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研究会報告

固有値の複素交差点の分布と非断熱遷移

京大 理 高見 利也

1 Introduction

非可積分量子系の固有値の性質はこれま

で比較的良く調べられてきた｡固有値の最

近接間隔分布やspectralrigidity【1】の他､ハ

ミルトニアンが連続パラメタ-を持つ場合

に､パラメタ一に関する固有値の二階微分

の分布 【2,3]などもユニバーサルな性質を持

つことが知られている｡

しかし､非可積分系のdynamicsに関して

は､それ程多 くの事が卵べられているわけ
ではない｡例えば､非断熱遷移の理論は化

学反応等を説明するために広 く使われてい

るが､解かれているのは2レベルの場合だ

けであり非可積分系に対する完全な理論は

存在 しない｡

本研究では､ハミルトニアンが連続パラ

メタ-を持つ場合について､パラメタ-を

複素空間に拡張 した場合の固有値 ･固有状

態の性質について考察する｡次に､非可積

分系における非断熱遷移の問題を考えるた

めにこの性質を応用することを考える｡

2 DiabaticRepresentation

非断熱遷移の問題を扱 うときには､パラ

メタ一に対 して性質が変化 しない基底の上

で考えると便利である｡固有状態からこの

ような基底を求めるための変換を透熱変換

(diaba･tictransformation)と呼ぶ 【4】が､非

可積分系の場合には良い基底がもともと存

在 しないから､一つの固有状態を表すため

に無限個の透熱基底関数を要する｡そこで

非可積分系に対 しては､厳密に性質が変化

しないという条件をあきらめて､近似的に

性質が変化 しない､近似的な透熱基底を求

めることが必要となる｡

しかし､これまでのところ近似的な透熱

変換の処方が与えられているわけではない｡

例えば､非可積分系に2レベルの透熱変換

を繰 り返 し適用 していった場合､どこかで

適用できなくなってしまう[51｡ここでは､

複素パラメタ一に拡張 したときの固有状態

の様子から､近似的な透熱変換の可能性に

ついて考察する｡

実軸上で扱 うことが難 しい量を解析する

場合､複素空間で評価することによって見

通 しが良くなることがある｡非断熱遷移の

問題に関しては､Landau-Zenerの場合に複

素時間軸上で扱 うことにより解法が得 られ

ている[6]｡ ここでは､複数のレベルを持つ

具体的な系に対 して､パラメタ-を複素数

に拡張 したときの固有値 ･固有状態の性質

を調べることにする｡

Kickedrotatorの準固有状態は､ユニタ

リ-行列

U(k)-exp(諸 co84)exp(一言書2)

の固有状態として求められる. ここで ki事

kid の強さを表す連続パラメダーで､普通

は実数にとる｡k- 〇+iyと虚数成分を持つ

時の準固有値の様子を求めると図 1のよう

になる｡この図によると､パラメタ-を複

素数にすることによって､固有値の実部は

avoidedcrossingをこえで連続的に変化する

ことがわかる｡さらに固有状態の様子を調
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図 1
バラメタ- kを変化 させ
たときの KickedRotator
の準固有値の実部｡実線は
Im k=0の時の準固有値
の様子､点線はImk=0.1
の時の準固有値の美都を表
す｡横軸は Rekである｡

(右上がりの実線は､他の固
有状態とほとんど相互作用
していない固有 レベルで､
Im k=0.1としても固有
値の美都はほとんど変化 し

ない○)
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ベると､同様に､avdidedcrossingをこえて

特徴を受け継ぐように変化することが確か

められる｡

このような性質を持つのは､透熟表示で

パラメタ-が線形に入っているような場合

に限られる｡すなわち､レベルダイナミク

ス【71で扱われた H(A)-H.+AVの形の

ハミルトニアンの場合に一般的な性質なの

である｡一般のハミルトニアンに対 しても､

パラメタ-の変化の範囲が/J､さい場合には

線形のパラメタ-を持つハミルトニアンで

近似出来るから､ここで見てきたような性

質を利用 して非可積分系に対する近似的な

透熱変換を導入することが可能である｡

複素パラメタ-を持つハ ミルトニアンの

物理的な意味は､まだ明らかではない｡ハ

ミルトニアンがエルミートでなくなること

から､dissipationを入れるのと同等の操作

をしていることになると考えられるが､こ

のような系の詳 しい性質とあわせて今後の

研究が待たれるところである｡

3 NonadiabaticTransition

量子系における非断熱遷移の問題は2レ

ベルの場合には様々な方法で解かれている

が､非可積分系のように多数のレベルが関

与 している場合については定量的な結果は

1.65 1.70 1.75 1.80 1.$5

KickStrength

得 られていない｡ただし､ゆっくりパラメ

タ-を動かす極限 (断熱極限)と速 く動かす

橿限 (透熱極限)の場合は､2レベルの場合

の結果を援用することによって理論的に明

らかにされている[8】 ｡

しかし我々が興味を持っているのは､ある

有限の速度でパラメタ-を変化させた場合の

固有状態間の遷移である｡孤立 したavoided

crossingLか存在 しないような場合には断熱

撞限の公式であるLandau-Zenerの遷移確率

をかなり広い範囲にわたって使 うことができ

るが､複数のavoidedcrossingに対 してこの

公式の適用が正当化 されるかどうかわから

ない｡そもそも非可積分系においては､一つ

一つのavoidedcrossingを分離 して考えるこ

とが出来ないからである｡

2レベルの場合には､複素パラメタ-空間

の固有値交差を回ってくる複素pathが重要

な役割を果たした[6]｡ 非可積分系の非断熱

遷移においても同様な役割を果たすことが

予想される.そこで､複素パラメタ-空間で

の固有値交差の分布について考察 してみる｡

容易に予想されるように､可積分あるいは

近可積分系においでは固有値の交差点はパ

ラメタ-の実軸の近 くに集中しているのに

対 して､非可積分系では複素バラメタ-塗

間に広 く分布 しているであろう｡交差点の

分布の様子は､少なくとも実軸の近 くに関

しては､ハミルトニアンの性質に対 してユ
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ニバーサルな性質を持つと考えられる｡

複数のレベル間の非断熱遷移を調べるた

めに､状態をパラメタ一 入における固有関

数 Qk(A)で展開して

4,(A)-∑ Ah(A)Qk(A)
A

と表す.すると､パラメタ-をん から入1ま

で一定の速度 V で動かした時の確率振幅は､

卿 - (Ao,exp[-i/A:IE"I,dx]･,y TぬTh,I(I,A,･(x,ex車 /:1Ekd,dx,]･

となる｡ここで Ek(｡)は k番目の固有値､

Tk,･(｡)≡ - <Qk(3)は14,･(｡)>

は k,jレベル間の非断熱結合である.

非断熱遷移確率を複素空間の固有値交差

を回るpathによって表す場合､異なるpath

間の干渉を考慮 しなくてはならない｡これ

が具体的にどのような形で表されるのかは､

まだわかっていない｡

×

-::E i =><･iI-'.畏 Re九
X

X

X

x X

図2 複素パラメタ-空間の異なるpath

4 Discussion

Section2で調べた近似的透熱変換は､非

可積分系における固有状態の特徴 (例えば

scarなどの)を調べるた捌 こ利用できると

考えている｡例えば､非可積分系のavoided

crossingの起源 【5】など､半古典量子力学と

の関連を研究するための道具としても役立

つのではないだろうか｡

非可積分系の非断熱遷移の研究は始まっ

たばかりであり､複数の固有 レベルが関与

すること以外に､系の非可積分性に起因す

る特別な性質があるかどうかはわからない｡

しかし､非断熱遷移はトンネル効果 と並ん

で量子力学特有の基本的な性質の一つであ

るから､この研究が非可積分量子系のダイ

ナミクス一般の研究の基礁 となることを期

待 している｡
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