,fI')-eiHVplI)である.公式

eABe-A-B+[A,B]･妄[A,[AR]十 ･

-exp[A当B

ここで AXB…[A,B]… AB-BA

ー603-
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(F座(x)IF)-(Ⅰ′砂 Ln(x,tb)+(-a)lQ fO(o),¢(fO(x,ib)]

･土器 [Qm(0),[Q m(0),Q m(x,tb)]]

+･･････II')
(4.3)は任意の初期状態について成立するので,(4.6)と比較すると,ただちに

(4.6)

[¢(H)(o),¢(珊(x,tb)]-o if ib2-x 2<0

ということがわかる.

このようにシュレ-デインガ一括像からハイゼンベルグ描像の因果律の関係を導 くこと

ができた.従って

=plQsb,¢sb]か Jに依らない''

ということは

…lg Ln(o),¢(H)(x,tb)]-o if tb2-x2<o''

と少なくとも等価であると考えられる.また,自己相互作用が無い場合は

"plすsb,¢sb]がJに依らない''

ということまで示せているので,それが(1.1)よりも広い概念である可能性はあるが,そ

れについては現在検討中である.

5.結論 ･議論

場の理論における,微視的因果律は互いに空間的に離れた場の変数の変化は決っして干

渉 しないということである.それは,しばしばハイゼンベルグ措像で空間的に離れた場の

演算子は可換であると表現される.それに対 し,シュレ-デインガ一括像ではある点にお

ける場の変数の変化の影響は,その点に対 し空間的領域の場の変数のみに依存する密度行

列 (時間的領域の場の変数については全て積分してしまったもの)には現れないと表現さ

れる.後者の表現が,前者のそれと少なくとも同等であることは確かであるが,より広い

概念であるかどうかは現在検討中である.また,外場Jとの相互作用を別の形 (例えば,

J54(r)¢2(I),J84(I)43(x),-など)としても,シュレ-デインガ一括像の因果律の表現が

成立するかどうか (つまり,plisb,¢sb]がJに依らないかどうか)という問題も残されて

いる.

ここでは,詳 しくは述べなかったが終状態の波動汎関数自体のJ依存性は非常に複雑

である.もともと,波動関数自体の物理的意味はあまりよく理解されていないので,その

J依存性がどんな情報を含んでいるかはよくわからない.今後は,波動関数のレベルでJ

依存性がどんな意味を持っているのか調べる必要があるだろう.(例えば,波動関数の位

相のJ依存性の意味など)
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また,依然として相対論的量子拡散の空間的領域への浸み出しの問題が残されている.

初期状態が非局所的操作から作られたためと･いう理由で全てが解決したという考えは,や

や疑問が残る.このことについては,まだ十分勉強していないので興味のある方々には是

非御意見を伺いたいと思います.
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