
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

不可逆過程の変分原理の最近の発
展(特別寄稿)

一柳, 正和

一柳, 正和. 不可逆過程の変分原理の最近の発展(特別寄稿). 物性研究
1992, 57(4): 511-525

1992-01-20

http://hdl.handle.net/2433/94860



物性研究 57-4(1992-1)

特別寄稿

不可逆過程の変分原理の最近の発展*

長崎総合科学大学 一柳 正和

(1991年11月 5日受理)

il. 序論

不可逆過程の一般論として応答理論 [1,2]は,今日では教科書的段階にある｡ 線型応

答理論の有効性については,時おり批判されることがある｡vanKampen【3]は次のよう

に批判している :Kubo理論は不可逆過程の統計力学と称しているが,一体どこに不可逆

性の根拠となる力学が導入されているのか｡線型近似と同時にどこかで確率を導入したに

ちがいない｡彼の批判の要点はこの2点に集約される｡ これに対するKubo[4]の反批判

も発表されている｡

線型応答理論によって輸送係数の時間相関々数表現(Kubo-Nakano公式)が得られるが,

｢相関々数は有限の緩和時間で減衰する｣ことを示すことが次の課題である｡媛和時間の

導入が不可逆性の本質であり,vanKampenの批判に対する回答の 1つでもある｡Kubo

理論を今日の視点で見ると不可逆性の意識が稀薄であったように思われる｡

一方,Nakanoは,一貫して不可逆性の現れ方を理論の中心に据えた展開をめざした｡

彼は,時間相関々数の計算において摂動計算と共に不可逆性を密輸入することを快Lとし

なかった｡不可逆性と摂動計算とが不可分に扱われる限り,不可逆性の本質に関する考察

をすすめることは困難である｡ ここにNakanoの方法論の特徴があり,Kuboの方法と対

照される点でもある｡

不可逆過程の統計力学をonsagerのThermostatisties[5]の精神に沿って展開する方法

論は困難ではあるが最も正統な方法であろう｡ Boltzmann方程式を用いて輸送現象を扱う

方法は,carrier密度の低い力学系に限定されるとはいえ非常に有用である｡ Boltzmann理

論は,不可逆性の導入が原子論的括象に基づく確率の介入によっていることを示 した｡時

間反転に関して非対称な条件 A [6]が彼の基礎方程式にとって本質的に重要なのであっ

た｡条件 Aを導入することは,近似ということとは全 く別の概念である｡

Boltzmann方程式の方法とOnsagerの方法とを同一の基礎の上で系統的に論 じたのは

Ziman[7]とNakano[8]である｡ Boltzmann方程式の変分原理からOnsagerの変分原理

を導出することは可能なのである｡ 従って,Onsagerの変分原理においては,不可逆性は

*本稿は,編集部の方から特にお願いして執筆 していただいた記事である｡
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すでに導入済みなのである｡ Nakano[1]は量子統計力学的方法を用いて電気伝導に関す

る相関々数表示を得た｡この結果は,Boltzmann方程式のような特定のモデルによらない

ものであった｡その後,Nakanoは応答理論と不可逆性との接点を明確にする努力を続け

た｡氏のこうした努力は,時には誤解されたこともあったが,一般的形式論にしか興味が

なく不可逆性の意識をもたなかった事に由来していたようである 【中野藤生 ;｢科学｣54

(1984)no.2,119.中島貞雄 ;｢固体物理｣20(1985)489.]｡

よく知られている事であるが,揺動散逸定理は散逸のないHamiltonian系に対 して量子

統計的に証明 [9]されたのであるが,実際に適用される具体的系は散逸系である｡ した

がって,線型応答理論は揺動散逸関係式を前提として出発 し,その関係式を定理にまで高

めたことになる｡ しかし,線型応答理論は,揺動散逸定理がなぜ前提された形式になるか

ということについて説明を加えていない｡最近筆者は,揺動散逸定理は力学系のHamilto-

nianの2重性- ゆらぎが平衡に回帰する力学とゆらぎの統計集団の 2つの異なる概念

が Hamiltonianだけで決定される- に基因することを示 した [101｡Hamiltonianの 2重

性という概念から見ると揺動散逸関係の具体的形式は実験的にみいだされた偶然の所与に

すぎず,別の形式をとったとしても少しも不思議でない ｡

統計集団は力学系のHamiltonianだけで特徴づけられるという所が,aged系の理論の特

筆すべき点である｡ 熱接触 していてもHamiltonianだけで記述できることは,熱力学的第

0法則の統計力学的表現であろう｡ 力学系は,どの熱浴に接 していても終局的には外系と

の相互作用の特性に無関係に一つの熱平衡状態に連する｡ これが物理法則である｡ 力学の

法則に従うはずの系の巨視的性質が統計集団を用いて記述される根拠である｡

｢Hの2重性｣に依拠 して不可逆過程の統計力学を展開しようと目論むならば,散逸の

伴わないHamiltonian力学系の続計力学においてどこで不可逆性が導入されるかを特定の

モデルや摂動論を援用せず一般的に示さなければならない｡この方法論での展開は,ごく

最近新 しい進展をみた [11]｡この小論では,Nakanoが中心になって進めてきた不可逆過

程の変分原理の要点を整理する｡ レビューの意図が上に述べた方法論にあるので,不可逆

性の導入に焦点をあてることにした｡従来の理論では,不可逆性はcoarse-graining(時空

間の)などによって説明されているが,この小論では,｢不可逆性とは,intrinsicentropy

生成が正であること [12]｣と定義する｡

$2. Onsagerの変分原理

示量変数をαi(i- 1, 2,-,I)とするとき,熱力学的力は系のentropySlα]を用

いて,Xi-∂S[α]/∂αiと定義される｡力と流れ (;i)の関係は

xi- ∑Rikik, Rki-Rib
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である (Onsagerの相反関係式)｡onsagerはこの現象論的関係式は次の変分原理 と同等

であることを示 した(1931年)｡

[Ⅰ] S[α,;]-¢ [;,;]- Maximum

ただし,舌[α,;]-∑xiiiはentropy生成であ り,¢は散逸関数である :

･[;･;]-‡∑Rik;i;k

この関数が,xiのpotentialなのである｡ すなわち,現象論的式(2.1)は

xi-∂¢[;,;]/∂;i

(2.2)

(2.3)

(2.4)

と同等である｡

変分原理 [Ⅰ]は,｢entropy生成 Sを最大にすると同時に¢を最小にせよ｣ と主張す

る｡ 定義から分るように,散逸関数は系にintrinsicな散逸過程に伴うentropy生成を表現

している｡ 従って,変分原理 [Ⅰ]は HprincipleoftheLeastDissipationofEnergy''と

呼ばれる｡

1952年の論文で Onsagerは再び変分原理の問題 を論議 している｡ そこで彼はもう一つ

の散逸関数

Qlx,x]-‡∑LikXiXk･ (2･5)

を導入 した｡行列Lは行列 Rの逆行列である｡ この関数は流れ iiのPotentialである :

ii-∂サ[x,x]/∂xi.

これらの散逸関数を用いて,変数原理 [Ⅰ]を次のように書 くことができる :

[Ⅰ′] S[α,;]-¢[;,;]一甘 [x,x]- Maximum

(2.6)

(2.7)

この変分原理は確率論的な意味をもっている｡ すなわち2時刻,tとt+ △t,の熱力学

的状態の間のjointprobabilityW[α, α+△α;△t]は

1
klogW --21sla]+slα+△a]-(¢[;,;]+Qlx,x])△申 定数 (2･8)

で与えられる｡ あるいは条件付き確率で考えると

f(α′,t･Iα,i)?exp上意(/tt′(Ql;,;]･甘lx･xト Sla,;])dt)mini･(2･9)

と表現することができる｡公式(2.8)はNakano(1987)が提案 した式である [13]｡非線型
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現象に興味深い応用例を兄だすことに加えて,Prigogineの変分原理 (一般的発展基準)

[14]とOnsager原理とを同一の枠組みで捉えることができた｡

変分原理 [Ⅰ]は

∑(xj- ∑Ljk;k)♂;i- 0

と書 くことができる｡ これは平衡系の熱力学の変分原理

S[α]-Max,ないし ∑xj8α1-0

(2.10)

(2.ll)

のd'Alembertの意味での拡張になっていることが分る｡ 一方,変分原理 [Ⅰ′]の方は

8∑(x,A- ∑Li-k;k)2- 0 (2･12)

と書 くことができる｡ すなわち,これはGaussの最小拘束 (leastconstraint)の原理に該

当する｡こうして見るとき,Onsagerの散逸関数は ｢慣性力のpotential｣になっている点

は興味深いものであるにちがいない｡(熱力学の Hamilton形式は?)0

onsagerの変分原理との対比において,Prigogineの最小 entropy生成の原理に触れない

ことは片手落ちかも知れないoiの代 りに熱力学的Xを独立変数とする変分原理も同様

に展開することができる｡ この立場では,entropy生成は

p[x]-∑xi;i-∑LijXiXj (2.13)

と書 くことができる｡ したがって,

%plx]-2∑LijXiXj-2∑;iXi-2∑(△αi)(△xi)/(△t)2<o (2･14)

●

不等号はLeChatelieトBraunの法則による｡entropy生成の速度は減少するのみである｡

故にp- minはこれ以下に減少することはないから安定である｡ これが,Prigogineの最

小 entropyの原理である [15]｡

この原理の熱力学的内容は,｢最小 entropy生成の状態にあるとき,作用している熱力

学的力が変化したとするとそれを打ち消す方向に熱力学的流れが発生する｣ということで

ある｡ しかしながら,この原理を適用するとき注意しなければならない点がある｡ すなわ

ち,変分する力に共役な流れが実現されるような境界条件の下に系が置かれていなければ

ならない｡例えば,熱電対の場合ならば,電圧のゆらぎに伴って電流の大きさが変化 し境

界に電荷が現れてもとの電圧をとりもどすことになる｡ このことが実現するのは,open

circuitの場合だけである｡ 示強変数を独立変数に選ぶ場合には常に境界条件の詳細に立

ち入る必要が生ずるのである｡ この点を配慮することなくprigogineの変分原理を適用す

ることは誤解の基になりかねない｡熱平衡に近い系の力学は境界条件にある程度まで無関

′
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係な形式をとることができるので;を独立変数に選ぶのが好都合であった｡非平衡定常状

態を議論しようとすると,一転して境界条件の個性が動きだす｡このことのためにPrig0 -

gineの棟に一見一般論風の理論を展開すると結論だけが一人歩きし誤解を招 くおそれが

ある｡

$3. 輸送問題の変分原理

金属中の電子の輸送現象に対する変分原理について考える｡状態kの電子の分布関数

をfkとすると,電場Eによる分布関数の変化は

意fk]d- -Xk志 fOk, (3･1)

Xk- -eVk･E (3.2)

である｡ただし,vkは電子の群速度, Ekはenergyである.fkは平衡分布Pkに近いとし

た｡-方,散逸過程による分布関数の変化は

% fk]C- 一 再 k(1-fk,)Q(k,k′)-fk,(1-fk)Q(k,･k)id3k′ (3･3)

であも.O(k,k′)は状態kから状態k′への散乱確率密度であるが,微視的可逆性を仮定

することが許されるならば,

Q(k′,k)-Q(k,k′)≧ 0

と置いてよい｡詳細釣 り合いが破れるとこの仮定は許されなくなる｡

次式によって変分関数¢kを導入する :

fk-Pk-Qkafk/a ek.

この関数を用いると,電子系が定常である条件 (Boltzmann方程式)は

Xk=LQk,

ただし,散乱演算子エの走義は

L¢k- / 14,A-¢k,tQ(k,k,)d3k′

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

である.ここで散乱過程ではenergyが保存されるのでPk,-Pkである｡

(3.6)式の左辺と散乱確率密度Q(k,k′)は既知であり,Boltzman方程式は関数¢kを決

定する原理を提供する｡我々の目的は,積分方程式(2.5)に対する変分原理を求めること

である｡ そのためには次のような関数空間を定義するとよい｡すなわち,この空間の内積
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を

･申,甘,-1 QkQk盈 d3k

と定義する｡ 明らかに,(申,¢)≧ 0である｡ さらに,

く申,Lや)- くす,L¢),

く申,L¢) >_0

が証明できる｡ (3.10)式は変分原理を定式化する上で,重要な条件となってくる｡

Boltzmann方程式(3.6)は,次の変分原理 と同等である (Ziman,1956) :

[Ⅱ]条件 (申,L¢)-(申,X)のもとで,(申,L¢)を最大にする｡

この変分原理は,次の原理と同等である :

[Ⅲ]次の functionalを最大にする｡

W(甘)-2(X,サ)-(甘,L,サ)

(3.8)

(3.ll)

Boltzmann方程式(3.6)の解が Ⅳ(･)の最大値 を与えることは容易に確かめられる｡ 最大

値はW(¢)- (申,X)である｡

次の間題は,上記の変分原理の熱力学的意味を調べることである｡簡単な考察から分る

ように,輸送現象におけるentropy生成は,散乱過程による部分

(%)C- (Q,LQ)/T (intrinsicpart)

と電流に伴う部分

(意)｡--(申,x)/T (extrinsicpart)

(3.12)

(3.13)

に分けて考察することができる｡従って,熱力学の用語で変分原理 [Ⅰ]を表現すると,

次のようになる :

[Ⅰ′] (早.L!∂J)-(一芸 )C･(意)d-0が満たされているとき,定常分布は,entropy

生成のうちの intrinsicpartを最大にする分布である｡

この節の変分原理は最大値原理であ り,数学的には同等であるが Onsagerの最小値原

理 と異なる表現をとっている｡

以上のことからzimanは変分原理の方が Boltzmannの輸送方程式 よりも基本的である

と主張 した｡entropy生成の変分を考えることは,非平衡定常状態の熱力学にとって基本

的に重要である｡ しかし,Boltzmann方程式をonsagerの熟統計学から導出することは不

可能であり,変分原理 とentropy生成の定式化は非線型現象まで含めると不確な部分を残
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しており,zimanの主張には無理がある｡すでに示 したように,変分原理の定式化には同

等な定式化がいくつもあり,entropy生成と結びつけるのは幾分かは人工的な事柄である｡

Nakano[8]は (線型)Boltzmann方程式の変分原理が導出されることを示 した｡

Boltzmannの方法については数多 くの解説があるが,この小論の文脈での解説として中

野藤生氏の 『ボルツマン方程式- 物理的 ･歴史的含蓄』(数理科学no.287,pp.23-33,

1987年)を挙げておく｡

$4.量子統計的変分原理

量子系の変分原理は,Nakano(1956)によって早 くから考察されてきた｡1963年の中野

論文に,それまでの方法論がまとめられている｡1950年代の ｢物性論研究｣を読み返して

みると,応答理論以前にOnsagerの流れにそって量子統計的変分原理が研究された理由

を理解することができる｡ ｢密度行列の運動法別にまでさかのぼってOnsagerのアイデア

を追求｣することの重要性が強調されている (Nakajima1956)｡線型応答理論にいたる以

前に,不可逆性の本質を問題とした方法論が展開されていたことに注目しておきたい｡

例として,電場E(i)が作用している電子系の密度行列p(i)について考察しよう. p(t)

の時間変化は

∂

57p(t)+ilH-P･E(i),(,(E)]-0 (4.1)

に従 う｡ H は系の非摂動 Hamiltonian,Pは electricpolarizationである｡Liouville-von

Neumann方程式(4.1)は

% logp(i)･ilH-P･E(t),logp(t)i-0

と書 くこともできる (Ichiyanagi,1986)｡ここで電場の時間依存性を

(a)E(i)-Eexp(Et) t<0

(b)E(i)-Eexp(-et) t>0

(e>o)と置 く｡Eは時刻 t-0での電場の強さである｡

(4.2)式は

logp(i)-logD+@(i)

と置いて解 くとよい [16]｡ただし,Dは定常分布であり次の狭義の定常性

lH,D]-0
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を満たすとする｡密度行列βによる物理量の平均値は時間変化 しない｡平衡 Gibbs分布

はDの特別の場合である.(4.2)式の初期 (終)条件は

lim logp(i)-logDt-土oo

であるとする｡(4.4)式を(4.2)式に代入すると¢(i)の時間変化は

% ¢(i)･ilHIP･E(i),Q(i)]-ilP,logD]E(i)

に従うことが分る｡ この方程式の解は

申(i)- ir_ddt,U(i,t′)[P,logD]E(t′)UT(i,i,),t>o

Q(i)- -i/tmdt'U(i,t')[P,logD]E(t′)UT(t･t′),t<O
で与えられる｡ ただし,U(i,t')は

% U(i,i,)--i(H-P･E(i" U(t,i,)

の解である｡初期条件はU(i-S,S)-1である｡

(4.7)式の線型近似は

意 中(巾 ilH,¢(i)]- ilP,logD]E(i)

であるが,¢(i)- ¢(±)e± etと置 くと

I L±e¢(±)-i[P,logD]E

が得られる｡ここで

Ls¢-S¢+ilH,¢].

(4.6)

(4.7)

(4.9)

(4.10)

(4.ll)

(4.12)

Nakano(1962[8])は,¢(±)を変分演算子に選んで,線型不可逆過程の変分原理を定式

化 した｡彼の方法に従って内積

(A,B)-I:dxFAB(x),

FAB(x)-TrD1-xADxB

を定義する｡ 一般にβ は時間の関数である｡ この内積は次の性質をもつ :

(A,B)-(B,A),(A,A)≧0,(∑C,Aj,B)-∑cj(4,B)

(A,エ_｡β)ニー(β,エEA).
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関数FAB(x)は次の性質をもつ [19]

FAB(1-x)-FBA(x) (o≦∬≦1) (4.17)

変分原理は次の様に定式化される :functional

w[サ(+),¢(-)]- (サ(+)-サ(~),i[P,logD]E)+(サ(-),Ley(+))

(4.18)

を "Stationary''にする密度行列を求めよ｡

この変分間題 (停留借間題である !)の解は(4.ll)式を満たす演算子¢(±)であり,〟
[･]の停留値は

W[¢(+);¢(~)]-JE･E- -J-亡･E,

J±E-(¢(±),ilP,logD])

で与えられる｡ Eltim.JEが熱力学的流れであるo

W [･]の停留値の物理的意味を調べておこう｡ そのためには,相対 entropyを導入す

るのがよい (kB…1とする)[12,16] :

S[p(i)lD]-Trp(i)Hogp(i)-logDi≧0 (4.21)

相対 entropyが非負であることは,Kleinの不等式から導ける｡(4.4)式を代入すると

slp(i)lD]-Trp(i)@(i)

が得 られる. 一般に,entropy生成は相対 entropyの時間微分で与えられる｡

% slp(i)lD]-Trp(i)lip,logD]E(t)

従って

意 slp(i)LD] Et-0-wl¢(+),¢(-)]

であることが示せる｡ 〟 [･]の停留値はentropy生成に等 しい｡

(4.20)式に(4.ll)式の解を代入すると輸送係数の時間相関々数表現

(4.22)

(4.23)

(4.24)

6訂 折)リ,¢(~)〝]- /.Wdte- E E /三dxTrlgyDl~xg,Jt)Dq (4･25)

gp(i)-eiHtgFLe-iHt,gp-i[PFL,logD] (4.26)
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が得られる｡定常分布Dとしてcanonical分布pc(-e~PH/Tre~PH)を用いるなら(4.25)

式はKubo-Nakano公式

qc〃リ- /.Wdte-弓.PdATrpcj"･p(i- ),

jFL(i)-eiHtJ'FLe-iHt,jFL-ilH,P/L]-ilPFL,logpc]/P,

と同等である｡

時間相関々数表現が導けた理由の一つは,内積の定義(4.13)にある｡ この内積の定義は,

揺動散逸定理を措定していることは,次のようにして確かめられる｡ 量子統計力学では,

次の2種類の相関を定義する :

TrD[A,B]-FAB(x-0)-FAB(x-1),

TrD(AB+BA)/2-1FAB(x-0)+FAB(x-1)V2

左辺の平均値が右辺の様に書けることはTraceの性質から容易に導ける｡ 一方,

FAB(x+a)-exp(iaP)FAB(x)

p- -ia/ax

が成 り立つから(4.29),(4.30)式は

TrDlA,B]- ll-exp(ip)iFAB(x)lx=.,

･rD(AB･BA)/2-i 11･exp(ip)" AB (x)ix=｡,

と表わすことができる｡(4.13),(4.33),(4.34)式が示すようにこれら3つの基本的統計

量はすべて関数FAB(x)の知識から求められる｡このことが揺動散逸定理に他ならない

[10]｡

Nakanoの変分原理の本質は,次の点に集約されることが分る｡ 変分関数 Ⅳ[¢ (+),

¢(~)]は, 1つの時間発展方程式のみでなくその時間反転を同時に含む｡これは,Lipp-

mann-schwingerの散乱理論と概念的に非常に近いものである｡ 2つの時間方向を見ると

き,不可逆的法則が見えてくるのである｡ 不可逆性の本質は

Ⅳ[¢ (+),¢ (~)]≧o (4.35)

に集約される｡ 不可逆過程でのentropy生成は正である (熱力学第2法則)｡ここで,不

等式(4.35)は純数学的不等式(4.21)から無条件には導くことができない点に注意しておこ

う｡肝心なのはいかなる物理的アイデアの下にどの様な条件をつけることで

-520-



不可逆過程の変分原理の最近の発展

意 slp(i)lD]≧0 (4.36)

を示すのかである｡この点については0_jima-Hasegawa-Ichiyanagi論文(1989)を参照され

たい｡

条件(4.35)は ｢時間相関々数は有限の緩和時間で減衰する｣という条件に他ならず,不

可逆性の本質にかかわる条件である｡

ここでの主題から少 し外れるが,Lippmann-Schwinger散乱理論を利用 した変分原理の

一つにSauermannの変分原理 [17]がある｡

$5. 時間発展の2つの向き

Nakanoの変分原理には時間発展の向きが異なる2つの変分演算¢(+)が含まれている｡

この事には何か深い物理的内容が秘められているのであろうか｡向きの異なる発展方程式

(forwardとbackward)を用いる変分原理は,確率論的方程式 (従って,不可逆性は一最

初から導入されている)に対 してHasegawa[18]も展開している｡ NakanoはLippmann-

Schwinger散乱理論との類似において,｢2つの向き｣の重要性を暗示的に述べるにとど

めていた｡最近の論文でNakano(1990)は,不可逆過程の本質にかかわって,｢2つの向

き｣の重要性を強調している｡

不可逆過程の古典論と量子統計力学の見かけ上の大きな差異はどこに現れているかとい

えば,古典論では極値問題である変分原理が量子論的変分原理では停留値問題になってい

る点である｡ 数式で比較すると(3.10)式と(4.16)式の違いである｡ 古典論では(3.10)式の

おかげで極値問題が定式化できた｡

[5-1]Nakano-Hattori理論 [11]

NakanoとHattori(1990)は,時間反転の性質を利用しで情報の縮約による不可逆過程論

を新たに展開した｡停留値問題をいかにして極値問題に変えるかが第 1の問題である｡そ

のためには,内積の定義を次の様に変更しなければならない :

･申,甘, - 1 .PdATr示pceAH- AH (5･1)

ここで壷は¢の時間反転 した演算子である｡ 例えば,流れはj--jであり,電気分極は

ラ-pである｡ 一般に,演算子は次の様に分解することができる :

A-A'+A";A'--A'.A"-A"

系のHamiltonianH(-否と仮定 しておく)を対角化する表示を用いると

(申,Le卓)-∑Pm-Pn
Em-En

(5.2)

巨(l(mf¢〝Fn>i2ll<ml¢′ln>I2)
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+2i(Em-En)(桝I¢′ln)(nl¢〝lm)上

く申,j･E)--2∑Pm-Pn
Em-En(ml¢′ln)(nlj･E lm),

と書けることは容易に確かめられるOただし,H Jm>-EmJm>,pcJm>-pmJm>

とした｡ここで要点は,¢〝とj･Eを結びつける行列要素がないということである. ¢ 〝

の行列要素は¢′の行列要素から求められる :

Eくnl¢′lm)-i(Em-En)(nl¢′lm)

(5.5)式を(5.3)式に代入 して ｢¢〝を消去する｣と新 しい変分原理が定式化できる :

W(¢′)-2く¢′,j･E)- く¢′,L¢′)

の極値を求めよ｡ ただし

L¢'- 圧H,[H,¢′]]+E2¢′f/E.

演算子iは

く申,Lサ)- くす,L¢),(申,L¢) ≧0

(5.5)

(5.6)

(5.7)

(5.8)

を満たしているので,新 しく提案された変分原理は極値問題になっている｡ このことから,

変分間題において,時間反転に関してevenである部分を消去 (すなわち,情報の縮約)

によって不可逆性が導入 されることが分る｡evenpartsは外場と直接的には相互作用 しな

いので,自然に消去することができた｡外場の効果との関連で情報の縮約が導入されたの

である｡ここでの不可逆性の導入はBo王tzmannの方法と明確に区別されるものである｡

[5-2] 散乱過程の考察

不可逆過程論においては確率がどこで介入 してきたかを明らかにしておくことが望まれ

る｡ 極値原理を定式化するために,Liouville-YonNeumann方程式

% D(i)IilH,･V･R,D(i)]-0

から出発する｡ ただし

Ht-H-P･E(i)

(5.9)

(5.10)

であ り,Rは散乱中心 (熟浴)の Hamiltonian,Vは系 と熟浴 との相互作用である｡系と

熱浴の相互作用は時刻 t.にswitch-onされたとする｡

相互作用表式を用いて考察するとよい｡
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D(t)-e-iR(i-to)M(()eiR(i-Eo)

と走義すると,(5.9)式は

%M(i)･ilHE･V(i),M(i)]-0

v(i)-eiR(I-to)ve-iR(E-to) し′

熱浴の効果を消去するには熱浴の状態に関するpartialtraceをとればよい :

p(t)=Tr(R)M(t)-Tr(R)D(i).

従って,方程式(5.12)･は

Lp(i)-cp(i)

と書ける｡ただし,Lp(t･)は一般化されたdrift項であり

∂

Lp(i)-T3TP(i)+ilHt,p(i)I

である｡一方,

cp(i)-(-i)Tr(R)lv(i),M(i)]

(5.ll)

(5.14)

(5.15)

(5.16)

(5.17)

は衝突項である｡概念的には,(5.二15)式がBoltzmann方程式に対応 している｡-Cp(i)tま

Bbltzmann方程式の衝突項である｡

-熟浴との相互作用 Vは弱いと仮定して Vに関する摂動論を用いる･と(5.ヰ7)式の右辺は

Vの2次摂動で近似すると散乱確率に関係する｡この結果を利用すると可逆な方程式

(5･15)が不可逆な方程式に変る.演算子Cは一般には非線型演算子やこなるL｡散乱確率の

導入が不可逆性発現の原因であり,この理論はBoltzmannの精神に沿ったものである｡

線型応答に限走するとき-には,

?(i).-pcll'i/三血pc-&'#(士,'pEFey .1 (6:i8,

式により,変分演算子〆(士)を導入する.このとき

Lp(i)≒pc/三轟 中 空 十i[H'･_空 ]-j凍 pxce士 - (i･19)

であり衝突項は

cp(i)≒ pc/ こdxpc- xF 'S'〆(±'p xc e ± -
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と近似することができる｡従って,(5.15)式は

pclこdxpc-x ig ± E〆 士̀'-,･･E-pxc-0･

g士 E =L士 e-C

と書くことができる.L士 E は(4.12)式で定義した.

新しい変分原理は結局,次の様に定式化できることになる :functional

舟[サ(+),甘(~)]-(甘(-)一甘(+),)'･E)-(甘(-),LE甘(+)) (5.23)

を "extremum''にする密度行列を求めよ｡

この極値間蓮の廃は(5.21)式を満たす密度行列であり,舟 [･]の最大値は

舟 [¢(+),¢(I)]三 (申(I),i(S)¢(+))ニー(¢(+),j･E) (5.24)

に等しい.極値問題を定式化するに当って本質的なところは,対称な演算子L(S)を導入

したところである｡この点は,Nakano-Hattori理論と同じ論理である｡ここでは,衝突項

をとり出すことで,L(S)を導入した｡この意味で,不可逆性の導入はBoltzmannの流れを

汲むものである｡

[5-3】 結論

以上 2つの方法を比較してみるとNakano-Hattori理論は,密度行列の摂動項のうちか

ら時問反転に関してevenな部分を消去することでBoltzmann衝突項に該当する効果がと

り出せることを示 したものである.一方,対称な演算子L(S)の存在は,詳細釣合いの条

件を満たす散乱過程の存在を前提していることが分る｡evenpartsの消去に伴う情報の縮

約が確率の介入を招 くのである｡

更に,NakanoIHattori理論で導入される演算子L,(5.7)はHに関する二重交換子の時

間積分をとることを含んでおり,彼らのHに散乱中心との相互作用を含めておけば,

[5-2]で解説 したBoltzmannの精神を復活させることができる.どちらの理論でも輸送

係数に対するKubo-Nakano公式が得られる点は共通 している｡時間相関々数表式が求め

られる上,相関々数は有限の緩和時間で減衰すること･(この点が不可逆性の本質であるこ

とを強調する)が変分法では自然にとり入れられているのである｡Kubo理論との大きな

相異点の1つである｡ Nakano･Hattori理論は,散乱中心の性質に関してどの様なモデルを

導入することなしに,極めて一般的な方法で不可逆性を導入したのであり,方法論的価値

の最も高い概念であろう｡

最後に,中野藤生,北原和夫,小嶋泉の諸氏にはいつもいろいろ親切な議論をしていた
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だいた｡大変お世話になったことを記して諸氏に謝意を表します｡執筆を勧めて下さった

池田研介氏にお礼を申し上げます｡
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