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｢熱現象を扱う場の理論とその応用｣

ExtendedIrreversibleThermodynamicsの微視的理論

阪大 ･工 ･応物 一 柳 正 和

$l はじめに

自然界の階層性ということについてはよく知られている｡ 熱力学が対象とする階層は原

子 ･分子の集合体であるマクロな自然である｡ ミクロな力学法則がどのようにマクロな自

然に現われる弁 を理解することが,我々の目的なのである｡ しかしながら,非平衡現象を

扱うようになると,熱力学自体のなかにもいくつかの階層が存在するとしなければ,諸現

象を統一的に理解できなくなる｡ 例えば,古典的なBrown運動にもマクロな時間スケー

ルの違いによってOrnstein-Uhlenbeck過程 とWiener過程 という代表的な階層構造があ

る1)｡

熱力学における階層構造は,すでに前世紀中頃にMaxwellZ)が過渡的現象の存在として

認識 していたものでもある｡ このことを熱力学的に定式化 したのはMachlupとOnsager3)

が最初のようである｡ 彼らの理論は,｢熱力学的エントロピーは示量変数だけでなく散逸

的流速にも依存する｣という仮説によって特徴づけられる｡ 散逸的流束の緩和時間に比し

て十分短い時間内での熱力学的現象では,流束と示量変数とは独立な変数であるかのよう

な挙動を示す事が,彼らの仮説の根拠なのである｡ 熱伝導現象を例にとってみよう｡ 熱流

qと温度匂配 gradTはFourierの法則で記述するとすれば,｢伝播速度が無限大｣という

矛盾に気づ く｡ この困難を克服するには,定常値に達するまでの緩和時間 丁の存在を仮

定 してFourierの法則を

去 q･‡(q･xgradT)-0

と一般化 してみることである4)｡この方程式の解は

q(r,i)-/> x(i-S)トgradT(r,S)i

(1)

(2)

と近似 してよい｡すなわちFourierの法則をnon-Markov化 したことに他ならない｡この

ようなnon-Markov化は応答理論によって得 られたものである｡ しかしながら,記憶効果
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の熱力学的意味ということは,自明なものではない｡また,上記の例での緩和時間につい

ての微視的理論という課題もある｡

熱い電子に関した計算機実験の結果をみると,過渡現象には(1)式のような定式化では

捉えることのできない興味ある現象がある｡ 電子のエネルギーは,(1)式で記述されるよう

な単純な定常値-の接近を示すが,driftvelQCityの方は,over-shoot現象を示 している｡

こうした現象の解析はBoltzmann方程式を用いて試みられてお り,ある程度まで満足なも

のである5)｡しかし,我々は,モデルによらない理論をめざしたい｡

§2 Mach山p-Onsager理論

時間反転によって符号を変えない示量変数の組をα- (α.,- αn)とする｡ 散逸的流束の

方は,dであるとする｡ MachlupとOnsager3)は,エントロピーを次のように拡張 した :

S- sla,d]- S｡一言∑ s i,aiα, 一言∑-lja･ia･,

この理論によれば,α王に共役な熱力学的力は

Ei- 霊 + 封 蓋 ]- x l･ 去 yi

と定義されることになり,現象論的なOnsagerの式は

∑Rl,a-i-Ei, (Rij- Rji)j

(3)

(4)

(5)

と書かれることになる｡(5)式は,(3),(4)式に注意すれば,(1)式 と同じように時間の2階

微分方程式である｡

相反定理が成 り立つとしたので,散逸函数が定義できる :

･(a･,a･)-喜a･trRa･,g(E,E)-喜EtrR-1E

これらを用いると,entropyproductionは

S(α,a')-2¢(CF',a')- 2g(E,E)

(6)

(7)

と表わすことができ,変分原理を証明することができる｡

彼 らは,熱力学的変数はGaussianrandomvariablesであると要請 し,pathprobability

-416-



｢熱現象を扱う場の理論とその応用｣

という概念を導入 した｡このpathprobabilityは,entropyから決定される量 (∽及び∫),

と不可逆過程を特徴づける量 (Rlj)とで記述 されることを示 した｡すなわち,jointprob-

abilityW[α,cF-;△tHま

kBlnW -iS(α,a';i)+ S(α+△α,a'+△cy';i+At)

- ¢(a',a';i)△t-町(E,E)△tレ2 (8)

で与えられる｡ Ornstein-Uhlenbeck過程に対する "pathprob.''が定義されることが示さ

れた｡(8)式が,ゆらぎと不可逆過程とを結びつける基本的な概念である｡

非線型不可逆過程に対 して(8)式の原理を応用する試みは,中野6)によって行なわれた｡

§3 熱力学的関係式

我々の基本的仮定は,流れa'も独立な熱力学的変数に加えることである｡ この事は,

dS- ∑Xi･dαi+∑Yi･da'i (9)

を仮定したことに他ならない｡この式は,一般化されたGibbsの方程式である｡ 例えば,

αi=｡- E (内部エ ネルギー)とすれば,Xl=｡- T~1 となる｡(9)式によれば,entropy

productionは

i- ∑xi･CY'i+∑ Yi･d-i

と書けることになる｡ 一方,Gibbs-Duhemの式は

0-S･dT-∑cri･d(TXi)-∑cF'td(TYi)

(10)

(11)

となる｡

entropyproductionの表式を求めるためには,a'iとd'tをXlと Yiの函数 として表わさ

なければならない｡それらは,線型過程ならば,Onsager-Casimirの相反関係

cy'j- ∑L莞･Yt

d'j-∑L針Xi+∑L',13･Yi

ー 4 17 -
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で与えられる｡ ただし,

L(i3j)--L票,Ltt4j)-I,:i) (i3)

が成 り立っているとする｡ (12a)を Ytに関して解いて,その結果を(12b)に代入すれば

(5)式に該当する方程式が導かれる｡

一般には,散逸に関係する流れが,α,の時間微分で表わされるとは限らない｡そのよ

うな場合は,次のように記述することができる｡ 示量変数を次のように表現する :

αj(i)- d3.rp(I,i)aj(.T,i) (14)

ここで,p(I,i)は粒子数密度であ り,a,(I,t‖ま単位質量当 りの密度である｡ aj(∫,i)の

balance方程式は

p(.I,i)Dial(.I,i)+∇･Ji(I,i)-qi(x,i)

Dt- ∂t+u(I,i)･V (u(I,i);流体力学的速度場)

(15)

(16)

である｡個 式の右辺はSourcetermであ り,Galilei変換に関 して不変な量である｡掴 式

の時間微分は,次のように定義する :

cy'j(i)- d3rp(.I,i)Dtai(I,i)

以上のことから,fluxとしては

bj(I,i)-Jj(∫,i)/p(I,i)

と定義するのがよいことが知れる｡ fluxに対するbalanceequationは

P(.r,i)Dtbi(.T,i)+ ∇ ･H i(I,i)-5'i(I,i)

･17-

(181

(19)

で与えられる｡ ♂;(∫,～‖まSourcetermであり,Galilei不変な量 として定義されなければな

らない｡

Entropydensityは
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∫(～)-

と定義され,

d3.rp(I,i)S(I,i)

S(.r,i)- S[ai(.T,i),bl(I,i)]

｢熟現象を扱う場の理論とその応用｣

(20)

l21.)

と仮定すれば,Machlup-Onsager理論が再構成される｡ Gibbsの関係式は,

BS(.T,i)- ∑Ai(.I,i)6ai(I,i)+∑Bi(I,i)abe(.T,i)

Al- ∂S/∂ai(x,i), Bi- ∂S/∂bi(I,i)

で与えられる｡ Entropyのbalanceequationは

p(1,,i)DtS(I,i)+∇･Js(I,i)- qs(.T,i)

Js(I,i)- ∑Ai･Ji(.T,i)+∑Bl･Hi(i,i)

o･S(I,i)- ∑jXi･Jj+Yi･Hii十∑lAl･CTi+Bi･q'i‡

と書くことができる｡ (26)式で

Xi(x,i)-PAL(.T,i), Yi(.I,i)-VBi(I,i)

である点に注意されたい｡7)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

§4 微視的理論

ExtendedIrreversibleThermodynamicsを微視的に構築するには,この数年間に著者8)

が試みてきた,Kirkwoodのtime-smoothingの手法を利用することで可能である｡ それに

はまず,Liouville-vonNeumanneq.の形式解を次のように書 く:

Imp(i)- -βH-∑Aj･rj(i)-∑liH,Aj]･y,(i)
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ここでA,とliH,Aj]とはLie代数を満たすとす｡一般にはこれらの演算子の集合が閉じ

ているためには,系にはmacro.とmicro.の運動の自由度の数に関係 し非常に大きな数の

演算子を用いなければならないであろう｡ 便宣上,A,=｡を単位演算子とする｡ そうすれ

ば,r｡,(i)が規格化定数ということになる｡Liouville-vonNeumanneq.が㈹ 式を解にもつ

ための条件は

.T,(i)ニー∑gjl ･yl(i),9,(i)ニー.T,(i)l=0

が満たされることである｡ 但し,gjlはLie代数の構造因子であり,

[H,[iH,A,]]-i∑Al･glj

(29)

(30)

によって決定される｡

形式解(28)から熱力学的記述に利用するためには,系統的にrelevantな演算子を取 り出

す方法を確立しておかなければならない｡そのための一つの方法がKirkwoodの方法であ

る｡ 我々は彼の開発した方法を初期時刻 t｡に一度だけ用いることにする :

lnD(i.)- i dsImp(i.-S) 糾

このようにする物理的意味は次の通りである｡ このtime-smoothingによって,微視的なゆ

らぎの自由度などのirrelevantな運動の自由度を消去 してしまうことである｡ すなわち,

xj(to)-‡

-0,

戯偏 一三

-0,

dsrj(t｡-S)キ0,(j-0,1,･･･,N)

(j>N)

dsyj(t｡-S)j=0,(j-0,1,･-,N)

(j>N)

(32)

(33)

我々の目的は,これらの条件を初期値として,(29)式を厳密に解 くことである｡

ここで,大切な点は,初期時刻 t｡では2N 個の演算子 しか D(i.)に含まれていなくとも,

t>t｡では殆んどすべての演算子を用いることなしには D(i)の正確な表式は得られないと

いう点である｡Irrelevantとして捨て去った自由度が t>t.で生起することが entropy生成

の因となっている｡ これらのことを式で表現すると巨視的記述を可能にするdensity

matrixは
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〟 〟

D(i)- expj-βH-∑A｡･Xj(i)- ∑ [iH,A,]･Yj(i)-¢(i)],j-0 j-0

ただし,@(t‖ま次の方程式の retarded解とする :

〟

6(i)+liH,¢(i)]- ∑1liH,Aj]･X,(i)+[iH,[iH,A,]]･Yj(i)t十e(i),i-0

E(i)-,S.tAj･Xj(i)･liH,Aj]･yj(i)i

この e(i)を用いると,Gibbs-Duhemの式はTrD(i)e(i)-0と表わすことができる｡

表式(33)を用いると,輸送係数の相関函数表示が次のように得られる :

pal,- 一義TrD(i)[[iH,Al],iAj]･Yl(i)･畠 j :Edsgjl(i,S)･Yl(S),

g,i(t,S)-iTrD(i)lU(i,S),[iH,[iH,Al]]U-1(i,S),Aj]

〟 〟
Pd',--∑TrD(i)liAl,Bj]･Xl(i)+∑l-0 lodSEjl(i,S)･Yl(S)

Ejl(t,5)-iTrD(i)lU(i,S),liH,liH,Al]]Ull(i,S),liH,Aj]]

U(i,S)はunitaryな時間発展演算子である｡
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