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｢非平衡系の統計物理 一現状と展望｣

非平衡 ･量子散逸系の正準理論

一量子系確率微分方程式の一貫した枠組み-

有光 敏彦

筑波大学 物理学系
〒305 つくば市天王台1-1-1

1 はじめに

この講演では,Non-EquilibriumThermoFieldDynamics(NETFD)[1]-[4】と名付けられ
た,非平衡量子系を扱う正準理論を紹介する｡ これは,散逸量子系を扱う一貫した (非平
衡系統計力学でのすべての基本的概念,すなわち,Boltzmann方程式,Fokker-Planck方

程式,Langevin方程式,確率Liouville方程式'で代表される見方を,一つの土俵で議論
できるという意味で),しかも,量子力学や場の量子論で学んだ,自然認識の基本である

演算子代数と表現空間という二重構造を供えた理論体系である｡

NETFDの表現空間 (熱空間,thermalspace,と名付けられた)は,2つのHilbert空
間の直積で構成されている.1つばnon-tilde場,もう1つはtilde場のHilbert空間で

ある. NETFDでは,いかなる演算子Aにもその髄伴演算子 (tilde演算子)Aが伴って

いる｡tilde共役,～,は,

(AIA2)～-AIA2,

(cIAl+C2A2)～-C;il+C;12,

(i)～-A,

(AI)～-〟,

p
hH一
Gi-
ー
nu
p
nu
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2

3

4

lHIU
■HtLH-
iヨ

lHは■川U
で定義される｡ただし, clや C2は,c数である.Schr6dinger表現では,tilde演算子と
no凪-tilde演算子は,互いに可換である :

lA,B]-0. (b5)

散逸は,直積Hilbert空間全体での回転,すなわち,tilde演算子とnon-tilde演算子を
交ぜるような回転として捕らえられることが明らかになった｡無限小時間発展演算子の中

のtildeとnon-tilde場が掛っている項が,散逸 (すなわち,非可逆)現象を司っているの

である｡この点は,NETFDが建設されて初めて認識された 【1,2】｡ I

'古典系での確率Liouville方程式は,久保 【5,6】により初めて導入された｡

Iこの認識は,GibbSアンサンブルを定式化 した熱平衡系のTFDl7】にはなかった｡そこには,散逸は
現れない｡この点が,NBTFDとTFDとの本質的な違いのひとつである｡Zubarevが,NETFDの方法を

賞賛 し,非平衡量子現象の研究に用い始めたことに,ここで言及させていただきたい 【8】.
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研究会報告

Boltzmannは,微視的で可逆なNewton力学から出発 して,自然界の非可逆性を導出

しようとした.しかし,Boltzmann方程式を導 く際に,分子混沌と呼ばれる確率操作を,

知らずに導入していたことが判明したのである(その辺のからくりの簡単な解説は,【9]を
参照のこと)｡我々の新 しい方法が見通 しの良いものであるという技術的な面ばかりでな

く,散逸量子場の理論としてのその二重構造が,Boltzmannの初め措いた夢を,何等かの

意味で実現させるのではないか,という期待が湧いてくる. Boltzmannの時代には,こ
の二重構造は認識されていなかったのである｡

詳しい NETFDの解説と参考文献は 【4]を参照 して頂 くとして,semi-free時間発展
演算子 (量子 Fokker-Planck方程式と,定常的量子Wiener過程に従う量子確率Liouville
方程式,それぞれに関するもの)が,いくつかの基本的要請の元に,如何にして創られる

かを示す.Semi-free時間発展演算子は,双線形で大域的ゲージ不変性を満たすものであ

る｡以下,散逸量子系の正準理論が,前者の時間発展演算子によって如何に創られるかを

紹介 し,量子系確率微分方程式の一貫 した体系が,如何にして建設されるかを示す (図2
参照)｡そうすると,量子散逸系の方程式に纏わる次のような基本的な疑問が,解決され

ることが見えてくる (量子系 Langevin方程式に対する問題提起に関しては,【10】も参照
のこと)0

ql. 量子散逸系を扱う正準理論 (つまり,時間発展が正準変換で誘起される)は,建
設可能だろうか?

考えもなしに

a(i)-ae~(iw+A)i, aI(i)-a†e(t'U-A)i, (6)

のようにエネルギー･スペクトルに虚数部を導入するだけでは,同時刻交換関係は,
けっして保存されない :

la(i),aI(i)]-la,a†一e~加 t (7)

Q2･ 揺動力演算子はKMS条件 [11,12】を満たせないので,量子系では白色過程は許
されないと言われている｡ たとえば,Langevin方程式

孟a(i)--ida(i)一項 ･佃 (8)

孟a'(i)-iwat(i)-nat(i)II-T(i), (9)

を考えてみよう｡ただし,fCは,摩擦係数である.また,a(i)tat(i)は,それぞれ
Hilbert空間の消滅,生成確率演算子で,i-0に正準交換関係を満たすものとする:

la(o),af(o)]-1.

揺動力演算子 f(i)やfI(i)の時間相関は,

(拍))-(J恒))-0,

(ft(i)I(S))-2FCh6(i-S),

(I(i)ft(S))-2J'(兎+1)6(i-S),

で与えられるとする 【13日151｡ただし,

兎=
1

eβU-1'
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｢非平衡系の統計物理 一現状と展望｣

である｡ここで,(-)の記号は,(ll)-(13)で特徴付けられた確率過程に関わる乱
雑平均を表す.また,Pは,環境の温度T(kB-1)の逆数である.確率過程に関す
る乱雑平均をとると,同時刻交換関係は,その形を保有する :

(【a(i),aI(i)])-1. (15)

さて間題は,相関(12)や(13)が,KMS粂件 【11,12]:

蔦fe~ihot《f†(i)I(0)》-e~βko/_:die-ikotくくf(0)f†(i))), (16)

を満たすか,である｡左辺は,

1

2K兎=2K諦こて,

2K(叫 1)-2麓 芸,

となるが,右辺は,

(17)

(18)

となる｡つまり,ko-Uの場合 (on-mass-shellとみなせるようなの場合)以外は,

KMS条件は,相関(12)や(13)とは相容れないのである｡

しかしながら,微視的な観点から減衰理論により導出された量子系マスター方

程式 (あるいは,量子系 FokkeトPlanck方程式) 囲 があり,それを見ると,量子
的白色雑音によって誘起されるLangevin方程式が,必ずや存在す■るように思える

のである (以下に出てくる(53)や(64)を参照のこと)｡はたして,多くの分野で広
く使われている量子系マスター方程式は,正 しくないのであろうか?

Q3. Langevin方程式で記述されている系は,少なくとも2つの,互いに相互作用 し
ている部分系で構成されているはずである｡注目している部分系と,揺動力に関わ

る部分系とである.以下で見るように,確率的Liouville方程式はSchr6dinger表現

での式であり,一方,Langevin方程式はHeisenberg表現での式である｡(11ト(13)
のような確率過程の規定は,2つの部分系間相互作用が運動方程式に効いてこない

Schr6dinger表現でなされるべきである｡それでは,Langevin方程式に現れる揺動

力の相関として,はたして,Schr6dinger表現と同じものを採用して長いのであろ
うか?

q4. 如何にして,確率過程の表現空間を建設 したら良いのであろうか?

時間発展演算子の一般形は,本質的にLiouville方程式

孟p(i)--iLp(i),

に関る次の性質から導きだされた｡

Dl.Liouvme演算子のエルミート性 :

Lf=L.

-33-
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研究会報告

D2. 確率の保存 (trp-1):
trLX=0.

D3.密度行列のエルミート性 :

pt(i)-p(i)･

NETFDの体系では,系の時間発展は,Schr6dinger方程式 (a-1)

(21)

(22)

孟lo(i))--ihlO(i)), (23)

で記述される.このSchr6dinger方程式を,しばしばFokker-Planck方程式と呼ぶo従っ

て,Fokker-Planck方程式は,Schr6dinger表現の式である.上に挙げたLiouville方程式

の各性質に対応して,Schradinger方程式は次の性質を持つ.

Bl. 無限小時間発展演算子,山付ハミルトニアン (hat-Hamiltonian)乱 は,

(ih)～-ih, (24)

を満たす｡この性質は,テイルディアン (tildian)と名付けられた｡テイルデイア
ン山付ハミルトニアンは,必ずしもエルミート演算子ではない｡

B2. 山付ハミルトニアンは,ブラ熱真空に関して零固有値を持つ :

(llH-0･

これは,確率の保存 ((1仰 ))-1)の顕れである｡

B3.熱真空 川 や lO)は,tilde不変 :

(11～-(lI,10)～-lO),

であり,(1lO)-1で規格されている｡

(25)

(26)

2 統計力学における基本的な見方

非平衡統計力学における基本的な見方は,表 1のように,4つに分類される｡分類Ⅰでは,

分子混沌の仮定や,非可逆性を産み出すそれと同等な過程の元に,一粒子分布関数 (古典

統計力学では,〟-位相空間)が扱われる｡分類 ⅠⅠでは,調べている系のアンサンブルの
分布を記述する,密度演算子が取り扱われる｡古典統計力学の言い方では,r一位相空間で

の代表点の集まりを扱うのである｡それぞれの代表点は,アンサンブルの要素系の運動状

態を表している｡ 非可逆性は,r一空間の租視化によって導入される｡分類 ⅠⅠⅠでは,ある
確率過程で規定された確率方程式に従って時間発展する,物理量の経路を調べる｡揺動力

の時間相関によって,系の非可逆性が導入される｡ 分類ⅠⅤでは,位相空間中の経路の束

の分布が扱われる 【5,61｡確率過程の揺動カサンプルに従って,各時刻の位相空間に流れ
のパターンが現れる.系の運動状態を表す代表点が,時間的にパターンを通過してできる
経路は,対応したLangevin方程式によって規定される経路と,まったく同じものである｡

-34-



｢非平衡系の統計物理 一現状と展望｣

Table1:非平衡統計力学における基本的な見方

Ⅰ Boltzmann Boltzmann方程式 一粒子分布関数

運動学的方程式 分子混沌

ⅠⅠ Gibbs マスター方程式 密度演算子

Fokker-Planck方程式 アンサンブル

ⅠⅠⅠ Einstein LangeVin方程式 ■揺動力動力学的変数

3 量子力学

3.1 座標表示

簡単に,調和振動子のSchradinger方程式

新(i))-柚 t)) (A-1),

を振 り返ってみよう｡ハミルトニアンは,

H-藍+喜-W2i2,
である.演算子虎と卓は,正準交換関係

li,P]- i,

を満たす｡

Schr6dinger方程式 (27)は,x一表現では,

新 x,i)-HQ(x,i),

となる｡波動関数は,

(XLQ(i))-*(x,i),

で定義され,この表現でのハミルトニアンは,

H6(x-a7')-(可htx')

/1∂21
-(一志

となる.ここで,x一表現での行列要素

∂∬J2■2+二mLLJbx2_J26(a:-x'),

(xlilx,)-x6(x-I,), (xIPIx,)-書芸 6(x-x,),

ー35-
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研究会報告

を用いた｡

(30)に
4,(I,i)-u(I)e~iEt,

を代入して得られる固有値方程式

(一志 芸 .去-U 23 2)u(I,-Eu(I),

は,無次元パラメーター

E-J蒜 x, 入 =竺
LU

を導入して,

宗.(A-E2)u -0,

となる｡

変換

u(i)-H(E)e一書e2,

により,(37)は,さらに
H〝-2EH'-(A-1)H-0,

となるが,これを見ると

e-82･2･<-n!.響 Bn,

や

Hn(i)-ef2(-i)ne-<2,
で定義されるエルミート多項式を思い出す｡エルミート多項式が満たす微分方程式

Hi'12EHn+2nHn-0,

と比較すると,エネルギ-が

En-(n･;)W, (n-1,2,3,･･･),

と量子化され,そのエネルギー状態に属する固有関数は,

un(I)-NnHn(何 x)e一書- 2,

となることが分かる｡固有関数の規格化は,

/_:dxlun(x)l2-1,

(34)

(35)

(36)

(37)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

で定義する｡

変数a,は実空間の座標を表しているのではなく,位相空間のものである. 悼(I,i)[2dx
が,時刻りこa; ～ x+血 の範囲に粒子を見出す確率を与えるのである.

-36-



｢非平衡系の統計物理 一現状と展望｣

X=

3.2 占拠数表現

関係式

よ(a†+a), i-iJ写 (aLa), (46)

で消滅･生成演算子α,αIを導入すると,良く知られているように,ハミルトニアン(28)は,

h-(aTa･;)W,

となるC消滅 ･生成演算子は,同時刻正準交換関係

【α,αI】-1,

を満たす｡

個数演算子αIαの固有状態 回 :

ataln)-nln), (n-1,2,3,･･･),

は,

hln)-Enln),

(47)

(48)

(49)

(50)

を満たし,従ってエネルギー固有状態でもある.ただし,Enは,(43)で与えられる.

状態 回 は,

fn)-去 (at)np),
のように,真空 lO)上に組み立てられる｡真空状態は,

aJO)-0,

(51)

(52)

で定義される｡

消滅 ･生成演算子を用いた量子力学の代数的再構成･は,技術的な見通しの良さばかり

でなく,自然認識の大幅な深まりをもたらし,場の量子論の建設へと進んだ｡同様の再構

成が,量子統計力学における非平衡量子散逸系に対 してもなされたのである｡その進展

を,4節と5節で見てみよう｡

4 量子統計力学

4.1 皇子 Fokker-Planck方程式

減衰振動子の量子マスター方程式 (あるいは,量子Fokker-Planck方程式)は,

孟ps(i)--i(HsXIiH)ps(i), (53)

で与えられる【161.ただし,記法HsXx-lHs,X]を導入した｡注目している系のハミル
トニアンHsは,

Hs-data, u-e-p, (54)
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である. ただし,i,pを,それぞれ,一粒子エネルギー,化学ポテンシァルとした.緩和
演算子方は,

HX-可laX,a†l+la,Xat])+2Khla,【X,aI】],

で与えられる｡ただし,

K-沢eg2Lwdt∑ (【Rk(i),RL(o)])Re山,k

n=
1

eβ】-1'

(55)

であり,βは温度の逆数,つまり,β-1/T,である｡ なお,Boltzmann定数を,温度の単
位としたo熟浴の密度演算子pR-ZRTle-βHR (ZR-trRe-PHR) による平均を,(-)R-
trR- PRで示した.結合定数gは,調和振動子と温度T- β~1の熱浴との相互作用の強さ
を表わす｡

一体分布関数n(i)-tralaps(i)は,Boltzmann方程式

孟n(i)--2kln(i)-h],

を満たしていることが分かる｡ただし,兎は,(57)で定義されたものである｡

上記のマスター方程式 (53)は,Liouville方程式

孟p(i)--iHXp(i),

(58)

(59)

に減衰理論を適用 して,長時間極限の下に熟浴を熱平均 してしまうことにより得られる

【16】｡ただし,ハミルトニアンは,

H-Hs+B R+Ht, (60)

である.系と熱浴の相互作用を表わすハミルトニアンHIは,RLとRkを熱浴の演算子と
して,

HI-9∑(ant+h･C･), (61)
k

で与えられる.なお,マスター方程式 (53)を導 くだけなら,熱浴のハミルトニアンHR

の具体的な表式は必要ない.租視化された密度演算子ps(i)は,ps(i)-trRP(i)で定義さ
れる.｡

4.2 コヒーレント状態表現

ボソン ･コヒーレント状態 Iz):
aLz)-zlz),

を用いて,反正規順のボソン ･コヒーレント表現 [17日19]

ps(i)-/警fs(I,i)lz)(zl,

-38-
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｢非平衡系の統計物理 一現状と展望｣

を導入すると,マスター方程式(53)を,c数関数fs(I,i)に関する偏微分方程式 【16】

孟fs(I,i)-[-iw(£ Z･-C･C･)･K(影 .C･C･)･2電;]fs(I,i), (64)

へと射影できる. これは,正にFokker-Planck方程式である.前述したように,この表式

を見ると,量子白色過程が存在するように思える｡

変換

F(i)-eitu(碁 Z'-孟Z)fs(i),

により,Fokker-Planck方程式(64)は,

孟F(i,i)-2K(堤 .三･元芸塙 )F(i,i),

となる.ただし,i-図2と置いた.
さらに

F(i,i)-L(i)e-ee-2n(入+1/2)i,■

を代入し,変数を(-i/兎に変えると,(66)は

EL"+(1-()L'+AL-0,

となる｡

結局,(66)の解は,初期条件 F(0)-fs(0)-e-un/n,の下に

1

F(i)-両 e~e仰 ,

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

となる｡ただし,(69)中のn(i)は,Boltzmann方程式 (58)の解である (初期条件n(t-
0)-n).解 (69)を出す際に,

00
∑LL(()xL=丁ユニe-(氏 ,1-3J=0

や

L鵡 )-去ee(一芸塙 )Le-'･

で定義されるLaguerre多項式を用いたoLaguerre多項式LLは,微分方程式

(L2'+(1-()Lを+eLL-0,

を満たし,従って,入=eであることが分かる｡

解(69)を(65)に代入し,得られたfs(i)を(63)に用いると,最終的に

ps(i)-義 /警e--I-l2/n't'lz)(zl,

(70)

(71)

(72)

(73)

を得る｡

コヒーレント表現によって量子統計力学を扱うことは,量子力学で座標表示のSchr6dinger
方程式を扱うことに対応していると考えられる(小節 3.1参照)｡そこで疑問になるのは,
｢量子力学での生成 ･消滅演算子による取り扱いと同様な正準演算子理論が,はたして量

子統計力学の場合も可能だろうか?｣というものである(小節3.2参照)｡次節で見るよう
に,その答えは,｢可｡｣である｡
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5 Non-Equilibrium ThermoFieldDynamics

5.1 減衰振動子に対する ｢Schr6dinger方程式｣

基本事項(24)-(26)と終状態の情報より,減衰振動子に対するSchr6dinger方程式 (NETFD

での)【20】

孟lO(i))ニーihJO(i)),

が得られる｡山付ハミルトニアンは,

h-W(ala-hth)-iKl(1+2元)(ala+ath)-2(1+兎)aa-2兎atat]-i2K兎

-(叫-ifC)aPap-i21Cが 兎PVaV+LU+ire,

(74)

(75)

で与えられる.ただし,熱的二重項ap=1- a,.ap=2-品I,計=1-aI,計=2--a,と行列

兎PV- ( 1.h兎 1 11㍍ .), (76)

を尊入した.ケット熱真空の初期状態 回 -lO(0))は,

alO)-fhtlO), (77)

で規定される｡ただし,f=n/(1+n),n-n(0)である.なお,2種類の演算子を導入

すれば,Liouviue方程式がSchr6dinger方程式として扱えること旦 Crawfordl21]によっ
て初めて示された｡

演算子a,丘I等は,正準交換関係 :

la,at]-1, lh,ht]-1,

を満たす.tndeとnon-tilde演算子は,互いに可換である.

Fokker-Planck方程式 (74)は,マスター方程式 (53)を対応原理 【22,1,2】

ps(i)←- lO(i)),

AIPs(i)A2 -- All-2IJO(i)),

によって書き換えることにより,初めて導入された【1,2]｡

5.2 消減 ･生成演算子

消滅 ･生成演算子TP=1-Ti,TP=2-牢や守V=1-7♀,守P=2--毎 を

7,P=B(i)PVaV, 菅 -avB~1(i)叩,

で導入しよう. ただし,時間依存Bogoliubov変換:

B(i)PV-(1望 ~nl(i)),
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を用いた｡消滅 ･生成演算子は,真空を消す :

TtlO(i))-0, (昭 ♀-0. (83)

山付ハミルトニアン(75)を消滅 ･生成演算子で表すと

h-W(膏t一再t)-iK(7♀Tt+西t十2ln(i)-司膏♀), (84)

となる｡これを見ると,FokkeトPlanck方程式 (74)の解が,

lO(i))- explln(i)-n(0)】膏♀]lO), (85)

となることが分る.この解は,(73)で与えられる租視化された密度演算子ps(i)と同じ情

報を有する. なお,(85)を導 く際に,Boltzmann方程式 (58)を用いた.

魅力的な表式 (85)は,【231で初めて示されたものであるが,これにより,散逸の自発

的発生 【24,25】という新 しい概念へと導かれた｡この表式が演算子代数だけによって得る
ことができたことは,特筆に値する｡ 量子力学のものとたいへん似か寄ったNETFDの

演算子代数のおかげで,平衡状態から遠 く外れた非平衡開放系を,今までよりも簡単で見

通しよく扱えるようになったのである (たとえば,【26】を見よ. 応用に関する文献は,【4】
も参照のこと)0

5.3 相互作用表現

相互作用表現の演算子は,

a(i)-3~1(i)aS(i), ㌦(i)-ill(i)afS(i),

で走義される｡ただし,

孟9(i)--ihS(i), (ih)～-ih,

(9(o)-1)である.Semi-free演算子は,

(1冊 -(lI"i), a(i)P)-瑞 ㈹ o),

(86)

(87)

(88)

を満たす｡Semi-freeの山付ハミルトニアンHは必ず しもエルミートではないので,エル

ミート共役 Iと区別するために,記号 廿を導入した｡しかし,混同の恐れが無い限り.,以
下では廿の代 りにIを用いることにする｡

消滅 ･生成演算子7(i)P=1- 7(i),7(i)P=2-早(i)や1(i)P=1= 7♀(i),1(i)P=2--砕 )
は,

7(i)p-ill(i)TPB(i)-B(i)PVa(i)V,

砕 )～-9~1(i)iPS(i)-a(i)vB-1(i)叩,

で定義される｡ これらは,性質

7(i)lO)-0, (11ヂ(i)-0,
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を有する｡

2点関数G(i,t')叫 ま,演算子代数の手続きのみで

G(i,i')PV--i(llTla(i)Pa(t')V日O)

-lBll(i)g(i,t')B(t')]Py,

となるこ とが 分 る ｡ ただし,

(92)

Q (i,t･)PV--i(lLT lT(i)P W )V]lO)- ( GR'.t,り 品 ) ) , (93 )

GR(t,i')--ie(.i-t')e(-iw-a)(I-t'),

GA(i,t')-ie(t'-i)e(-iu'K)(トt'),

である｡

.NETFDの表現空間(熟空間)は,(1lに7(i)や砕)を順次作用して作られるプラ状態と,
lO)に7♀(i)やヂ(i)を順次作用して得られるケット状態で張られるベクトル空間であるo

正規順は,消滅 ･生成演算子で導入される.つまり,7♀(i),早(辛)が,7(i),棉)の左側
に来るのである.物理量演算子を正郷 原に書き直す過程でWick型の公式を得,それによっ

て,繰込まれた相互作用表現の多点関数に対するFeynman型図形が得られる｡Feynman

型図形の内線は,非摂動2点関数(92)である｡

5.4 Heise血berg運動方程式

租視化された演算子A(i)=ill(i)AS(i)に対するHeisenberg運動方程式は,

孟A(i)-ilh(i),A(i)],

で与えられる｡ただし,

h(i)-3~1(i)舶 (i),

(96)

(97)

である｡ ここで,租視化された演算子に対する Heisenberg運動方程式 (96)の存在が,
NETFDの特筆すべき特徴の一つであることを強調しておきたい｡このお陰で,量子散逸

場の正準理論の建設が可能となったのである｡そこでは,租視化されたHeisenberg演算

子a(i)などが,同時刻正準交換関係

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

を満たす｡減衰振勤子の場合は,

孟a(i)--ida(i)-al(1･2兎)a(i)-2兎at(i)],

(98)

(99)

孟a†(i)-iwat(i)H l(1.2兎)aT(i)-2(1･兎)a(i)], (100)

となる.これを見ると,aI(i)の運動方程式が,a(i)のエルミート共役になっていないこ
とが分る｡
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5.5 山付ハミルトニアンの対角化

山付ハミルトニアン(75)は,

h-W(dtd-a-tdl-iK(dtd+a-tdl,
と記すこともできる.ただし,dP-1- a,dP-2-dlやd-p-1-dt,a-～-2--ぬ ,

dP-Q-1pvav, d-p-豆VQ叩,

QPV-(王 1三兎),

で定義した｡初期条件 (77)は,dや♂を用いると,

dlO)-(n一兎)a-flo),

(101)

(104)

となる｡

対角化されたhの表式 (101)を見ると,

d(i)-311(i)db(i)-de-(iu'K)I, d-W(i)-ill(i)dt9(i)-a-Ie-(iu -A)i, (105)

となることが容易にわかる｡一方,消滅 ･生成演算子が(83)を満たすので,正規順で書か

れたhの表式 (84)からは,く1Lh-Oが直ちに見て採れる. hを対角化する演算子と,正
規順の形に書くときの演算子が異なるが,これはNETFDが通常の量子力学や場の量子
論と違った体系であることを示している｡つまり,山付ハミルトニアンが,非可逆過程の
時間発展を記述する演算子であることの現れである｡

5.6 非可逆性

ここで,考えている系の非可逆性を調べてみよう｡この系のエントロピーは,

S(i)- -tn(i)lnn(i)-[1+n(i)]ln【1+n(i)]),

で与えられ,熱の出入りは,

d'Q-udn,

で与えられる｡熱力学が教えるところによると,

dS-dSe+dSi, dSe-d'Q/TR,
dSi≧0,

(106)

(107)

である｡二つ目の式(109)は,熱力学の第2法則である｡式(106)と(107)を用いて(108)
中のdSやdS.を計算すると,エントロピー生成率に対する関係式 【9]

dSi dS dSe ,.._r-′1､ =.Ln(i)[1+兎]
一二芸 -2可n(i)-h]ln

dt dt dt -'rL'r､yJ 'rr~hll+n(i)】
≧0, (110)

を得る｡第2の等号の右側の表式が,最後の不等式を満たすことは容易に確かめられる｡

これは,(109)と矛盾しない.なお,等号は,熱平衡状態n(i)-兎か,準静的過程fC- 0
の場合に成立する｡
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5.7 コメント

量子力学における調和振動子の演算子代数とHermite多項式との関係は,NETFDにお

ける減衰振動子の演算子代数とLaguerre多項式との関係にたいへん似通っていることは,
注目に値する｡

6 量子系の確率Liouville方程式

6.1 確率的Semi一meeハミルトニアン

伊藤型確率Liouville方程式に現れる確率的semi-free山付ハミルトニアン7if,,と揺動力演
算子の相関は,次の基礎的な要請の元に導き出される :

Al.確率semi-free演算子は,

a(i)-Sf-1(i)abf(i), aW(i)-キ1(i)拍 f(i),
で定義される｡ただし,

(111)

dSf(i)--i7tf,tdlSf(i), (112)

(Sf(0)-1)である.なお,注目している系と揺動力dF(i)等 (A3で定義されるt)
の源である系は,i-0で相互作用をし始めると仮定 している｡Schr6dinger表現の
確率演算子a,aI,丘や納 ま,正準交換関係 : b

la,af]-1, lh,ht]-1, (113)′

を満たす.確率semi-free演算子 (111)は,同時刻正準交換関係 :

la(i),a廿(i)】-1,̀ la(i),♂(i)]=1, (114)

を保有する07tf,tdtのテイルデイアン性は･Sヲmi-free演算子の定義 (111)と矛盾 し
ない.テイルデイアンの山付ハミルトニアン7if,tdtは必ずしもエルミートではない
ので,エルミート共役 Iと区別するために記号 廿を導入 した｡しかしながら,混乱

の恐れのない限り廿の代 りにIを用いることにする.ここで,確率semi-free演算子

と租視化された演算子に同じ記号a(i)等を用いているが,混乱は起こらな■いと思う｡

A2.確率semi-free演算子は :

(lJa廿(i)-(1匝(i), (115)

を満たす｡

A3･揺動力演算子dF(i)等は,定常量子Wiener過程である｡ その1次と2次のキュムラ
ントは,c数 (実数)で与えられる :

(dF(i))-(dFt(i))-0,

(dF(i)dF(i))-(dFt(i)dFI(i))-0,

(dFt(i)dF(S))-2Kh6(i-S)dtds,

(dF(i)dFt(S))-2K(兎+1)6(i-S)dids･

(116)

(117)

(118)

(119)

Iここでの定式化では,揺動力演算子dF(i)や dFt(i)が,注目系のSchr6dinger表現のあらゆる演算子
Aと可換であることを仮定している:【A,dF(i)]-lA,dFI(i)]-o
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ただし,(･･･)-(ト ･l)は,揺動力演算子dF(i)に関する乱雑平均を表す｡

A4.揺動力演算子は,

(ldFt(i)-(ldf(i),
を満たす｡

A5.確率semi-free演算子と揺動力演算子は,直交性 :

(a(i)dFt(i))-0,etc･,

を満たす.ただし,Heisenberg表現§の揺動力演算子dFI(i)は,

dFI(i)-bf-1(i)dFt(i)bf(i),

で定義される｡

6.2 確率Liouville方程式の表式

6.2.1 伊藤型

伊藤型の量子確率Liouville方程式は,

dlOf(i))ニーi7tf,tdilOf(i)),

で与えられる.確率的semi-free山付ハミルトニアンは,

7if,tdi -hsdl-iKl(aI-丘)(FLa+uhf)+t･C･]dt

+i2FC(兎+Z/)(at-a)(丘L a)

+il(aI- a)dW(i)+t･C･],

で【27,4】, hs-Hs-hs,Hs-wala,¶である.また,

(dW(i))-(dq(i))-0,

(dW(i)dW(S))-(d坤 )dTY(S))-0,

(dW(i)dTi'(8))-(dT&(S)dW(i))

(120)

(121)

(122)

(123)

(124)

-p(dFt(S)dF(i))+U(dF(i)dFt(S)) (127)
-2fC(兎+Z,)6(ト S)dtds,

であるが,揺動力演算子dW(i)は,

dW(i)-pdF(i)+udfI(i),

(128)

(129)

‡山付ハミルトニアンに非線形項が含まれ摂動計算をする場合も考慮すると,これは相互作用表現といっ

た方が適切であろう｡この講演では双線形の場合だけを扱うので,この表現をHeisenberg表現と呼ぶこと
にする｡

†以下の体系は,Hsが非線形項を含む場合にも通用される.
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(p+Z'=1)で定義されるものである.Semi-free山付ハミルトニアンは,a,aI,dF(i),dFt(i)
とこれらのtilde共役に関して双線形で,位相変換 a-aeiOおよびdF(i)-dF(i)eieに
関して不変であるが,その一般形(124)は,前小節の基礎的要請によって規定される 【4】｡
ここでの確率過程は,定常Gaussian白色過程である｡

一粒子分布関数n(i)-《lJa廿(i)a(i)lOf》,は,Boltzmann方程式(58)に従う.((-))-

くく1ト lOJ))は,真空期待値と揺動力に関する平均との両方を採ることを表しているo

6.2.2 Stratonovich型

StratonOVich型の確率･Liouvi11e方程式 【28】

dlOf(i))--ihf,.diolOf(i)),
′ヽ

に現れるsemi-free山付ハミルトニアンHf,tdtは,

(130)

hf,tat=hsdt+[(aI-a)(id(pa+Uhf)+lhs,pa+Uht]dt)-t･C･], (131)

-7tf,tat+i(aI-a)(丘L a)dW(i)d舟(i),

で与えられる｡ただし,流れ演算子daやd納 ま,

da-ilhs,a]di-fCl(p-I,)a+2Z,ht]dt+dW(i),

d丘I-ilhs,it]di-rcl2pa-(p-Z,)ht]dt+dW(i),

で規定される".記号Oは,Stratonovich型の掛け算 (stratonovich積)を表す.

(132)

6.3 量子Fokker-Planck方程式との関係

伊藤型確率 Liouville方程式 (123)の乱雑平均をとると,対応したFokker-Plm ck方程式.
(74)【1,2,4】:

孟 lO(i))-一画 (f)), (135)

を得る｡ただし･hat-(7tf,tdl)は,(75)で定義され,lO(i))-(lot(i)))であるoここ

で･伊藤積の性質 :(dW(i)Sf(i))-0,etc･を用いたo

Fokker-Planck方程式 (135)は,Stratonovich型確率 Liouville方程式 (130)の乱雑平
均をとることによっても得られる｡

伊藤型の山付ハミルトニアン(124)は,

Af,tat-hf,.dt+i(aI-a)(丘1-a)dW(i)d舟(i)

-hat+i((at-a)dW(i)+t･C･),

と表現することもできる｡

‖流れ方程式(133)と(134)は,a(pa+vat)-ilhs,pa+vat]dt-ra(pa+vhf)dt+dW(i),a(a-it)-
ilhs,a-af]dt+a(a-at)dt,とも書ける｡
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7 量子 Langevin方程式

7.1 皇子 Langevin方程式の表式

7.1.1 Stratonovich型

演算子A(i)-bfll(i)ASf(i)に対するStratonovich型量子Langevin方程式は,Heisenberg
運動方程式 【281:

dA(i)=ilHf(i)dlYA(i)]

-ilhs(i),A(i)]dt+可 [(aI(i)-a(i))(pa(i)+uht(i)),A(i)]

+[(丘t(i)-a(i))(ph(i)+Fat(i)),A(i)])dt

(138)

-(la†(i)-a(i),A(i)]odW(i)+lat(i)-a(i),A(i)]odd(i)), (139)

として与えられる｡ただし,

hf(i)=キ1(i)hf,tSf(i), hs(i)-Sfl1(i)hsSf(i)

lX(i)?Y(i)]-X(i)oY(i)-Y(i)oX(i),

(X(i),Y(i)は,任意の演算子)であり,

bf-1(i)dW(i)Sf(i)-dW(i), (142)

を用いた｡後者の性質は,(132),(124)から分るように,Sf(i)にはdWとd舟しか現れ

ないので,揺動力演算子dW(i)がbf(i)と可換であることによる.
(139)を用いると,注目系の任意の演算子Aと別こ対 して

dlA(i)B(i)]-dA(i)oB(i)+A(i)odB(i), (143)

の成立することが直ちに分る【291｡このことより,量子確率微分方程式(139)が,確かに
Stratonovich型であることが分る｡

7.1.2 伊藤型

伊藤積とstratonovich積の変換公式を利用すると,Stratonovich型の量子Langevin方程

式 (139)より伊藤型のものを導き出すことができる【28】:

dA(i)-il71f(i)dl,A(i)]+((aI(i)-a(i))lht(i)-a(i),A(i)】

+(at(i)-a(i))la†(i)-a(i),A(i)])dW(i)d坤 )

-ilhs(i),A(i)]di+可[(aI(i)-a(i))(pa(i)+Uat(i)),A(i)]

+[(at(i)-a(i))(ph(i)+Fat(i)),A(i)])dt

(144)

+2IC(兎+I,)lhf(i)-a(i),la†(i)-a(i),A(i)]]dt

-(〔a†(i)-a(i),A(i)]dW(i)+lat(i)-a(i),A(i)]dTV(i))･･ (145)
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ただし,7if(i)di-Sfll(i)kf,tdiSf(i)であるo (145)を用いて,伊藤型の微分規則

dlA(i)B(i)1-dA(i)･B(i)+A(i)･dB(i)+dA(i)dB(i), (146)

が,任意の注目系の確率演算子Aとβに対 して成立することが分る【30]｡このことによっ
て,量子確率微分方程式 (145)が,確かに伊藤型であることが分る｡ さらに,(145)が注

目系の任意の確率演算子A(i)の時間発展方程式であるので,これは,量子系における伊
藤公式である｡

Aとしてa,丘Iを代入すると,(139),(145)は,

da(i)-ilhs(i),a(i)]di-Kl(p-U)a(i)+2uat(i)]dl+dW(i), (147)

dhI(i)=ilhs(i),丘t(i)]dト fCl2ILa(i)-(p-U)it(i)]dt+dW(i), (148)

となる｡これらは,それぞれ,流れ(133),(134)と形式的に同じ構造をしている｡
き

tJ.

Langevin方程式による取扱いでは,系の時間発展は,揺動力の相関が与えられたと
に特定される｡ところで,量子Langevin方程式はHeisenberg表現での式であり, つ従

揺動力の規定もこの表現で行うべきである.しかしながら,揺動力dF(i)等は,Hf(i)の
影響で確率過程の情報が覆い隠されているので,揺動力の規定をこれらの演算子で行うこ

とはできない.一方,(142)のお陰で,dW(i)等の相関を与えると,確率過程の規定がで

きるのである.これによって,疑問Q3が解決した｡式(12_8)を見ると分る･ように,量子
5)には,可換な組dW(i)とd抑(i)しか現れていないことにLangeVin方程式 (139)

注目せよ｡可換な演算
題にはならなく

よ)では,疑問Q2は意味がないので,これは,間

7.2 期待値の運動方程式

揺動力に関するブラ真空(lと注目系に関するブラ真空川 を左側から(145)に作用すると,

プラ･ベクトル状態 《lIA(i)に関する伊藤型の確率微分方程式 :

d((Il°(i)=i((lJlHs(i),A(i)]dト 可((11【A(i),hf(i)]a(i)+《llaf(i)la(i),A(i)])dt

+2fCh《1fla(i),【A(i),aI(i)]]di

+《lrlA(i),aI(i)]dF(i)+《1Jla(f),A(i)]dFt･(i), (149)

を得る.ここで,(law(i)-(ldF(i)や (Jd舟(i)-(tdFt(i)を用いた.ブラ･ベクトル状

態に対するこの運動方程式は,GardinerとCollett【31】により与えられた量子 Langevin
方程式と密接に関係 しているはずである｡

揺動カケット真空 l)とケット真空 IO)を(149)の右側から作用させると,注目系の任
意の演算子A(i)の平均値に対する運動方程式 :

孟《A(チ)》-i((lHs(i),A(i)]》･a(((at(i)lA(i),a(i)]》+《【a†(i),A(i)]a(i)》)

+2rc兎((la†(i),【A(f),a(i)]]》, (150)

が得られる｡これは,熱浴と線形 ･散逸的結合をしている系の正確な運動方程式であり,

Fokker-Plm ck方程式(135)を利用しても得られる.ここで,伊藤積の性質【30日a(i)dW(i))-
0,etc.,を用いた｡なお,運動方程式 (150)は,非線形相互作用のある一般のhsについ
て導かれたものである｡
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8 NETf､Dにおけるコヒーレント状態表現

一般化されたコヒーレント状態表現を用いて,NETFDにおける位相空間法を導入する

【32】｡

1･lOf(i))に対応する確率分布関数 plw)(I,i)は,

IOf(i))-Lplw '(I,i)lA'仰'(I)),

で走義される｡ただし,

l4'p"'(I))- /aeBla'2/2eza'-Z̀alD(α)),

(151)

(152)

であり,lp(α))は,

(a-ht)lD(I))-ZID(I)),(pa+Z/ht)JD(I))ニー∂JD(I)), (153)

と

(1lD(I))- 打6(2)(I), 6(2)(I)-6(yle(I))6(9m(I)), (154)

で規定される.ここで,省略表記/I-Id2Z/打,と∂-∂/∂Z,a.-∂/∂Z̀,を導入 し
た｡パラメータS-Z/-pは,演算子の並び順を示す量である.たとえば,S-1は

正規順,8--1は反正規順を,また,S-OはWeyl順に対応 している｡式 (151)
より,熱空間と位相空間の間の対応 :

(pa+Uhf)lof(i)トー zPiw)(I,i), (a-at)tot(i))一 一∂.Plw)(I,i), (155)

が見て取れる.tilde不変 lOf(i))～-lot(i))は,

plw)(I,i)'=piw)(I,i),

となる｡なお,a一品Iとpa+Z,aIは正準共役演算子であり,正準交換関係

la-ht,ph+Z,at]-1,

を満たす｡

(156)

(157)

2.熱空間の演算子 G(a,aI,at,a)に対応 した位相空間の関数 G(.W)(zl,Zl',Z2,Z2+)は,

G(a,at,at,a)-鳥 G'p"'(zl,串 2,22')A'p"I(zl)A 仰̀'(Z2), (158)

で走義される｡ただし,

AẀ'(I)-/aeB'al2/2ezα'-Z'αD(a),D(a)-eaaLa.a, (159)

である｡これより,状態

G(a,at,at,a)lOf(i))-1F'W'(I,Z■,i)IA'W'(I)), (160)
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に対 しては,

F(W)(I,Z',i)-eV∂18･21P8･1∂2

･a(W)(zl+城 ,zl'-P∂,Z2-Pa"Z2'+ua)PIw)(I,i)Izl=22-I(161)
zl'-I;-Z'

となることが分る｡

3.オプザ-バプル演算子

G(a,a')-1F'仰'(I,Z')A'pル'(I),

の期待値は,

(lJG(a,a†)lOf(i))-1F'y･P'(I,2')PIp,V'(Z･t),

で与えられる｡

4.揺動力演算子dW(i),d舟(i)についての熱空間と位相空間の対応 (写像)は,

dW(i).- dW(i),d舟(tトー dW'(t･),

(162)

(163)

(164)

で与えられるものとする｡これらの揺動力の位相空間における確率過程は,(125ト
(128)で与えられる? ただし,対応 (164)に従って,演算子をc数関数に置き換え
ている｡つまり,

(dW(i))-(dW■(i))-0,

(dW(i)dW(S))-(dW*(i)dW*(S))-0,

(dW(i)dW'(S))-2fC(兎+Z,)6(ト S)dtds･

9 位相空間法

租視化された演算子に対するコヒーレント状態表現 (式 (151ト(163)と同様の手続きによ

り,lO(i))とp(W)(I,i)の対応を付けて得られる)によって,量子 Fokker-Plm ck方程式

(135)を位相空間の式に写像すると,位相空間でのFokker-Pla,nck方程式として【33]

孟p'-'(I,i)--ia'-I(I)P'-I(I,i),

を得る｡-ただし,

p(W)(I,i)-(plw )(I,i)),
であり,租視化された時間発展演算子

(168)

(169)

a(W)(I)-(-∂Z+a.I+)磨(W)(I,∂)+ifC(∂Z+a.Z')+i2fC(兎+Z,)帆 , (170)

を導入 した.p-1,zJ=0のとき,表式 (168)は,Fokker-Plm ck方程式 (64)と一致す
る｡なお,後者は,Liouville空間でのコヒーレント表現を利用し,密度演算子法における

マスター方程式 (53)を写像 して得た表式である (たとえば,[16]を参照せよ)0
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Stratonovich型の量子確率Liouville方程式(130)は,

dPIw )(I,i)--in5仰)(I,i)dtoPlw)(･Z,i), (171)

と写像される【331.確率的時間発展演算子は,Hf,tdtを写像して得られる

afw)(I,i)dt=(-∂Z+a.2')i(W)(I,∂)dt

+iFC(∂Z+a.Z')dt-il∂odW(i)+∂.odW'(i)], (172)

である｡ただし,(-∂Z+∂.2')丘(W )(I,∂)は,(160),(161)によってhsと関連する部分
である｡ただし,性質

-zEt(-)(I,∂)∂+Z･E(p")(I,∂)a.-(-∂Z+8.Z･)i(-)(I,∂), (173)

を用いた.ここでは,Hsが∑ngn(aI)nanなる構造を持つ場合に話を限っている.この場合,

E(W)(I,∂)- ∑ gp,帥 九 [zP(Z')q∂m∂.n+(2')Pzq8.m∂n], (174)
PyqTTnIn

p+q=7n+n

である.-ただし,パラメータgp,qp,nは,実数である.角振動数がWの調和振動子の場合は,

丘(W )(I,∂)-LUである｡
伊藤型の量子確率Liouville方程式(123)は,位相空間に写像されると

dPIw)(I,中 一坤,〟)(I,i)dtPJ仰)(I,i), (175)

となる｡ ただし,

叶y)(I,i)dt-a(p･V)(I)dt-iladW(i)+∂.dW'(i)], (176)

である｡(175)の乱雑平均を採ると,Fokker-Planck方程式 (168)となることは,容易に
見て取れる｡

Stratonovich型の量子Langevin方程式(139)は,

dA(V,～)(i)-iトE(p･y)(I(i),∂(i))I(i)∂(i)+i(W )(I(i),∂(i))Z'(i)a.(i)]A(VIP)(i)dt

-rclz(i)∂(i)+Z'(i)∂.(i)]A(V,P)(i)dt

+([∂(i)A(VIP)(i)]odW(i)+[8.(i)A(U･P)(i)]odW (i)), (177)

のように写像される【331.簡略のため,∂(i)-∂/∂Z(i)や∂.(i)-∂/∂Z'(i)の記法を導入
した.また,i(W )(I,∂)は,

Jfl(I)[-ZかTV'(I,∂)∂･Z書E'W'(I,∂)∂･]f2(I)

-Lf2(I)[aE'p"I(I,∂)I-a･E'W'(I,∂)2']fl(I),

で定義された ｢共役｣微分演算子関数である｡なお,関係式

(178)

-∂E(W )(I,∂)I+∂.i(〟)(I,∂)Z'--i(p,y)(I,∂)Z∂+i(W)(I,∂)Z'孔, (179)
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を用いている｡

位相空間での伊藤横とStratonovich積の変換公式は量子確率演算子のものと同じ構造

であるが,それを利用すると伊藤型のLangevin方程式

dA(仰)(i)-iL E(W )(I(i),∂(i))I(i)∂(i)+i(W)(I(i),∂(i))Z'(i)∂･(i)]A(仰)(i)di

-fClz(i)∂(i)+Z■(i)∂.(i)]A(仰)(i)dt+2Fc(A+Z,)∂(i)∂.(i)A(仰)(i)dt

+([∂(i)A(V･P)(i)]dW(i)+【∂.(i)A(V･V)(i)]dW (i)), (180)

が得られる｡これは,伊藤型の量子Langevin方程式 (145)を,位相空間に写像すること
によっても得られる｡

(177)あるいは(180)をZ(i)に適用すると,

dz(f)--iE(W)(I(i),∂(i))I(i)di-ICE(i)di+dW(i),

を得る｡表式(181)を利用すると,(180)は,

(181)

dA(V･P)(i)-dz(i)∂(i)A(y･P)(i)+dz'(i)∂.(i)A(仰)(i)+dz(i)dz'(i)∂(i)a.(i)A(V･P)(i),(182)

とまとめられる｡ ただし,関係式

dz(i)dz■(i)-dW(i)dW'(i)-2FC(兎+Z,)dt, (183)

を用いた｡これは,確率収束の下に,(181)と相関(165ト(167)を用いると証明できる｡表
式 (182)は,複素確率変数Z(i)に対する伊藤公式に他ならないo

なお,流れの定義 :

dz,--iE(W)(I,∂)zdt-KZdt+dW(i),

((181)と同じ構造である)を用いると,確率的時間発展演算子 (172)は,

(184)

12fw)(I,i)dt--i(adzt+∂.Ldzt')

-i(W)(I,∂)(-∂Z+∂.Z')dt+(-∂Z+a.Z')i(W)(I,∂)di,(185)

と表される【33】｡右辺の第2項と第3項は,量子効果を表している.これは,確率Liouville
方程式に現れる久保の時間発展微分演算子 【6】の,量子系への拡張となっている｡

ザ_33翳 vTF;nfpip('tv)I(;)諾 監 関して(180)の平均を採ると･注目系の任意のオブ

嘉《A(i)》-(JA'V･P'(I)[-i(-∂ZI8･Z･)か･V'(I,∂)

･K(∂ZI∂･2')･2K(叫 V)88･]piw '(I,i))

-JA'V,P'(I)[-i(-∂ZI∂･2')か '(I,∂)
+a(∂Z+8.Z')+2K(兎+V)∂∂.]p(W)(I,f),
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=(i)･(llA

Figure1:ブラ ･ベクトル状態 (1lA(i)の熱空間を,2つの部分空間(1IAと(1lA⊥に分解
する概念図｡

を得る｡ただし,

((A(i)》-(JA'V･V'(I)PJw '(Z ･i))-IA'vIV'(I)P'-I(I,i), (187)

である ((163)を見よ)｡ここで,伊藤積の性質 【30】

(I(i)dW(i))-0,etc., (188)

を用いた｡(186)の2番目の表式を見ると分るように,平均値に対する運動方程式は,

Fokker-Planck方程式 (168)を利用して導き出すこともできる.
量子Fokker-Planck方程式や量子確率微分方程式を系統的に包含したNETFDの枠組

みが,古典系のFokker-Planck方程式や確率微分方程式の枠組みと無矛盾であることを示

した｡これは,熱空間における位相空間法を利用して,NETFDの全体の枠組みをc数位

相空間に写像することにより為された【321｡なお,位相空間に写像した枠組みは,量子効
果の情報を完全に保持している.量子散逸場の正準理論において,. 量子確率微分方程式

の定式化にも成功したことは,Schr6dinger方程式やそれと同等のレベルでの同様の試み

【13日15日31日38日431に対 して,何らかの教訓を与えるだろう｡

10 森公式の解釈

1 5 3 -
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租視変数に対応 した演算子の組,tAi(i-1,2,･-,n))で作った列ベクトル

A- 凹

を考えよう｡これは,NETFDにおけるHeisenberg方程式

孟A(i)-ilh,A(i)],

を満たす｡ただし,山付ハミルトニアンは,ブラ真空を消す :

(1匝 -0.

なお,Heisenberg方程式は,

A(i)-eihtAe-iht,

(189)

(190)

(191)

(192)

のように,形式的に解ける｡

熱空間中のブラ･ベクトル(1lA(i)を,2つの部分空間の成分に分解しよう (図 1を見

よ). 1つは((llAi(i-1,2,- ,n))で張られる空間,もう1つはそれと直交する空間で

ある｡後者の空間を,(1lA⊥で表すことにしよう｡ さて,ブラ･ベクトル(1lAで張られた
部分空間への射影演算子

p-Atl0日 llAAtlO)-1･(lIA,

を導入する｡以下では,ケット真空 lO)が,

hlO)-0,

を満たすものと仮定する｡

ケット･ベクトル(1lA(i)の満たす運動方程式は,

g(llA(i)-i(lllh,4(i)]

--i(llA(i)a
--i(lLAhe-iht

-i(lllh,A】e-iht

-(llAe-iht

-iL2(1lA(i)+(1lF(i),

と変形できる｡ここで,

F(i)-eihtFe-iht,
なる量を導入した｡ただし,

F-A"'L2A, A-ilh,A],

in-(1IAAIIO)･(1lAAIIO)-1,
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である.表式 (195)を導く際に,(191)を用いた.Fが

(lLFAtlO)-0,

を滞たしていることは,容易に分る｡

ここで ･ R(i)-eiht(1-P)R(0)e-ih"1-P),
なる量を導入しよう｡ただし,

R(0)-F,
である｡さて,

(ILK(1-P)AtLO)-0,

なので,

(1lR(i)AIIO)-0,

(199)

(200)

(201)

(202)

(203)

が分る.これは,ベクトル (1lR(i)が,部分空間 (lfA⊥に属 していることを示 している.
公式

e-iHt(llP)=e-Ht.+
鞄i

dseiH(a-i)(1-P)ihpe-iHB,

を利用すると,ケット･ベクトル(1lR(i)と(1lF(i)の関係 .'

(llR(i)-(llF(i)･luds,(i-S)(IDA(S),

が得られる｡ただし,

T(i)-(1lR(i)RI(o)lO)･(llAAIlo)-1,

を定義して用いた｡表式 (205)を導く際,(191),(194)を用いた｡
式 (205)を(195)に代入すると,

(204)

(205)

(206)

i(lIA(i)-ia(llA(i)-1uds,(i-S)(llA(S)I(1lR(i), (207)

が得られるOただし,ia,Il(i)は,それぞれ(198),(206)で定義される. なお,R(i)は,
直交性 (203)を満たす.表式(207)は,森炎式 【44】と密接な関係にあり,そのもっともな
解釈を与えるものと考えられる｡

ベクトル(1lR(i)とAIIO)の直交性 (203)を用いると,相関行列

=(i)=(1lA(i)AILO)･(llAAIIO)~1,

に対する運動方程式

を得る.iL?は,=(i)と

の関係にある｡ なお,

孟=(i)-iaE(i)･/rdsT(i-S)=(S),

in-孟=(i)lt=｡,

(1lA(i)lO)-(1lAIO),
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((191)および(194)を見よ)であるから,(1lAJO)-0と置 くことにより,一般性を損な
うことなく=(i)を2次キュムラントにできる｡

ケット ベクトル状態に対する ｢Langevin方程式｣(207)は,境装Hilbert空間 (rigged
Hilbertspace)の意味で興味深い.そこでは,ブラ･ベクトル状態の属する空間は,観測可

能状態だけの組で張られた空間 (ケット真空 lO)の上に生成されたもの)に共役な空間で
ある.この共役空間は,観測可能状態で張られた空間より広 く,従って,部分空間(1IA⊥

は,バラエティーに富んでいる｡ この豊富さが,｢普通の微分から確率微分へのジャンプ

が,いつ為されたか?｣という森公式の解釈に纏わる問題に,解答を与えるものと期待さ

れる｡この点の詳しい内容は,別の機会に発表する｡

11 母汎関数法

ここでは,NETFDにおける母汎関数法を紹介する｡これによって,NETFDと散逸系を
扱う他の方法との関連が明らかになるであろう'o

Fokker-Plm ck方程式 【34】

孟lO(i))--ihiotlO(i)), (212)

を考えよう｡ただし, ′ヽ
Htot-H+HL,i, (213)

である. ここに,励 まFokker-Plm ck方程式 (75)の山付ハミルトニアンであり,hI,榊 ,

hI,I-K(i)W +avK(i)p-Kl(i)PTP+ヂKT(i)P, (214)

で定義されるものとする｡c数外琴に関する熟2重項K(i)P=1-K(i),K(i)P=2-k'(i)
とK(i)P=1-K(i)',K(i)P=2--K(i)を導入した.KT(i)とK(i)は,

Kl(i)p-B(i)PVK(i)V, kT(f)-k(i)vB-1(i)叩,

で結ばれている.ただし,B(i)叫 ま,,(82)で定義されているo
この系の母汎関数は,

zlK,k]=(lJO(t7lO),

で定義される【34】.ただし,&(i)は,

孟&(i)--ihI(i)6(i),

を満たす.初期条件は,0(o)-1である.山付ハミルトニアンhI(i)は,

hI(i)-911(i)hI,tS(i),

で与えられる｡

母汎関数 (216)の汎関数微分を採ると,

(215)

(216)

(217)

(218)

61nZlK,k]--iLfdtl6kT(i)I(7(i)早 く珊 )eKT(i)P], (219)
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が得られる｡ ただし,(7(i)P)と(棉)p)は,

∂
(7(i)P)-鹿面lnZlK,k]-(llTlO(恥(i)P]lO),♂
(1(i)～)-栃村nzlK,k]-(llTld(伸 )p]lO)･

で走義した.(7(i)～)に対する運動方程式 :

孟(7(i)P)--(iw6PV+KT3PV)(7(i)V)-iK,(i)P,

は,境界条件

(7(0)P=1)-(7(0))-0, (7(t7p=2)-(早(tl)-0,

(1(t7p=1)-(7♀(t7)-0, (1(0)P=2)ニー(1(0))-0,

の下に解けて,

(7(i)O-lt-dt,g(i,i,)PVKT(i,)V,

(222)

(223)

(224)

となる【34】.ただし,g(i,l')叫 ま,(93)で与えられる.境界条件(223)は,熱状態条件(91)
から導かれる.なお,行列JT3PVは,T311--JT322-1,T312-T321-0で定義した｡

表式 (224)を(219)に代入すると,最終的に

zlK,k]-exp[-iLt-dtLt-dt,KT(i,- )- )〝]

-exp[-iLt-dtli-di,K(i)pG(岬 vK(i,)1,
(225)

を得る【34】.開放系に対するこの表式は,Schwingerが閉時間経路法 (closed-timepath

method)【35】によって初めて導出したものである (【36,371も参照のこと)0
この節で示した母汎関数の導出によって,散逸場に対する量子演算子法と経路積分法

との関係が明らかになった｡ なお,NETFDが建設されるまでは,量子散逸場の正準理論

が可能であることは,知られていなかった｡

12 結び

図2に,この講演で扱った理論体系の構造を載せた.Langevin方程式と確率Liouvule方
程式の関係は,量子力学や場の量子論におけるHeisenberg方程式とSchr6dinger方程式
との関係と同じである｡ 確率微分方程式には,伊藤型とstratonovich型の2種類の積 (確

率積)がある｡Stratonovich型のLangevin方程式 (138)は,通常のHeisenberg運動方程
式と同じ構造をしている. 一方,伊藤型(144)には,確率微分の違いによるdW(i)d舟(i)
に比例した余分な項が現れる｡伊藤型(123),Stratonovich型(130)共に,確率 Liouville
方程式は同じ形をしているが,乱雑平均を採って対応したFokker-Planck方程式 (135)を
得るには,前者の方が便利である｡これは,伊藤積のお陰である｡
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Heisenberg表現 Schr6dinger表現

Figure2:理論体系の構造｡RAは乱雑平均を表し,VEは真空期待値を表す｡
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乱雑平均と真空期待値を採った物理量の運動方程式を得るには,2つの方法がある｡一

つは,Langevin方程式の乱雑平均と真空期待値を採る方法で,もう一つは,Fokker-Plm ck
方程式を利用して物理量に対応した演算子の真空期待値を探る方法である｡

Fokker-Plm ck方程式 (135)に付随する山付ハミルトニアンhsを用いると,租視化さ
れた演算子に対するHeisenberg方程式が得られる｡ 租視化された演算子のHeisenberg運
動方程式があるお陰で,散逸量子場に対する正準理論が建設できたのである｡

一貫した量子正準理論全体を建設するにあたって,確率Liouville方程式の発見が本質

的であった｡

この一貫した体系により,量子確率微分方程式に纏わる問題点は,解消された｡(98)
から分るように,疑問 Qlは,解決した｡ 疑問 Q2とQ3は,可換性 (128)のお陰で解
消した (小節 7.1の終わりにある議論を見よ)｡疑問 Q4は,数学者によって解決された

【40日431｡膳装 Hilbert空間との関わりを踏まえた森公式の解釈により,量子確率微分方
程式に関する表現空間の認識は,さらに深められるであろう｡

この講演を終わるにあたって,2,3のコメントを述べておきたい｡ここで紹介した

休系の,非定常量子Wiener過程への一般化も可能である【41｡Fermi粒子やスピン系への
拡張もできる｡非白色量子過程にも,拡張可能である｡これらの発展は,別の機会に報告

する｡量子確率微分方程式の数学的定式化 [43]を利用して,ここでの体系を公理的にま

とめ直す試みも現在進行中である【45】dスピン系への応用は,文献 【461との絡みで,たい
へん興味深い｡その詳しい話は,次回に行いたい｡注目している系内の非線形相互作用が

揺動力の相関に与える影響も,調べられた【471｡ここで紹介したNETFDの一貫した理論
体系が,自然認識をさらに深めるような,新しい散逸場の量子論の扉を開けることを期待
したい｡
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