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研究会報告

量子ブラウン運動模型における統一時間系

路上でのファインマンルールー溶液中分子

のスペクトルの解析-の応用

奥村剛 (分子科学研究所)

May27, 1996

1 はじめに

光と相互作用する溶液中の分子-これが私の研究のテーマの一つであるがこ

れは非平衡統計力学の実際的応用ということができる∴なぜならこの間題は

散逸系における非平衡状態を取り扱い､スペクトルという実験と比較できる
量を計算することだからである｡分子のモデル化にもいろいろあるが､ここ

では着目しているモード (断熱ポテンシャル)に対応する振動子として分子

を扱う｡溶液の自由度は無限個の振動子からなる熱浴として取り込む｡分子
と光の相互作用は光 (電場)が双極子モーメントと結合 しているとする｡た

だし分子と熟浴は量子力学的に扱うが電場は古典的に扱 う (半古典近似)｡
従ってこの系は量子ブラウン振動子系に他ならない｡ こ̀の種のモデルは統計

力学あるいは物理の様々な分野でよく使われるものであるが一般に次のこと

が仮定さ-れることが多い｡

1･分子 (主系)のポテンシャルは調和型 (Us(Q)-MO2Q2/2)0

2･溶液 (熱浴)のポテンシャルは調和型 (UB(q)- mid.?qt?/2)0

3.分子と溶液 (主系と熟浴)の相互作用は線形型あるいは双一次型

(HsB(Q,q)--∑ciqiQ)o

以下ではこれらの3点に対する補正を取り込みながらこの系に対する物理量

の非平衡期待値を計算する方法を紹介する｡従ってこの方法は何も溶液中分
子にのみ使えるものではなくきわめて一般的で応用の範囲も広い｡応用例と

して線形吸収スペクトルの計算結果とその物理的解釈を述べる｡なお､詳し

くは文末の文献 【1,2,3,4】を参照されたい｡
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｢第4回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

2 非平衡期待値と統一時間経路

はじめにこれから扱う系のハミルトニアンを与えておこう｡全ハミルトニア

ンはダイポー)I,相互作用によって電場E(i)を通じて以下のような時間依存
性を持つ｡

HT(i)-H-FL(Q)E(i)
時間に依存しない部分は分子と溶液の部分からなる｡

H-Hs+HB+HsB

ただし,

Hs - &･S Q2･vs(Q)
一Ⅳ

HB -∑i=0[孟+事 中vB(q,
〟

HsB--∑ciqt･Q+VsB(Q,q)
t'=1

(1)

(2)

もちろん散逸を記述するためには後にⅣ→ooとする必要がある｡
光学実験での測定量は分極であり､以下の表式で与えられる｡(光学実験

に限らずあらゆる実験量も同様にして計算できるがここでは例として分極を
扱う｡)

P(i)-TrlIL(Q)p(i)] (6)

つまり分極はダイポールモーメントの密度行列/申)による期待値である｡時
刻lでの密度行列は､初期時刻 t三一∞ において全系の熟平衡状態から出発
したとすれば

p(i)-KT(i,-∞ )ptlKT(i,-∞)】I (7)

と書ける｡但し初期時刻においては電場 はゼロだと仮定すべきなので初期密
度行列は

pI-e-PH/Tre-PH (8)

となり (指数の肩はHTではなくH)､一方時間発展演算子は電場を伴った
発展を記述するので (非平衡過程)時間順序演算子 Tを用いて

KT(i2,tl)=Te一去I:12dtHT(i)

で与えられ冬｡射影演算子の方法では(8)式は
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研究会報告

pI-e-PHse-PHB/Tre-PH (10)

で代用 しなくてはならず低温や熟浴と強結合している場合にはよい近似には

なっていない｡この近似は有名なCaldeiraとLeggettの論文でも使われてい
る｡ここで紹介する方法はこの近似を導入する必要がなくこの方法の利点の

ひとつになっている｡n次の非線形光学過程はP(i)を電場E(i)で鹿開した

ときのn次の寄与P(n)(i)によって記述される｡例えば3次の分極は (時間
に関する変数変換を行った後 【式 (27)参照】)

p'3'(i)-/.∞ dTl/.∞dTJ.∞dT3E(トT3)E(i-T3-T2)E(i-T3IT2-Tl)S'3'(T3,T2,T2)
(ll)

で与えられる｡ただし､S(n)はダイポールモーメントのn+1次相関関数で
あり以下のように多重交換子を用いて走義される｡

S(3,(T3,T2,Tl)- (i)3Ⅲ【p(i),p･(i-T3)],P(i- T3- T2)],P(ト T3- T2-Tl)])

- (妄)3(Mp(T3･T2･Tl),P(T2･Tl)】,P(Tl)i,P(0)】) (12)

ここで期待値 (-･)は初期密度行列による平均を表す (-TrlpI･-】)｡n次の
分極､相関関数の表式はここに与えた3次の表式から容易に推測できよう｡

またFL(i)は電場がゼロのときのハイゼンベルグ表示の演算子であり

IL(Q,Ii)-et'Ht/hIL(Q)e-iHt/h (13)

で与えられる｡一般にS(n)に現れるような多重交換関係の期待値はキュムラ

ント期待値に置き換えられる.例えば､p3≡ FL(Q;i3),P2 ≡ FL(Q;t2),Pl≡

IL(Q;tl)(t3>i2>ll)とすると

(p3IL2Pl)C-(IL3FL2ILl)-(FL3IL2)(ill)-(IL3Pl)(IL2)-(p2FLl)(FL3)+2(IL3)(FL2)(ill)
(14)

だから

(llIL3,FL2],IL.])C-(llIL3,IL2],IL1]) (15)

となる等｡ここでキュムラント相関関数 (連結グリーン関数)の生成汎関数

W(i)を以下で定義する｡

e去W',''-Trld'1K,'2(∞,0)]tK,'1(∞,0)]
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｢第4回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

K,.a(t2,tl)-Te一打:12dllH-∑木 (i)q̀】 (α-1,2) (17)

p3･3-Te-1uoPhdtlH-∑i,･3･仙 】 (18)

である｡この場合ハミルトニアンの時間依存性は人為的に導入した外場j≡

(jo,jl,- ,jN)に由来する｡ここでゼロモードは分子に対応する(jo,qo,mo,W｡,p｡)
(J,Q,M,0,P)Oこの生成母関数に対しては図1のような複素時間平面上で統
一時間経路 C-Cl+C2+C3を考えると便利である｡この経路上での時間

順序演算子 Tcを導入すればiW/hは次のようにかける.

em ''C)-TrlTce~uc叫H~∑I-''clt'(i)qt-]] (19)

ただしjc,t･(i)は拍子C｡上にあるときに はja,i(i)であるとする｡
この生成汎関数を用いればキュムラント相関関数はJによる微分によって

与えられる｡

h a
≡

≡

翠

iaJ2(i)

という微分記号を導入すると (∂2のマイナス符号に注意 :以下の W(j)を

W(jc)におきかえた場合には6C(i2,i'2)ニー6(t2-t12)(t2,t12∈C2)なのでこ

Figure1.･統一時間経路(T-∞):原点(i-0)から出発し無限大まで実軸を

通り(Cl)､再び実軸上を原点まで戻 り(C2)､さらに虚軸上を通 りl三一iPh
に至る(C3)
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のマイナスは不要)例えば,13>t2>tlのときには

'p2P3Pl'C- P'∂.'tl｡p'a2't2''p'al'l3''号W'j'L･=｡
- p(al(il))p(a2(l2))p(82(t3))言W(i)L.=. (22)

が得 られる｡最後にj-0とおくのは人為的に導入した外場jを切って元々
考えていた系に戻ることを意味する｡さらに

J(+)-(Jl+J2)/2,J(-)-Jl- J2

を導入すると

(p2P3Pl)C-P(∂1(ll))r(8 2(l2))p(∂(-'(i3))妄W(j)L_=.

と書ける｡ここで

a(-'(i,= ;(;a -2& )I
h a h a

∂̀+I(i)≡ 7両 市 +7両 丙

(23)

(24)

(25)

である｡この(+,-)表示の利点については後で触れる｡ここで分極を非平衡
母関数の微分として与える公式を与えておく｡

p̀n'(i)-(妄)nLwdTIL∞dT2-L∞dTnE(il'E't2)･･･.E'in'

･(spy(apl(tl))p(ap,(i2))-P(apn(tn)))pp(∂̀~'(i))言W(i)
ただして･･･)錘 pt･-1,2に関する和(-∑芸1=1∑芸2=1･･･∑Zn=1)を表し､spは
符号因子でn個のp.･のうち奇数個がp.･-2となっているときのみマイナス

となる【sp-(-1)Pl+p2+-+pnl .時刻l1,...,inは

in - i-Tn

tn_1- t-Tn-Tn_1

il - i-Tn-Tn_1- -Tl (27)

である (図2).また上式の相関関数に相当する部分はtl=0とおいても倍
が変わらない (式 (12)参照)ので
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｢第4回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

tl i2 t3 in_1 ln i

-.- Tl H T2- ･ 一一Tn-1一一一一 Tn- I

Figure2:時間変数の視覚化

p'n'(i)-/o∞ dTl/.∞dT2･･･/.00 dTnS'n'(,-Tn-1,･･･,Tl)
×E(i-Tn-Tnll一 ･･･-Tl)･･･E(i- Tn-Tn_1)E(i-Tn),(28)

S'n'(Tn,Tn-1,････Tl)- (去)n

xispp(apt(0))p(ap,(Tl))p(ap2(Tl+,2))-･･FL(ap.(Tl+,2+ ･･･+,n-1))Ip

xp(∂̀-'(TlI T2I･･･ITn))iw(i)L.=. (29)

とも書ける｡これまでみてきたことから物理的観測量は一般に演算子の非平

衡期待値あるいは相関関数によって与えられ非平衡生成汎関数 W(i)の微分
によって計算できることが理解されよう｡なお6日こ依存した物理量の期待値

のみを扱ってきたがP(-MQ)に依存したものも時間に関する微分を余計に
行う必要があるほかは同様に扱える｡

3 非平衡生成汎関数からファインマンルールへ

式 (29)に現れた非平衡母関数W(i)の∂1,∂2による微分は式 (25)を念頭に置
くとすべて∂(+),∂(-)による微分に書き換えられる｡経路積分などの方法に
よって非平衡生成汎関数に関する以下の公式が導かれる｡従来3つの時間経

路Cl,C2,C3ごとに経路積分を行っていたが【1,5ト 統一時間系路上での経路
積分を一気に行ってしまう方法を文献 【2】のAppendixに書いておいたので
参照されたい｡

ala''',a'-']iw(i)L･=.

expli孟DI･i]alpL'',pt-']evlv]Ip=.,conn.,

- 13 9 -
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& Di孟 - /.∞di/.∞ds

･芸/.∞dtl
∂V'.(-)(i)

∞ ∂
ds

D,卜')(i-S)

D.卜3)(i+iT)
∂p.(3)(T)

D533)(-iT+iT')
∂p.(3)(T,)

,(31)

vlp]--言上∞dllv(p'''(i)/2･p'-'(i))-V(-p'''(i)/2+p'-I(i))]

-妄1βhdTV(p'3'(T))･ (32)

これから説明するようにこの公式からファインマンルールや号読み取れるOすな

わちDt(Lm)(I,a)ll,m-(+,-,3)】がプロパゲーターでありVlpげ ヴァ-テッ

クス､そして0lPL'),読 )]が外点に相当する｡ここで粕 ‖ま分子及び溶液
の非調和性と分子と溶液の相互作用を表し次のⅤ(?)を通 じて定義される｡

｡Ⅳ

V(p)≡ Vs(po)+VB((pi))+VsB(V,0,(V-t･)ト ∑ciPiPo (33);=1

下添え字ゼロは分子の自由度 (p.,DLtm)) を表 しそれ以外は溶液の自由度

((p.･),tD.(Lm)))を表す｡今の場合は溶液の自由度は直接観測しないので外点
としては分子自由度のみが現れる｡

さてファインマンルールを読み取るには次のように考えればよい｡簡単

のためプロパゲーターD.(Lm)(i,S)をDI,と表す 【I-(I,i),J-(m,S)].上の

公式で0とVはV,I,PJ,...の多項式で与えられるので OeVも同様の多項式と
なる｡従って次のような量の計算が現れる｡

expls孟 DIJ孟]pK- MPN ･-.p-0

もLpKPLPMPN ･･･が偶数個の甲の積ならばこの量は次のようなプロパゲー
ターの積の和となる｡

DKLDMN･･･+DKMDLN･･･+ ･･･

もし奇数個の積ならば (最後にp-0と置 くので)この量はゼロである｡こ
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｢第4回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

の過程はまさに与えられたヴァ-テックスと外点からウイック縮約を行って
ファインマン図形を作ることに一致する｡

平衡系やゼロ温度系では各自由度につき一つのプロパゲーターしか必要

とされない (例えば平衡系では松原グリーン関数 D.(3)(i)のみが必要)が非

平衡系では3つの時間経路 (図1参照)があるので3×3種類 (うち独立なの
は4種類)必要となる｡これらのプロパゲーターは相関関数に他ならない｡

調和系 (V(p)-o)のキュムラント相関関数 C(i+iT)(0< T <βh)を

Ci(i+iT)-(qi(0)q.A(i+iT))C (34)

によって定義しその実部と虚部をS,Aと記せば (C-S+iA)､4種類のプ
ロパゲーターは次のように表せる｡

Dt(~3)(i+iT)-Ic.･(i+iT),

D.仁~)(i)- St･(i),

叶 +)(i)- -2iO(i)Ai(i),

Dl(33)(i)- 0(T)Ct･(-iT)十0(-T)Ci(iT)I

ー
hH一
円
u
Gi-
E■ー■nu

5

6

7

8

3

3

3

3

iZⅦl川u
iZⅧlⅧul1
円ト川u
JrLU

キュムラント相関関数 C(i)の表式はここでの議論では重要でないので割愛
する｡

途中で (1,2)表示から(+,-)表示へ移ったが 【(Jl,J,)- (J(+),J(~))に

相当]この事によって本来3×3行列か(α,β)(α,β-1,2,3)の成分であったプ
ロパゲーターのうちの独立な4種類のみでルールが書けるようになった｡こ
の事はファインマン図形の数を減らすことにつながる｡

4 分子ポテンシャルの非調和性- ファインマンルー

ルの実例

以下では非調和性V(p)と外点 (ダイポールモーメント)p(Q)の形を限定す
ることによりファインマンルールをより具体的に与える｡最初の例としては

できるだけ簡単でしかも出てくる結果は面白いものが良い｡ここでは溶液の

非調和性と溶液分子間相互作用の非線形性を無視する｡分子の非調和性は4

次まで取 り込む｡またダイポールモーメントに対 しては線形近似を行 う｡つ
まり

VB(q)- VsB(Q,q)-0

vs(Q)-雷Q3･岩Q4,
FL(Q)- Ilo+ILIQl

- 14 1 -
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ここでplは単なるc数である｡従ってV(p)-93房/3!+94Pu4ト ∑C.･pI･Po
となるので公式 (30)に現れるVlv,]は

咽 ニーi/ond榊 L''(t,]3豚 i''(i)仰 ,】2)

一言上∞di(ilpP(i)]3pL-I(i)+抑 (i,lp L-I(I,]3)
1

~青

t

+育
1

十盲

/.phdT(flpL3'(T)】3+岩 [pi3'(,)]4)

墓ci/r dT (拙 ,pt-'(I, + pt(-I(i,pL''(i,)

墓 ci/.Ph dTPt(3'(i,pS3'(I,
(40)

となる｡ただし9;-93/4,9i-94/4とおいた.

ダイポールモーメントの線形近似によって1次の分極は2次相関関敬

S 1̀'(Tl)-去pp'''(o)∂̀-I(Tl)妄W(i)fj=. (41)

によって表される｡

以上のことから相関関数 S(1)(Tl)は次の要素を4種のプロパゲーター

D仁+),Dt("),Dt仁3),Dl(33)でつないで作 られるあらゆる図形の和 として
表される｡

1･2つの外点 [(+,o),仁,T.)]

2.任意の個数の3点ヴァ-テックス (分子の非調和性)[(+,-,-),(+,+,+),
(3,3,3)の3種】

3.任意の個数の4点ヴァ-テックス (分子の非調和性)【(+,+,+,-),(+,-,-,-),
(3,3,3,3)の3種]

4.任意の個数の2点ヴァ-テックス (分子と溶液の相互作用)日+,-)
(-,+)(3,3)】

ところが今の場合溶液に関するヴァ-テックスは2点ヴァ-テックスしかな

いのでそれによる補正は全て分子のプロパゲーターに押 し込んでしまうこと

ができる｡つまり添え字 (Jm)を無視してプロパゲータを点線で2点ヴァ-
テックスを黒丸で表せば分子のプロパゲーターは次のように補正される｡

- 142-
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β
DIJ - --S- + HSH-.-B-･---SH-+ I-SH-.-----SH-.-B----SM +･･･

(--sHl)-1-(･-B--･)
(42)

このように双一次補正を受けた分子のプロパゲーターをD(tm)(i,S)と呼びこ
のプロパゲーターで∫(1)のグラフルールを言い直すと次のようになる (図3

参照)0

S(1)(i)-(2つの外点【(+,o),(-,i)]と
任意の個数の3点ヴァ-テックス【(+,二,-),(+,+,+),(3,3,3)の3種】と

｣ ⊥ ｣ ⊥

二 十 +

3 3

｣

Figure3‥相関関数 S(1)(i)のファインマン図の構成要素 :プロパゲーター､
ヴァ-テックス､及び外点

- 1 4 3 -
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4点ヴァ-テックス【(+,+,+,-),(+,-,-,-),(3,3,3,3)の3種】を

プロパゲーター【β卜十),刀(~-),刀(~3),刀(̀m)の4種】で

つないで作られるあらゆるファインマン図形の和 ) (43)

今の場合は溶液に関しては非調和性も分子との非線形相互作用もないため溶

液に関するプロパゲーターは必要なくなるがが､一般の場合にはもちろんこ

の限りではない｡

具体的にファインマン図をいくつかかき出すと次のようになる｡

S(1)(i)
+

上 丘_-+一十

墨+豊
(44)

例えば2番日の図形の解析表硯は

妄緑(辛 )1∞dt,D(-I,(i-i,)D(-,(t′-i,)D(-I,(i,). (45)

で与えられるoはじめの因子 1/2は対称性因子であり図形の対称性から容易
に求めらしれる｡あるいは､この図形が

孟pfe%D録-I(t,p'･'(0,(謡 L∞dl,p(I,(i,,lp(-,(I,,】3lp=.,C.nn. (46)

から出てくることに注意しても対称性因子が求められる｡

各々のファインマン図形より解析表現を書き下す規則をまとめておく｡

1･外点一に時間ラベルtを外点+に時間ラベル0をつける｡

2･ヴァーテックス (内点)に時間ラベル (tl,l2,...)をつける.

3･すべてのプロパゲーター (両端は内点か外点になっている)､ヴァ-
テックス (内点)及び外点に次の因子を対応させる｡
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｡外点には〃1を対応させる｡

･両端に (I,i),(m,t')という添え字を持ったプロパゲーターには

D(Lm)(I,l')(I,m -+,-,3)を対応させる｡

･-ig;/A,-ig3/A,-igi/h,-i94/h,-93/h,一g4/hという因子を各

ヴァ-テックス【p(+)13,p(+)lp(-)]2,p卜)【p(+)]3,9(+)【p(-)]3,【?3】3,
lp3】4に対応させる｡

4.これらの因子のすべての積に対称性因子とi/hを掛けたものをはじめ
に内点につけた時間ラベルll,l2,… で積分するo

n次の相関関数のファインマンルールも同様になることは明らかであろう｡

5 線形吸収スペクトル

周波数Uの光の線形吸収J(W)は1次の光学過程であり､去o(i)S(1)(i)のフーリ
エ変換の虚部で与えられる｡以下では∫(1)を次のように近似する｡

S '1'(i)≡ 言piDb-''(i)

D巨+)(i)- 【D(-+)+D(-+)∑D(-+)+-】l

･(i,-Q ･39.?+三8三十三8-It .i
･tO0-日oH

f i
(50)

この近似は質量演算子∑(i)を93-94≡9としてgの2次までで打ち切るも
のである｡しかし､相関関数 β(1)には分子の非調和性に関して無限次のオー

ダーの図形も一部取り込まれていることに注意されたい｡従って､後で議論

するように､この近似は比較的大きな9の値に対 してもよい近似になってい
る可能性がある｡
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この式を解釈してみると次のようになる｡調和系では2つの外点 (-,+)
の間に分子のエネルギー間隔hO付近にポー)i,を持つ (共鳴する)プロパゲー

ターかト+)が直接走る｡非調和性によって質量演算子∑が外点 (-,+)の間に
走るようになるが､これにより他のポール (共鳴)を持つようになり各ポー

ルでの留数も補正される｡つまり､溶液の衣を着た分子が非調和性のために

自分自身と (ひいては溶液と)何度も相互作用するという描像になる｡

これらの事を数値的に確かめるため上記の近似表現 (のフーリエ変換)を
熱浴がオーミックであると仮定していろいろな非調和ポテンシャルに対 して

プロットしたのが図 4である｡オーミック近似では Qに対する古典運動方

程式に散逸項がMTQ(i)の形で現れるO従って7は散逸の強さを表す｡横軸
i.)(レーザー光の周波数)の単位は分子の特徴的周波数0にとってあり､温度

kBTは調和分子のエネルギー間隔hOを単位にしてある｡まず全ての非調和
ポテンシャルにおいて散逸が強くなるとスペクトルの帽が広がっている｡こ

れは溶液による均一広がりの現れである｡分子に関する物理的な情報は､鋭

いスペクトルに多く含まれているので､以下では7-0.001の場合を中心に
見ていく｡

弱い非調和性のある時 【図4(a.1),(b.1)】には､調和系で観測されるべき
LL'=0付近でのピークの他にLLJ=20と (見にくいが)LLJ=30付近にオーバー

トーンが見える｡これらのオーバートーンは式 (50)の最後の3づの図形から
当然期待されるものである｡W=0のピークが2つに分離しているのはまさ

に非調和性が原因である｡この温度においては平衡状態において第一励起状

態の占有確率がゼロでないために基底状態一第-励起状態関の遷移のほかに

第一励起状態一第2励起状態間の遷移が見えているのである｡非調和性によ

り両者のエネルギー間隔は異なっているためピークが分離する｡当然のこと

ながらこの分離は低温では観測されないことも (数値計算で)確かめた｡

強い非調和性の場合にもやはり基底状態一第-励起状態間のエネルギーの

相当するピークが一番強く､2番目に強いピークは基底状態一第2励起状態遷

移に相当していると思われる｡このように強い非調和性のある場合も第一近

似としてはうまくいっていると考えられる｡これは今行っている近似によっ

て落とされた項の寄与がそれほど大きくないことを示唆するものであろう｡

W=Oでの弱いピークは第一励起状態一第二励起状態間の遷移に帰属できる｡

6 あわりに

これまで見てきたように､統一時間系路上でのファインマンルールを使えば

散逸系の非平衡状態の物理量がシステマティックに計算できる事が分かった｡

このルールはここでテーマとした分子分光学以外の分野にも広 く適用できる

ものである｡分子分光以外の分野でこのルールを使った仕事をしていただけ

れば望外の幸せである｡現在は､5次の光学スペクトルに関する結果をまと
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(a):93=0.2;94=0.2

(b):釣=0.5;a.=0.5

(C):g3=7.0;94=7,0
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Figure4:非調和ポテンシャルと吸収スペクトル:左側には非調和ポテンシャ
ル (実線)が調和ポテンシャル (破線)と重ねて書いてある｡また各エネル
ギー固有値にその波動関数の絶対値の2乗を重ねて書いておいた｡右側のグ

ラフは光の周波数 〟にたいする吸収を3つの散逸の強さの値Tにたいしてプ
ロットしたものである｡
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めているが【4ト線形スペクトルに限ってみてもさらに溶液の非調和性､溶液
分子の非線形結合の効果及び強非調和性の取 り扱いの向上についても調べな

くてはならない｡

末筆ながら筆者の関心を化学物理に向けて下さった共同研究者の谷村書

隆氏に感謝します｡
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