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｢非平衡系の統計物理｣(その2)

量子確率微分方程式の系統的体系

有光敏彦

筑波大物理

斎藤 健

筑波大物理

概要

Non-EquilibriumThermoFieldDynamics(NETFD)の枠組みで著者の一人

(T.A.)により定式化された量子系確率リウヴィユ方程式を拡張することにより､皇
子系に対して､白色雑音をもった確率微分方程式の系統的な体系を構成できること
を示す｡熟空間で構成されたこの皇子系確率微分方程式の体系では､孟子系ランジュ
ヴァン方程式に伴う困兼か現れない｡

1. 序論

1905年にアインシュタイン【11が熱揺 らぎの確率解釈を提唱し熱統計力学

の基礎を築いて以来､確率過程による自然 (巨視的現象)の記述は､散逸系の動的振

舞いを理解する基本的方法の一つとなっている｡ランジュヴァン 【2】はブラウン粒子

を取 り扱う際に､揺動力を考慮してランジュヴァン方程式と呼ばれる確率方程式を導

入した｡これは､確率変数に対する方程式であり解析関数に対する通常の微分の定義

が適用できない｡確率微分方程式の数学的基礎付けは伊藤 【3】とス トラ トノヴィッチ

【4】によりなされた｡久保は､確率リウヴィユ方程式 【5】という確率過程における新 し

い方法を導入 した｡ランジュヴァン方程式が力学変数に対する確率方程式であるのに

対 して､確率 リウヴィユ方程式は位相空間での確率方程式である｡

量子系に対するランジュヴァン方程式の定式化はセニッキー 【6】により始めら

れ､●その後､ラックス 【8ト ハーケン 【9ト ス トリークー 【10ト 長谷川等 【11】によ

り研究された｡これらの体系では､考えている系 (注目する系)の互いに共役な確率

演算子に対 して同時刻正準交換関係を課すと､揺動力演算子のスペク トル密度関数に

●量子系に対するランジュヴァン方程式の独特な導出法か森により示された 【7】ことを付記してお
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対して特別の形を導入しなければならない｡そのため､量子系の確率過程が白色にな

り得ないのであった｡一方､減衰理論 【12日15】で長時間極限 (または､それと等価

なファン･ホ-ヴ極限 【16】)をとることにより量子系に対するフォツカー ･ブランク

方程式を導くことができるが､この事英は量子系に対しても白色確率過程が存在する

ことを示しているといえる｡この点が､量子白色過程の存在を許す量子確率方程式の

系統的な体系を作ろうとした動機の一つである｡

また､久保により指摘されたように 【17ト 量子系のランジュヴァン方程式の

理論には上に述べた食い違いの他に､いくつかの問題点があった｡第-の間項点は､

ランジュヴァン方程式の表現空間の問題である｡その表現空間は注目する系と揺動力

(注目しない系)の表現空間から成るヒルベル ト空間であるが､通常は､揺動力演算

子に対する運動方程式は考えない｡後に､この論文で定式化される体系の枠組みで､

この点に関して議論する｡第二の問題点は､ 白色過程の揺動力演算子がKMS条件

【18,19】を満たさないことである｡この間男引まス トリークー【101と長谷川等 【111によ

りやや詳しく議論された｡第三の問題点は､減衰理論におけるnon-conヽ,entionalな取

扱い 【20日251により導かれたマスター方程式に対応するランジュヴァン方程式の揺

動力の相関を､どのように決めたらよいのかという問題である｡

また､パーサザラシー等 【26,271により量子系の伊藤方程式を確立する試みが

なされたが､その研究は対応する量子系のフォツカー ･ブランク方程式がないまま行

われている｡ガ-ディナーとコレット【28】は､非熱統計集団の量子白色雑音の概念

を導入し､景子系の伊藤型及びス トラトノヴィッチ型の確率微分方程式を初めて研究

した｡

この論文では､Non-EqtlHibriumThermoFieldDynamics(NETFD)【29,30,
31】の枠組みで著者の一人 (T.A.)により定式化された量子系の確率リュウヴィユ方

程式 【31,32】を拡張して､量子系の非熱統計集馴 こ対する白色雑音を持つ孟子系確率

微分方程式の系統的な体系を､確率的ハイゼンベルグ方程式を用いて構成できること

を示す｡この体系では､伊藤型及びス トラトノヴィッチ型の確率微分方程式が対応す

るフォツカー ･ブランク方程式と両立するように定式化され､また､ランジュヴァン

方程式の表現空間の問題が解決される｡さらに､揺動力演算子のスペクトル密度関数

に対して何の制限も設けずに､注目するシステムの時間発展を正準変換として記述す

ることができる｡

アインシュタインにより導入された熱揺らぎの確率的解釈は熟現象に対してギ

プスの統計集団よりも深い理解をもたらしたといわれる｡同じように､揺動力の影響

を受ける表現空間の設定は､通常粗視化された演._W_子に対する表現空間である熱空間

の設定とは異なる様相をもたらすことが期待される｡なお､NETFDは本来フォツ

カー ･ブランク方程式に対応する粗視化のレベルで構築されたものであった｡

2章では､NETFD以前の量子系のランジュヴァン方程式に纏わる困難をや

や詳 しく見る｡3章は､NETFDの簡単な歴史と計算規則の紹介にあてられる｡4
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章では､粗視化された演算子に対するフォツカー ･ブランク方程式を導入 し､NET

FDの体系の説明を行う｡5章では､NETFDの体系を微視的な確率演算子に対す

るものに拡張し､量子系の確率リウヴィユ方程式を導入する｡フォツカー ･ブランク

方程式と確率リウヴィユ方程式の粗視化のレベルの違いに注意を要する｡6章では､

ス トラ トノヴィッチ型の確率微分方程式を､確率演算子に対するハイゼンベルグ方程

式として導入する｡7章では､伊藤型の確率微分とス トラ トノヴィッチ型の確率微分

の問の関係を量子系の確率演算子に対して求める｡そこで求めた関係を使って､8章

では､伊藤型の確率微分方程式を導く｡9章では体系を拡張し､それを減衰理論にお

ける non-conventionalな取扱いに対応した場合に適用する｡これは､久保の第三の

問題と関連しているものである｡ 10章は議論にあてられる｡

2.NETドD以前

NETFD以前の減衰調和振動子に対する量子系のランジュヴァン方程式 【6,
8,91

ia(i)--iLJa(i)-lea(i)+I(i), (1)

孟at(i)-Swat(i)-Nat(i)If†(i), (2)

を見てみよう｡ただし､ Fcは摩擦係数､a(i)(at(i))はヒルベル ト空間での消滅 (坐

成)確率演算子であり､時刻l-0で (または､シュレーディンガー表示で)正準交

換関係

la(o),at(o)]-1,

を満たす｡確率過程は､通常､揺動力演算子の榊関

(i(i))-(P(i))-0,

(ft(i)I(S))-2̂･'16(i-S),

(I(i)ff(S))-2K(h+1)6(i" ),

で特徴付られるウィ-ナ｣過程であるとされる｡ただし､

元=
l

ePu- 1'

(3)

ー
hu
R
Ht
用い1-hHt

4

5

6

′t

ー

(

(7)

である｡記号 (-･)は､その確率過程に対するランダム平均を意味する｡

正準交換関係が保存することは確率過程についてランダム平均をとったとき､

く神 ),｡I(用)-1, (8)
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が成り立つことから示される｡これに対して､方程式 (1)と(2)に対してランダム平

均をとれば､それぞれ方程式

嘉製州 --iw(a(i))-1C(a(i)),

孟 (at(i))-iw(a†(i)ト K(at(i)),

【(a(i)),(at(i))]-e~2ぺf,

に帰着して､交換関係は､

(ll)

となる｡従って､粗視化された演算子 くa(i))と(at(i))に対しては正準形式の量子論

を作ることができないと言われて卓た｡しかし､NETFDの体系ができてからは､

これは正しくないことが分かった (4章を参照)【29,301｡
確率演算子に対する同時刻交換関係を成り立たせるために､揺動力演算子を用

いようとする研究がなされた 【10,111｡これは､揺動力演算子に対して条件

1-[a(i),at(i)]

-e-2KL+2K/.笥tl/o笥t2e'-叫 ト̀tl'è.'U-K''トi2'lf(il)If†(t2)】, (12)

を課す｡しばしば行われるように､揺動力坑井子の系が調和振動子の集まりであると

仮定すると､揺動力のスペクトル密度関数が定数になり得ず､従って､揺動力は白色

でなくなる｡なお､相関 (5)､(6)で与えられる白色過程の揺動力も条件 (12)を満た

すが､この相関は調和振動子に対して負のエネルギー状態を要求する｡

久保の第二の批判であるKMS条件 【18,19】に関する問題とは､相関 (･5)､(6)

で与えられる白色過程に対して､

00
dle-''L'ot･CO (f†(i)/(0))≠e-β̂'0/_nf e-hot(I(0)f†(i)), (13)

となり､一般のkoの値に対してKMS条件を満たさないことである｡これは､(JI(i)I(S))

と(I(i)P(S))のスペクトルが同時には白色になりえないことを意味する｡この困･難

は我々の体系では緩和されることを後で示す｡

3.NETFD

NETFD【29,30,31】は散逸のある場の量子論であり､粗視化された量子場

に対する正準形式の理論を可能とする｡これは､まず密度演算子形式での減衰理論に

- 21 6 -



｢非平衡系の統計物理｣(その2)

よる議論 【33,15】を基に､いわゆる対応原理により構成され 【29,30】､その後､七つの

要請から再構成された 【34】｡ そして､相互作用表示による繰り込まれた時間発展演算

子の最も一般的な形が､一粒子分布関数の方程式を用いた表式で求められた【35,361｡
これらの研究で､NETFDが散逸のある量子場の正準形式として定式化され､NE
TFDと通常の場の量子論との問の構造上の類似性が明らかにされた 【37,38】｡さら

に､NETFDの枠組みで生成汎関数が導かれ 【39ト NETFDとclo苧edtime-path
法 【40日42】との関係が示された 【431｡

熱空間における真空のdynamicalrearrangementがポゾン変換とBCSモデル

に対して研究された 【44,45】｡そこでは､時間に依存する繰り込みの処方を扱い､散

逸の自発的発現の機構が調べられた 【45,35,36】 ｡

最近､NETFDの体系は､非平衡量子系のランジュヴァン方程式と確率リウ

ヴィユ方程式をも扱える､広い一般的な体系であることが示された 【31,32】｡ この方

故により､平衡から遠く放れた量子系のより広い問題が扱えるようになる｡そのよう

な系は､ハミル トニアンやラグランジュアンではなく適当な揺動力を持った運動方程

式により指定される場合が多いからである｡

流体力学的領域にある熱的過程が､NETFDの体系でも扱われ始めた 【46】｡
そこでは､非平衡熱力学の概念､特に局所平衡の概念を場の量子論の概念により捉え

る試みが成されている｡これに対して､これまでのNETFDによる研究は､そのほ

とんどが運動論的領域におけるものであった｡

NETFDは､光学系 【47,25日48日501やスピン緩和 【24】等に適用された｡

NETFDの体系では､任意の演算子 Aに対してその相手の演算子 Aが存在

する｡ティルド共役 ～は関係式

(AIA2)～-AlA2,

(cIAl+C｡A2)～-C;Al+C;A2,

(A)～-qA,

(At)～-At,

ーれリ
ーnu
R
Ht
lu■れu

4

5

6

7

r=

=L
H叩
F:

il
U
ill

iZE

iZ!

により定義される｡ただし､ポゾン (フェル ミオン)演算子 Aに対してq-1(-1)

であり､ cl､C2は C一数である｡

同時刻のティル ド付き験算子とティル ド無し演算子は互いに可換であり､

(llAI-(1且 (18)

という関係で結ばれている｡任意の輯算子 Aの期待値は､(1回0)により与えられる｡

熱真空 (1日:lO)は､ティルド不変である｡すなわち､

(lr-(ll,[0)～-[0),
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が成り立つ｡また､ (110)-1のように規格化されている｡A
NETFDにおける時間発展演算子 H は､ティルディアンと呼ばれる性質

Jヽ
(iH)～=ih,

を持ち､また､熱真空 くIIを消す｡すなわち､

(lLh=O,

(20)

(21)

が成り立つ｡後者の性質により､確率保存が保証される｡

以下の議論では､簡単のためポゾンの場合に話を限る｡フェルミオンの場合に

体系を拡張することは簡単である｡また､以下では､演算子 a(i)に､例えば運動量

を指定する k等の添え字を明白に書くことはしないが､散逸のある量子場を扱って

いることを忘れないでほしい｡

4.フォッカー ･ブランク方程式

フォツカー･ブランク方程式 (NETFDにおけるシュレーディンガー方程式)

【29,30】

釦 (i))-一朝 o(i)),
rJ

で記述される系を考える｡時間発展演算子 ガ は

A - A
II-Hs-IIs+ill,

(22)

(23)

で与えられる｡ただし､Hsは注目する系のハ ミル トニアンで非線形相互作用を含ん

でいてもよい｡また､k は､

k--al(2元+1)(a†a+ata)-2(7l.+1)0品-2,-tatatト 2Fn-I, (24)

という表式で与えられる散逸を記述する決算子である｡元は式 (7)で定義され､LOはJヽ
注目する系のエネルギー量子である｡坑井子 IIは､NETFDにおける時間発展演算

子の一般的性質､式 (20)と(21)を満たすことが分かる｡ここで現れる訴算子 a,at,a
及びaIは､租視化された演算子であることに注意を要する｡

演算子 (23)式は､減衰理論の conl･entionalな取扱いを用いて､系と線形に結

合した温度 β~lの熱浴を消去することにより得たものと同等である｡その取扱いで

は､注目する系内の自己相互作用が系の緩和に及ぼす効果を無視している｡通常の現

象論的理論はこの場合に分類される｡
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NETFDにおけるハイゼンベルグ方程式は､(22)式で記述される系に対して､

iA(i)-ilIAI,A(i)], (25)
で与えられる｡粗視化された演算子に対するハイゼンベルグ方程式 (25)が存在する

ことが､NETFDの顕著な特徴であることを強調しておきたい｡これにより､散逸

のある場の量子論を､正準形式で構成することが可能となったのである｡すなわち､

ハイゼンベルグ表示の粗視化された浪算子 申̀)に対して､同時刻正準交換関係

【坤),㌔(用-1, (26)

が成り立つような場の量子論を構成することができたのである｡

また､粗視化された演算子に対して同時刻正準交換関係 (26)が存在することに

より､揺動力演算子のスペクトル密度関数が､文献 【6日8日11】の量子系ランジュヴァ

ン方程式の体系にあるような特別な形に限定されることがなくなった｡これらの文献

の体系では､粗視化された演算子に対して同時刻正準交換関係が成り立たず ((ll)

式を参照)､したがって､＼揺動力演算子は注目する系の演算子に対する同時刻正準交

換関係を回復する目的で導入されている｡このため､揺動力演芥子に条件が課され､

それが揺動力訴算子のスペクトル密度関数をある特別の形に制限するのである｡そし

て､前に述べたように､そのスペクトル密度関数のために揺動力続算子の相関が白色

になれないのである｡この点から考えると､NETFDの体系は､量子場に対する系

統的な確率過程論を梢成する適切な足場を与えることが予想される｡以下の議論に見

るように､この予想は正しかったのである｡

5.確率リウヴィユ方程式

量子系に対する確率リウヴィユ方程式は､確率的時間発展演算子

kJ(i)dt-IIsd可 (a†一品)(id(a+at)/2+【I-Is,(a+af)/2]dl)-t･C･], (27)

を用いて､

dIOJ(i))--ill/(i)d‖OJ(i)), (28)

と表される【31,32】｡ただし､式 (27)中の浜算子 daとdaIはシュレ-ディンガ-表

示での時間微分浜算子Iで,それぞれ､

da-ilks･a]dt-Ra†,lL･喜[(lF(S'(i)IdF'S'†(i)]･ (29)

lシュレーディンガー表示での時間微分演算子 d.4 は通常の量子力学 と同様に､dJl(i) =
含J-I(i)dJ15J(I)により定義され､dA ≡ fllIlJ(i)dl,̂ 】となる｡従って､時間微分演洋子の形式
的な梢道は量子系の確率的ハイゼンベルグ (量子系ランジュヴァン)方程式と同じである｡
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da†-ilks,at]dt-Kadt･妄【dF'S'†(i)･dF'S'(i)],

と与えられる｡また､演算子 αとαIは正準交換関係

la,at]-1,

(30)

(31)

を満たす｡シュレーディンガー表示における揺動力演算子dF(S)(i)等はウィーナー過

程であり､その相関は､

(dF(S)(i))-(dF(S)I(i))-0,

(dF(S)I(i)dF(S)(S))-2Kh･6(i-S)dtds,

(dF(S)(i)dF(S)I(S))-2K(A+1)6(i-S)dlds,

くdF(S)(i)dF(S)(S))-(dF(S)I(i)dF(S)I(S))-0,

ー
れリ
ー
hu
n■.rhHt
p
nu

(ソ一

3

4

一ヘリ

3

3

3

3

il
HU
qtLU
il
U
nuL川U

で与えられる｡これらの相関は確率過程の白色性を表している｡Ⅰただし､記号 (-)

は､揺動力浜算子F(S)(i)及び F(S)I(i)についてランダム平均をとることを示す｡揺

動力演算子 dF(S)(i)､dF(S)t(i)に対して､式 (18)と同様の性質

くdF(SH(i)･･･)- (dF (S)(i)- ), (36)

が成り立つことに注意｡ウィーナー過程はガウス過程であるから､式 (32ト式 (35)に

よりその確率過程が完全に決定される｡式 (27)中の記号 t.C.はテイル ド共役をとる

ことを示す｡

揺動力訴算子 dF(S)(i)及びdF(S)I(i)は､注目する系の任意のシュレーディン

ガー表示での演算子 Aと可換であると仮定する｡すなわち､

【A,dF(S)(i)]-lA,dF(S)I(i)]-0, (37)

であるとする｡この仮定は､揺動力演算子の確率過程がシュレーディンガー表示では

注目する系と無関係である､という考えに基づくものである｡■l
浜算子 H/(i)は､少なくとも三つの条件･を満足しなければならない｡一番目の

条件は､(20)式で表されるテイルディアンでなければならない､ということである｡

すなわち､ ■l
(iHJ(i))～-ikJ(i), (38)

暮式 (32)は揺動力演芥子の性質 (F(早)(i))=0より得られる｡微分形の相関 (33)式 及び (34)式
は､例えば､ (F(S)I(i)F(S)(S))=2fC元min(i,S)を二度微分することにより得られる｡
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を満たさなければならない｡二番目は確率保存の要請から乗る(21)式

(llIIJ(i)-0, (39)

を満たすことで､三番目は確率リウヴィユ方程式 (28)が､ランダム平均をとったと

きに､対応するフォツカー･ブランク方程式 (22)になる【31,32】ことである｡演算子

(27)式が最初の二つの条件を満たすことはたやすく分かる｡

最後の条件に関しては､次のようにして系統的に確かめる 【31,32】ことができ

る｡すなわち､確率リウヴィユ方程式 (28)のランダム平均をとると､

(dlOJ(i)))-d10(i))

--i(hJ(i)dtlOJ(i)))
-1'ildlIO(i)),

となる｡ただし､

であり､また､

で､淡算子 '̂(i)は､

(0(i))-I(OJ(i))),

-ih-ii,T.去r dtil,(tl)dtl,

00
Ir(i)dl-∑il,A(i)dt,

n=1

(40)

(41)

(42)

(43)

と

緑 )dt- (-i)～/ot/.tl- /: - 2(Ill/(i)dlilJ(tl)dt l ･･･hJ(tn- 1)din-1) o ･C ･･ (44)

で与えられる｡記号 (-)..C.は順序付きキュムラント【33】で､その低次のものを挙げ

ると､任意の抗芥子 X(i)に対して､

(X(i))..C.-(X(i)),

(X(i)X(tl))0.C.-くX(i)X(tl))-(X(i))(X(ll)),

(X(i)X(ll)X(t2))..C.-(X(i)･1'(ll)Jl'(l2))-(X(i)X(tl))(X(i2))

-(X(i)X(i2))(X(ll))-(X(i))(X(tl)X(l2))

+(X(i))(X(ll))(.Y(t2))+(X(i))(.Y(l･l))(.1'(l】)), (47)
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となる｡(29)式と(30)式を (27)式に代入してウィーナー過程の相関 (32)式-(35)式

を用いると､フォツカー ･ブランク方程式 (22)中の時間発展浜算子 IAIが､

h=i.itToA r at((hJ'll'dtl'-i/oLl (hJ'tl'dtlh /'t2)dt2'- ･)■l
=Hs+iH,

A -
のように得られる｡ただし､Hs=Hs-Hsである｡

(48)

6.ストラ トノヴィッチ型確率微分方程式

任意の演算子 (̂i)に対するス トラ トノヴィッチ型のランジュヴァン方程式は､A
上記の三つの条件を満足する時間発展演算子 H/(i)で書かれるハイゼンベルグ運動

方程式

として得られる｡ただし､

dA(i)-ilililI'(i)dt･A (i )] , (49)

hiH)(i)-SI-1(i)Ill(i)SJ(i),
A A

(50)

であり､演芥子 SI(i)は､

▲l ■■ A
dSJ(i)--iIIJ(i)dtSJ(i), (51)

■l
を満たし､その初期条件は S/(0)-1である｡ここで､注目している系は､dF(S)(i)

等で記述される系と時刻 t-0に相互作用を始めたと仮定している｡我々は (49)式

を量子系確率的ハイゼンベルグ方程式と名付けた 【511｡ 仮定 (37)式により､ハイゼ

ンベルグ表示の坑井子に対して同時刻交換関係

la(i),dF(i)】-0, [at(i),dF(i)]-0, etc･,

が成り立つ｡ただし､ここではハイゼンベルグ表示の演算子とは､

a(i)-SI1(i)a･9/(i),(IF(i)-Le;1(i)dF(S)(i)SJ(i).

(52)

(53)

により定義されるものである｡ここで､演算子 (申)は微視的な確率演算子を表す｡粗

視化された拭算子と､微視的な確率演算子の両方に対して同一の記法 a(i)を用いた

わけだが､以後特に混乱する恐れの無い限り､微視的な確率演算子に対してこの記法
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を用いることにする｡(31)式とハイゼンベルグ演算子の定義 (53)式を用いれば､ハ

イゼンベルグ表示における確率演算子の正準交換関係

【a(i),aI(i)]-1, (54)

も成り立つことが分かる｡

方程式 (29)と(30)杏(27)に代人 した表式を (49)に用いると､注目する系の

確率的ハイゼンベルグ方程式の具体的な表式

dA(i)-ilhs(i),A(i)]dl

･;K([(at(i)一坤))(a(i)･at(i)),A(i)]

+[(it(l上 a(i))(a(i)+at(i)),A(i)])dt

弓 (tat(i)" (i)･A(i)]oldF(i).dFt(i)]
+神 ト a(i),A(i)回 dF(i)+dF†(i)D,

を得る｡ただし､記号 Oはス トラトノヴィッチ型の積を示 し､また､

IIs(i)-SJ-1(i)rlss/(i),
▲■■

(55)

(56)

である｡確率的ハイゼンベルグ方程式 (49)を用いると､任意の注目する系の演算子

AとBに対して､

d【A(i)B(i)]-dA(i)IB(i)+A(i)･dB(i), (57)

が成り立つことが直ちに示される｡この事実は､確率的ハイゼンベルグ方程式 (55)
がス トラトノヴィッチ型の量子系のランジュヴァン方程式にはかならないことを示し

ている｡Aが aと aIの場合には,(55)式は､

da(i)-ilIAIs(i),a(i)]dt-Rat(i)dl･;ldF(i)+dFt(i)], (58)

dat(i)-ilIIs(i)Iat(i)I,lt-K a (i)d l ･喜【dFf(i) ･ d F(i)], (59)

となる｡(58)式と (59)式の形式的な構造はそれぞれ､(29)式と (30)式とに一致 し

ている｡

調和振動子系の場合には､系のハ ミル トニアンは､

IIs=LJata,
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で与えられ､量子系ランジュヴァン方程式 (58)と(59)は､

da(i)--wa(i)dt-K･at(i)dlI;ldF(i)･dFt(i)],

dat(i)-twat(i)dト 瑚 )dt･喜t･dFt(i)IdF(i)】,

となる｡NETFD以前のランジュヴァン方程式 (1)式､(2)式 と(61)式､(62)式

との違いに注意してほしい｡方程式 (61)と(62)の右辺にテイル ド付き演算子が含ま

れているのかこの系統的な休系の新しい特徴であり､量子系ランジュヴァン方程式を

構成するのにNETFDが不可欠であることを示している｡lヽ
SJ(i)を通して注目しない系も注目する系から動的な影響を受けるので､ハイ

ゼンベルグ表示における揺動力演算子 dF(i)等の相関はたとえランダム平均をとった

としても､複雑な構造をしているであろう｡しかしながら､

dW'S'(i)-;ldF'S'(f恒 F'5't(i)]･ (63)

に対して､相関 (33ト(35)を用いると､確率収束の意味で､

dW(S)(i)d一･～V(S)(S)=d一,～V(S)(S)dⅣ(S)(i)=a(9-元+1)6(i-S)dLds, (64)

dW(S)(i)dW(S)(S)-dl･-V(S)(i)dl･～V(S)(S)-0,

が成り立つことが分かる｡(64)式と(65)式の最初の等号により､交換関係

【5/(i),dⅣ(S)(i)】-0,【3/(i),dl-V(S)(i)I-0･

が示される｡したがって､ハイゼンベルグ表示の揺動力演算子

dW(i)-BJ-1(i)dW(S)(i)SJ(i),
A

に対して､

dTJl,(i)-州′(S)(i),dl,i,(i)-dry(S)(i),

が成り立ち､

(65)

(66)

(67)

(68)

dW(i)dT･7,(S)-a-1′(S)dW(i)-dⅣ(S)(i),I-i,(S)(a)-a(2元+1)6(i" )dlds, (69)

となることが分かる｡すなわち､dF(i)等は注目する系との相互作用による影響を受

けるが､dn/(i)等はその影饗を受けないわけである｡このことと併せて､確率微分A
方程式 (･5･5)には揺動力演算子が dtl′(i)とdl･i'(i)の形でのみ入っており､Ill(申 こ
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よる動的効果がdTV(i)とdT-V(i)に対しては相殺されること､すなわち､揺動力演算

子 aw(i)と dl･i'(i)の時間発展はその確率過程でのみ決ることに注意すれば､これ

は､量子系ランジュヴァン方程式に関する久保の第-の問題 【17】を解決することが

分かる｡

ランジュヴァン方程式を用いた方法では､揺動力の相関を与えて初めて系の力

学的振舞いを指定できる｡量子系ランジュヴァン方程式はハイゼンベルグ表示の方程

式であるから､揺動力演算子の特徴付けもハイゼンベルグ表示で行われなければならJ■
ない｡揺動力演算子 dF(i)等では､HJ(i)により生成される動力学により確率過程の

情報が隠されてしまうので､これらの演算子をもって揺動力演算子の特徴付けを行う

ことはできない｡これに対して､dW(i)等では関係式 (69)により､その相関の指定

が直接確率過程の特徴付けになるのである｡

また､dⅣ(i)とdWI(i)-dt･-V(i)が可換であることより､

(dW(i)dⅣI(S))-(dn′I(S)dW(i)), (70)

が成り立つ｡したがって､揺動力演算子の相関に対するKMS条件に関わる久保の第

二の問題 【17】も同時に解決したといえる｡

7.確率微分

量子系の伊藤及びストラトノヴィッチ概分の定義は､時間 0- 5｡< 51< ･- <

sN < sN+1-iに対して条件 IimNー∞maXH=｡Is.I+1-S,･I-0の下で､それぞれ､

〟

(I)/.tg(S)dW(S)-比芸9(S･･WV(st･･1)一一′l′(S,･)iI (71)

及び､
〟

(S)/.ig(S)｡dW(S)-JiR1.9(sIU･V(st･･.)-T･V(st･)], (7･2)

で与えられる｡ただし､9(S)はあるハイゼンベルグ表示の演算子であり､また､S-i-
(S,.+1+S,･)/2である｡極限は二乗平均極限の意味でとる｡

(71)式及び (72)式より､伊藤確率噴分とス トラトノヴィッチ確率積分とをつ

なぐ変換公式が,微分型で､

9(i)odW(i)-9(i)d一･一･,(中 主dg(i)d叩 ), (73)

と求まる 【281｡g(i)が注目する系の演算子から成るとき､dg(i)は確率的ハイゼンベ

ルグ方程式 (49)で与えられる｡この場合､式 (50)と(27)､(29)､及び(30)で与え
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られる hi")(i)の具体的な表式を用いると､公式 (73)は､

9(i)odl･T'(i)-9(i)dW(i)-K(2,-i+1)【at(i)-a(i),9(i)]dl, (74)

となる｡ここで､(69)の性質と dW(i)dtが高次項として無視できるということを

使った｡

8.伊藤型確率微分方程式

前章で導かれた伊藤型とス トラトノヴィッチ型の積の間の変換公式 (74)を用

いて､ス トラトノヴィッチ型の量子系確率微分方程式 (55)から伊藤型の量子系確率

微分方程式を導くことができ､それは､

dA(i)=ilhs(i),A(i)]dt

･;a([(at(i)-a(i))(a(i).at(i)),A(i)】

+[(at(lト a(i))(a(i)+at(i)),A(i)Ddt

･喜K(2h+1)(rat(i)-a(i)Itat(i)一品(f),A(i)]]

+tat(l卜 &(i),仁at(i)-a(i),A(i)]])dl

-細 a†(i)一刷 A(i)][岬 )十両 )]

+rat(i)-a(i),A(i)HdF(i)+dFt(i)]), (75)

となる｡また､(75)式を使うと､任意の注目する系の確率浜算子 ノ1､βに対して､積

dil(i)(IB(i)が､

dA(i),lB(i)千a(2h+1)(tat(i)A (i),A(i)]la†-a(i),B(i)]

+lt-tt(i)-a(i),jl(i)]la†(lト a(i),B(i)i)dl,

となることが分かり､伊藤型の公式

(76)

d【一4(i)B(i)】-dA(i)･B(i)+A(i)･dB(i)+dA(i)dB(i), (77)

が得られる｡これは､確かに､量子系確率微分方程式 (75)が伊藤型のものであるこ

とを示している｡さらに､(75)式が任意の注目する系の確率演算子 (̂i‖こ対する時

間発展方程式であることから､それは､量子系の伊藤公式であることが分かる｡
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方程式 (75)のランダム平均と真空期待値をとると､任意の注目する系の演算

子 A(巧の期待値に対する運動方程式

孟((A(i)))-棚 Hs(i),A(i)]))

-a(《at(i)【A(i),a(i)]))+《【at(i),A(i)]a(i))))

+2虎 《tat(i),【A(i),a(i)11》, (78)

を得る｡ただし､((-･))-(1I(･･･)[0)であり､ランダム平均と真空期待値の両方をと

ることを意味する｡これは､熱浴と線形に結合した散逸系に対する厳密な運動方程式

であり､フォツカー ･ブランク方程式 (22)からも得ることができる｡ここで､伊藤微

分の定義からくる性質

(a(i)dlγ(i))-0,etc･, (79)

を使った｡(78)式は非線形相互作用を含む任意の hsに対 して導かれたものである

ことに注意してほしい｡

9.Non-Conventionalな取扱い

前章では､注目する系の非線形性がその緩和に及ぼす影響を無視した取扱い

(減衰理論の conventionalな取扱い)に対応した場合に限って話を進めてきた｡この

章では､この体系をnon-conventionalな取扱い【20ト【25日52,53】の場合に拡張する｡

これは､久保の第三の問題 【171に関わる間項である｡

例として､ハ ミル トニアン

1
IIs-LJata+亨galataa,▲■■ (80)

により指定されるポゾン系を考える｡

この系のフォツカー･ブランク方程式は､ハミル トニアン(80)と緩和を記述す

る演算子

Hニー(aI-a)lA'(N+1)a-a†l-1'N]+t.C.

--(aL a)(ea-a9怠aK(LJ)【元(LJ)+1ト がea-&9孟K(W)Ill(LJ))+t･C･, (81)

を用いて (22)式で与えられる｡ただし､

K-K(LJ+gala)- ea-ag£K(W),

N - 元(W+gala)- ea-a9畠 ,-i(LJ),
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であり､元(W)は (7)式で与えられる｡ Ll
この系の確率リウヴィユ方程式 (28)の時間発展演算子III(i)は､

hJ(i)dt-hsdt一言((a†一品)(̂'a･atk)+t･C･)dt

･妄((at一品)a(a,at,W )ldF'S'(i)+dF'S"(i)]･t･C･), (84)

で与えられる｡ただし､

G-a(a,aI,a,at)- e-i(af4-aa一柑 aa)9怠, (85)

である｡時間発展演算子が (84)式で与えられる確率リウヴィユ方程式 (28)のランダ

ム平均をとれば､フォツカー ･ブランク方程式 (22)において､時間発展流罪子がハ

ミル トニアン(80)と親和を記述する演算子 (81)を用いて書かれたものが得られる｡

系のストラトノヴィッチ型の確率微分方程式 (確率的ハイゼンベルグ方程式)は､

d/.(i)-車F'(i)dt･A(i)]
-ilhs(i),A(i)】dt

･細(at(i)-a(i))(Ill(i)a(i)Iat(i)k(i)),A(i)]
+[(it(i)-a(i))(I-1'(i)a(i)+at(i)Ii'(i)),A(i)])dt

-([(at(i)一品(i))a(i),A(i)】odW(i)

+【(at(tト a(i))a(i),A(i)]odT,-V(i)),

となる｡ただし,

G(i)-9;1(i)GS/(i), ･̂(i)-SJ(i)KSJ(i),
Jヽ Jヽ ∧

(86)

(87)

である｡(86)式はス トラトノヴィッチ型の確率微分の公式 (57)を満足するので､確

率的ハイゼンベルグ方程式 (86)が真にス トラトノヴィッチ型の量子系ランジュヴァ

ン方程式であることが分かる｡

ス トラトノヴィッチ型と伊藤型の微分の関係式 (73)を用いると､(86)は伊藤

型の確率微分方程式

dA(i)-ilIIs(i),A(i)]dt
･;([(at(i)-a(i))(K(i)a(申 (-tt(i)k(i)),A(i)]
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+[(at(l上 a(i))(I-1'(i)a(i)+at(i)̂'(i)),A(i)Ddt

･;([(at(i)-a(i))a(i)I[(at(i)-a(i))G(i),A(i)日

+【(at(lト a(i))a(i),【(at(i)-a(i))a(i),A(f)]DK(u)【2h(LJ)+1】dt

-(【(at(i)-a(i))G(i),A(i)]dn'(i)

+【(at(i)-a(i))a(i),A(i)idl,i'(i)),

となる｡実際,この式より,

dA(i)dB(i)-(【(at(i)-a(i))a(i),A(i)日(at(i)-a(i))a(i),B(i)]

+【(at(i)-a(i))a(i),A(i)=(at(i)-a(i))G(i),B(i)])
×K(LJ)[21-7･(u)+1】dl,

(88)

(89)

となることが分かり､伊藤型の計算公式 (77)を得る｡

方程式 (88)のランダム平均と真空期待値をとると､任意の注目する系の演算

子 A(i)の期待値の運動方程式

孟((A(i)))--i((A(i)Hs(i)))

A

一芸(((A(i)(at(i)-a(i))(A,(i)a(i).at(i)fi,(i))))

+((A(i)(at(i)-a(i))(ill(i)a(i)+at(i)̂'(i)))))

･喜くく(A(i)(at(tト 坤))a(i)(at(i)-a(i))a(i)))

+((A(i)(at(t上 a(i))a(i)(at(i)-a(i))G(i))))

×JC(W)【27-1(LJ)+1], (90)

を得る｡これは､フォツカー･ブランク方程式 (22)において､時間発展演算子がハ ミ

ル トニアン(80)と緩和を記述する演算子 (81)で与えられたものを用いて導いた式と

一致する｡

10.議論

孟子系に対して､系統的な確率微分方程式の体系 (ランジュヴァン方程式と確

率リウヴィユ方抑式の両方を含む)を､r(27)式または (84)式Q)確率的時間発展演
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■l
算子 HJ(i)で書かれるハイゼンベルグ方程式としてランジュヴァン方程式が与えら

れるJという要請の下に構成した｡これは､NETFDの体系を拡張することにより

成し遂げられた｡孟子系確率リウヴィユ方程式を揺動力演算子に関して平均をとるこ

とにより､対応するフォツカー･ブランク方程式が得られる｡このフォツカー･ブラン

ク方程式はNETFDにおけるシュレーディンガー方程式であり､粗視化された巨視A
的演算子で書かれている｡これに対して､H/(i)により生成されるハイゼンベルグ運

動方程式は微視的な確率演算子に対するス トラトノヴィッチ型の量子系ランジュヴァ

ン方程式である｡量子系の演算子に対する伊藤型とス トラ トノヴィッチ型の確率微分

を定式化して､伊藤型の量子系ランジュヴァン方程式をス トラ トノヴィッチ型のもの

から導出した｡伊藤型の量子系ランジュヴァン方程式のランダム平均と真空期待値を

とって得られる運動方程式は､フォツカー ･ブランク方程式から得られるものと厳密

に等しいことが示された｡

このように､量子系に対しても確率微分方程式の体系が､系統的に定式化できJヽ
ることは､以前には知られていなかった｡確率的時間発展演算子 HI(i)の発見は､こ

の系統的な体系を構成するうえで鍵となるものであり､それは､NETFDの体系で

のみ可能だったのである｡このことは､量子系ランジュヴァン方程式にテイル ド無し

浜算子とティル ド付き演算子が共に存在していることから見てとれる (方程式 (61)

と(62)を参照のこと)｡この事乗は､NETFDが今後さらに発展しより深く理解さ

れるうえで､大きな影響をもたらすであろう｡

この論文を終る前に､いくつかコメントを加えておく｡系内に相互作用がない

場合､すなわち､系のハミル トニアンHsがaIとaに関して双一次の場合には､(27)

式で与えられる確率的時間発展演算子 hJ(i)は文献 【31ト 【32】､【52】及び 【53】で導

入された演算子

hyo'(i)dl-妄(a†" )id(a･at)-t･C･, (91)
■ヽ

と一致する｡この論文で定式化された体系は､式 (27)の HJ(i)dl中の (a+at)/2を

α+β-1を満たす α､βを用いてαa+C&Iとしても構成できる｡これについては､

別の論文で議論を行う予定である｡また､この孟子系確率微分方程式の数学的な基礎

付けは､大変興味深い未解決の問題である｡
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