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｢第4回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

不安定粒子のデコヒーレンス

森川 雅博

茶の水大学 理学部物理

東京都文京区大塚 2-1-1

電子メール:hiro◎phys.ocha.舵.jp

Abstract

何ら窓意的な粗視化を導入せずに不安定Leeモデルに対する散逸効果を含んだ有効ハミルト
ニアンを構成する.in-in形式の場の理論に基づいた一般化された拓射補正は自動的に不可逆性
と量子相関の自発的崩壊を導く.特に,この方法を用いた記述によれば,根源的に散逸的な系を
記述するために通常のヒルベルト空間を拡張する必要が無い事が分かる.

1 導入

物理学において,マクロな世界の不可逆性の理解は最も魅力的なテーマの 1つである.特に基本的
なミクロな法則から不可逆性を整合的に導くことは物理学の中心的な課題になっている.不幸にし

てほとんどすべての ミクロの法則は厳密に可逆であって,それらの単純な適用からは不可逆性は決

して得られない.

マクロな不可逆性を導 くよくある方法は,はじめから外に開いた系を考えることである【11･つ
まり全体としては閉じた系を,着目する重要な系と残りの環境系に分散する.そしてこの環境系に

関して粗視化をして着目する系の運動を得るのである.不可逆性は着目系から環境系-の情報の損

失として発生する.この方法は広 く使われているが,不可逆性の詳細は,我々がどのように全体系
を分離したかまたどのような粗視化を行ったかによって違ってくる.我々は物理系の不可逆性は物

理系の持っている根源的な性質であって単に外からどのように記述するかには依らないものと想定

しているので,このような窓意性は実に不都合である.この論文では,非常に限られた物理系では
あるが,窓意的な分離操作や粗視化なく物理系の根源的な不可逆性を導けることを示す.

明らかに,すべての物理系が不可逆性を示すというわけではない.では,不可逆な系と可逆な系

との違いは何であろうか?経験的に明らかなことは不可逆な系は少なくとも不安定であるというこ

とである.安定な系は平衡にあってそれ以上変化しないので不可逆性を示さない.一方,不安定な系
は初めの状態に留まっていることができずにそのうち崩壊し,もし安定状態があればそこに移行 し

ていく.しかしながら不安定性が不可逆性のための十分条件であるというわけではない.もし不安

定な系が単純な構造 しか持っていなくて有限の再帰時間を持っている場合には,不可逆性は現れな

い.再帰時間が発散するためには系は無限の自由度を持っているか又はカオティックである必要があ

る【2】.不可逆性の為のもう一つの必要条件は,粗視化に相当する自然な過程であろう.そのような
過程として量子論における編射補正があげられる.特に無限自由度の量子場の理論においてはこの

梅射補正は必然である.我々は以上で述べた3条件 a)不安定性,b)無限の自由度,C)自然な粗視
化の操作,が不可逆性のために充分であることを完全に証明することはできないが,これらの条件
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を満たす簡単なモデルを使って不可逆性の起源を考察してみようと思う.そのモデルは不安定なLee
model【31である.この簡単なモデルは厳密に解ける場の理論であって過去には繰り込み理論の考察
に盛んに用いられたようである.この論文では我々はこの不安定なLeeモデルを用いて根源的不可
逆性の起源を考察してみようと思う.

物理系の持っている不安定性というのは不可逆性が出現するためにどうしても必要な条件であ
ると考えられている.しかし不安定系はエルミートであからさまに不可逆性を含まない形のハミル
トニアンで記述されている.不安定系とその崩壊に関する研究は過去に長い歴史がある.量子力学･

量子場の理論におけるもの【4日51,統計力学におけるもの【6日7】などである.彼らはハミル トニア
ンの複素固有値を扱わなければならない状況に直面し,-ミルトニアンのエルミート性を保持する
ために通常のヒルベル ト空間を拡張した.つまり通常のヒルベル ト空間 (2乗可積分な関数空間)
を諦めて拡張されたヒルベル ト空間 (超関数の空間)を導入した.この形式においては,ヒルベル

ト空間の1対が必要になった【7].つまりQ,T.とやf_である.それぞれ未来に向かって崩壊する状
態の空間と過去に向かって崩壊する空間である.

我々は不安定系の根源的な不可逆性を追求していくのに,このような一般化されたヒルベル ト

空間の方法は使わないで,もっと便利な一般化されたin-in形式の場の理論を使っていこう圃 t9】
[10】.この形式には散逸効果 ･不可逆性が転射補正を通じて整合的に記述できるのである【11日12].
通常の場の理論 (in-out形式)においては,紫外発散が編射補正を通じて-ミル トニアンの中にあ
るパラメタ-の再定義 (繰り込み)を余儀なくする.この頼射補正は広い意味の平均化操作と見る
こともできるが,安定系においては不可逆性を導かないものである.しかし不安定系においてはこ
の頼射補正によって遅延グリーン関数に複素な極をもたらす.この極の位置は不安定状態の崩壊の
強さつまり寿命の逆数を表わすと解釈されている.この散逸性はもとの-ミル トこアンの中には見
出すことができなかったのであるが,編射補正を通じて新たに生成されたのである.in-in形式の場
の理論においては,頼射補正はin-out形式よりもっと整合的な形で有効作用の中の散逸効果を表わ
す項を生成する.

次の節 §2において,不安定 Leeモデルに関して一般的な記述を概観する.§3においては,同
じモデルを今度はin-in形式の場の理論から扱い,場に対するランジュバン方程式を導く.さらに
§4においては,不可逆性を表現する有効ハミルトニアンを導き,実際線形エントロピーが増大する
ことを示す.最後の節 §5は議論と結論を述べる.

2 不安定 Leeモデル

不安定Leeモデルについての通常の扱いから始めよう.全系は2つの非相対論的フェルミオン場N
とV,および 1つのボソン壕βから構成される. このLeeモデルのハ ミル トニアンは次のように
与えられる.

H - Ho+Hint

H0-mov/
Hut- 入o/

dp-
(2汀)3

一●

･約 十-N/& N;Np+ /蒜 whle:-Okl
dk-

(2打)3両 /叢 f(wh-)(V;-NL6-klOhl+h･C･)･
(1)

但し,wk-
状態であるが,

-･◆

k21遠P7農 も一若驚Tp;)言 語 冒),.およびJah-)≡a抑 ま全ハ ミル トニアンの師
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固有状劉 qF)を構成するために,我々は状劉 Vp-)とJaklNpl_A-)を重ねあわせて

悔,-可 vp" / 姦 9- ,)

を考える.すると,これが固有状態であるために重み関数gklは固有値方程式

Hltを)-mv悔)

から

gkl=
1 人oI(wkl)

mv一m竺-LJkl 商

のように決定される.固有値 mvの決定は遅延グリーン関数

GR(E,-lE--Ov･iE･/

dk1 1 人吉f2(wk-)

(2q)3mN+wkl-E-ie 2LJkl

-1

(2)

(3)

(4)

(5)

の極を探すことと同等である.V粒子が安定な時には実数の極が見つかる.しかし,不安定なとき

には極は複素数になる‥E-mv-iT_/2･通常mvは物理的質量に･1/Tは物理的V粒子の寿命に
同定される【13]･しかしながら状琴閥 は,単にハミル トニアンがエルミートであることから･零
ノルムを持つ事になってしまう:く堀Vpl)-0･中西さん等 【4日5】はこの固有状態をうまく表現する
ために複素超関数の概念を導入した.一方,論文 【6日7】の著者らは同じ目的のために通常のヒルベ
ル ト空間を拡張した.

3 in-in形式の場の理論における不安定 Leeモデル

我々は不安定k モデルに保守的にアプローチしよう.通常のヒルベル ト空間を拡張するのではな

く,場の理論をほんの少し拡張したin-in形式の場の理論 【8日9日10】を用いるのである.この形式は
不安定量子系を扱うのに最も適した方法である【11】.in-in形式の場の理論は通常の場の理論の時間
軸を2倍にしただけの簡単な形式であるが,統計的揺動散逸効果を量子論と整合的に扱える点で優

れている･詳細は論文 【12】にゆずり,ここでは簡単にin-in形式を見ていこう.
in-in形式の場の理論における時間軸は-∞ から+∞ まで行って再び-∞ に帰ってくる経路を

取る･時間軸が実質2倍になったので,あらゆる壕争(I)の自由度は2倍になっている.さらに,ハ
ミル トニアンHl4?]は次のように一般化される.由【争j=]-Hl叫 -Hl｡1但し,X+(I)とX-(3:)

はX(I)を･それぞれ 未来向きの時間軸の分鼓,過去向きの時野軸の分枝に制限したものである･
同様に,ラグランジュアン密度L:は次のように一般化される.I:-i:ld?+】-I:[4?1.通常の密度行
列の時間発展を与えるパウリ方程式iap(i)/at-lH,p(i)=ま/座標表示 ((O.lp(i)仲_)-ple土,t])
すると

i響 -(Hle+ト HlOl)plOi,t] (6)

となるので,上の一般化された-ミルトニアンkは密度行列の時間発展を与える演算子と考えるこ
とができる.

分配関数は,時間積分経路が2倍になっていることだけを除いて,通常と同じように定義される.

2lJ1-TrlTc(expli/cd4cJ(3)･(3)])p]

- TrlT･(expli/d43J･(I)･･(I)])T-(expl-i/d4xL(3)･-(x))])p]･ (7)
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ここで,積分の添え字 Cは先程述べた閉じた時間経路を表わす.βというのは初期密度行列であ
る.また,4?(3)はハイゼンベルグ表示での場の演算子を表わす.一般化された有効作用fl叫 は,
単に上で与えられた分配関数blJ】のルジャンドル変換として定義される.様々な量を計算するのに
一般化されたプロパゲーターを用いた摂動論を用いることもできる.

さて,不安定 I,eeモデルに戻って一般化された有効作用を計算しよう.V一粒子のプロパゲー
ターには単に1ループの量子補正しか現れないし,N-粒子とボーズ粒子には量子補正はないので
計算は厳密にできる :

p- sNlN.トSNlN｣+SelC.トSolC｣+SintlN.,V+,0+ト Sint【N_,V_,C｣

日 中 dx,(帆 ):(i?BliAB)i(Z二銑 d(:5)i･ (8,

ここで,すべての〃やVはグラスマン数の場である.上で最初の行は式(1)に対応する自由場のも
のである.但し,入｡でなく繰り込まれた人が使われている.最後の行はⅤ粒子に対して頼射補正か
ら得られたものでこの項はさらに

/dx/dx,(桝 ):(DllBiAD+.iA)I,i(臥 , (9,

と書き換えられる.ここで,◎△-◎+-◎_,◎C-(◎++◎_)/2である.積分核A,B,そして D
は厳密に頼射補正から得られたものである.これらのフーリエ変換 (運動量表示)は

D(E)- E-mOv･/
dk-入岩J2(LJkl) P

(2q)3 2wkl mN+wkl-E'

B(E)-Zv-1e(E-mN-FL)

A(β)- sign(早)β(β),
(E-mN)2-fL2̂2f(E-mN)/(47T),

(10)

と得られる.但し,3次元運動量は零においてある.積分核D(E)は発散する質量補正と波動関数
の操り込みを含んでいる.

D(E)-(1+C1)E-(mOv-co+clmV)-Z61E-mv.

Co-
/

ここで,

dk1人Zf2(wkl) P

(2汀)3 2LJkl mN+uk1-mv
,C1-/

dk-入岩f2(wkl) 7'

(2打)3 2wkl (mN+wk1-mv)2

(ll)

(12)

である.式 (10)の中の繰り込まれた結合定数 人と波動関数の繰り込みZyは次のように定義される･

Z〆 -1+C1, 人2-zv人言. (13)

積分核B(E)は未来向きの時間軸の分枝上の演算子と過去向きの時間軸の分岐上の演算子との干渉
から現れる項である.これは通常のin-out形式の場の理論にはなかったもので,in-ip形式に移っ

てはじめて得られるものである.積分核A(E)もやはりin-in形式の場の理論に特有なものである･
この項は引数 Eに関して奇なので時間反転対称性を破る項である.A(E)のような不可逆な項が出
現するのは我々が特別な境界条件を謀しているからである.つまり式 (7)の中で,初期q)密度行列
pをとっているのである.もしも逆に終状態の密度行列を取っていたならば積分核A(E)の符号は
逆になっていただろう.
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上に見た積分核は一般に非局所的である.ここで我々は局所近似をとろう.つまりE-mvそ

してmv≫mN,FLという近似である1.この局所近似の結果積分核は

A(E)ej E, B(E)Et,
入2f(mv)n n,…_.入2f(my)

4汀 ~' ｢､~′ 4汀
rnv, (14)

となる.但し我々はZv-1とおいた.系が不安定であることを反映して有効作用が複素になるこ

とに注目してもらいたい2.B(i)に比例するこの純虚の項は変数 の取り替え◎古- ◎右に関して偶
である.その他の項はすべて奇である.だからエルミート共役を変数 埠 も含めて定義すれば一般
化された有効作用 f.はエルミートである.実際このエルミート性は後程出てくる有効ハミルトニア
ンのところではっきりするだろう.

さて,場に対する運動方程式を導こう.V場だけが不可逆性と散逸性に関係するのでこの場に

着目しよう.上で得られた有効作用は,やはりグラスマン数である補助場E(i)を導入すればあから
さまに散逸性を表す形に書き直せる.r-Rep+ilmIlのように分解しておくと,その虚部は◎△(I)
に閲して偶であって

Imfloc,｡△,◎:,◎'A]〒折 L(I)B(I-y)｡△(y)･ (15)
と書ける.これをグラスマン数の補助場e(I)とぐ(I)を使って書き直せば

exp軸 申.]]-/ldE]ldE']PlE,E･]expliRer+/槻 卜 ie'@△)】 (16)

となる.ここで,

plEl']-(detB)exp【//E'B-1E] (17)

は規格化されたE(3:)andE'(3:)に対する核である.この重み関数はガウス型をしていることに着目し
て欲しい.この事実は, PlE,e']をランダムカe(I),E'(x)に対する統計的重みと解釈していいこと
をあらわす.従って,式(16)は全体の有効作用rはそれぞれ個別の有効作用 Rer-IE'◎△+I◎左E
の統計的平均だと解釈して良い.これら個別の有効作用に対して変分原理を適用すれば,◎C(3:)に
対する運動方程式を次のように得る.

∂Rer-Je'◎△+I◎左e
紬と(3:)

(i-7)at-mv+
∇2

2m v)

)○△-0

◎C+V'+i (18)

ここで,我々は局所近似を用いた.また,V/は全-ミル トニアンHintの中の相互作用項である.そ

して実際には外場はないのでJ-0とおいた.量Tは入岩f(mv)/(47T)である･この式は摩擦項 ･ラ
ンダムカを含んだ,繰り込まれたランジュバン方程式である.この式によれば,場◎C(3:)の時間発
展は部分的には決定論的であるが部分的にはランダムである.前者は,摩擦項を含んだ作用の実部

ReIlle)で表わされ,後者はランダムカE(x)によるが,この統計的性質はImrl◎】が完全に決める
という構造になっている.実際統計平均を

(-)"･≡/【dE]ldE']PlE,鉦 ･ (19)

1この非局所性は遅延効果が有限の時間尺度を持っているということである.後に見るがこれは揺らぎが無色ではな
いということと関連している.

2積分核A(E)は奇であり,(A(-E)ニ ーA(E))境分核B(E)は偶である(B(-E)-B(E))ので,それらのフーリ
エ変換は,それぞれ純虚と実になることが分かる.

-43-



研究会報告

で定義すれば,■ランダムカの相関は

(E'(I)i(y))i-B(y-3:) (20)

と書ける.ここで,局所近似をとればこれは白色ノイズになる (式(14)参照).同様に他の壕〃や
βに対しても変分原理から運動方程式を導くことかできる.しかしこれらには,頼射補正の後でも,

何ら新しい項は出てこない.

4 有効ハミル トニアンとエントロピーの増大

系の不安定性を表わすのにもう一つの方法として,有効ハミル トニアンを用いる事もできる.局所

近似をした有効作用はf.V-Id4xjvの形に書ける.ここでL:Vは有効ラグランジアンに相当する.
特にそのⅤ粒子に関係した部分を書くと

iv - i(畔 bCv･桝 狛 韓 & cv･ocv･芸 吟

- 7(◎計るCv-oCv'韓 )+iTmv◎令'◎e
となる.正準運動量はp吉…j=∂L:/ab吉つまり

～)L̂t. , ._,.. ,, ∂i

pS =- 両 -(i-7)OCv ',pCv… 両 -(i'7碑

と定義される.すると全系の有効ハミル トニアンは

jI-/輔 弼 +pcvbCv一之】
-Hl鴨,◎e+トHl中元,◎C1+HintlO+ト Hint【◎1

- 暗 影 cvl0Cv･芸 吟 -87-vOe･◎令

(21)

(22)

(23)

と書ける.ここで,Hl鴫,輔 とHint匝当はそれぞれ 自由なNO粒子部分ともとの- ミル トニア
ン (式(1))のなかの相互作用部分である.Zvと人を除いて頼射補正はない.局所近似の後でも有

効ハミル トニアンはHl◎-,◎+]'-Hl◎+,◎1のようにエルミー トである.従って,一般化された

パウリ方程式をiaplOi]/at-hl◎当ple士】のようにかけば,全確率は保存する(Trp-const.).我々
はこれをパウリ方程式の演算子形式で示そう.

我々は表示中(i)[0)-◎(I-)[◎),(◎+lp(i)[◎_)-pl◎j=,t],等を使っていたことを思い出そう.従っ
て例えば◎△pl◎士,t]の演算子形式は【申,p(i)]である.同様にしてパウリ方程式を演算子形式で書
けば

i讐 -lHR,P(i)]-iT-柵 吊申V,p(i)]], (24)

となる.ここで,HR は繰り込まれた全ハミル トニアン (式(1))である.この形式では全確率の保
存は見やすい.

孟叫)-0･ (25)

さらに我々は線形エントロピーS(i)≡-Trp(i)2を定義しよう.これはト1,0】の間の値毎取る.こ
の量は系かどれだけ量子コヒーレンスを持つかあるいはどれだけ古典的かを測る尺度になる.つま
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り純粋状態に対してはS(i)- -1であり,S(i)が大きくなるほど量子コヒーレンスが壊れている
[14】.線形エントロピーS(i)の時間発展は式(24)の右辺最後の項に支配されている･

撃墜
at 2TmvTrlp(i),斬V]ld?V,p(i)]

27mvTrLld?V,p(i)]J2>0. (26)

従って,この線形エントロピーは永遠に増大する.ここではっきりと不可逆性が現れている.我々
は何も慈意的な平均操作をとっていないしそもそも我々の系には環境系が存在しないことを強調し

よう.従って式(26)で表現されている不可逆性は系に根源的なものである.さらに,我々の頼射補
正は厳密であって相関関数の方程式を勝手に途中で切りつめたのではない 3. っまりLe9モデルは
厳密に解けるのである.このデコヒーレンス項は,未来向きの時間軸の分岐上の場と過去向きの時
間軸の分岐上の場との干渉で出現したものであって,通常の場の理論からは素直には出現しないも
のである.

5 議論とまとめ

この報告では,我々は不安定Leeモデルについて,散逸的なダイナミクスの表現,式(18),式(23)
や式(24)を見出した.根源的な不可逆性の起源に関して我々は以下の点を強調したい.

1･我々の出発点は裸のハミル トニアン,式(1)であってここでは散逸性はあからさまではなかっ
た.但しこのままではこの裸のハミル トニアンは現実の物理を表現しない :つまりちゃんと

梅射補正をいれて非物理的な発散を取り除かなければならない..この梅射補正は物理過程に
関して結論を引き出すためにどうしても必要なものである.同時にこの輯射補正は,もし我々

がin一山形式の場の理論をとれば,散逸的な積分核 (式(10))を必然的に導くのである.この
幅射補正の過程には何ら窓意的な平均操作はない.実際裸の- ミル トニアンが持っていた情
報は何ら失われていないのである.

2.系の状態は通常のヒルベル ト空間の中で密度行列によって充分記述できる.ヒルベル ト空間
の拡張は必要ない.V粒子の状態は自発的にデコヒーレンスを起こす.このことは,V粒子が
崩壊するときにエネルギーの散逸だけでなく同時に情報の散逸もするというごく自然なこと
である.

以下では,不可逆性と散逸性について,我 の々アプローチとほかのアプローチを比較検討しよう.

1･T.PetroSky達 【6】とⅠ.E.Antoniou達 【71は不安定状態の半群的時間発展をエルミートなハ
ミル トニアンで整合的に記述するために通常のヒルベル ト空間を拡張した. 我々の場合はヒ
ルベル ト空間を拡張するのではなく,in-in形式の場の理論にのっとり,時間積分経路を2倍

にすることによって壕を拡張し,さらに密度行列を導入する.系が散逸的で不可逆であって

もここで一般化されたハミルトニアン (式 (23))はエルミートであることが保証されている･
文献 【61や [7]に記されていなかった新しいことは,式(21)や 式(23)に表されているように,
不安定性に付随して現れる量子相関の崩壊である.式(26)に表されるようにこの量子相関の
崩壊によってエントロピーが増大することが示される4.

文献 【6日71の中で若者達は決定論的で可逆な時間発展と統計力学的で不可逆な時間発展をス
ターユニタリ一変関で結び付けようとした.我々の場合はこの変換に対応するのは,in-in形I

3我々は非相対論的近似を取ってV粒子に対する反作用を無祝した.また,局所近似を取った.我々の近似はこれで
すべてである.

4-殻に手槍項はエントロピーを減少させ,皇子相関を崩壊させる項はそれを増大させる【15ト
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式の場の理論における一般化された梅射補正に基づく換り込みである.文献 【6】と【7】におい
ては,未来向かって崩壊する状態と過去に向かって崩壊する状態を表すために1対の相対空間
が必要であった.我々の場合,この対に相当するのか時間額分路を2倍にして拡張された場
の変数である.未来向きの時間軸の分岐上の境が未来に向かって崩壊する状態に対応し,過
去向きの時間軸の分岐上の場が過去に向かって崩壊する状態に対応するのである.

2.Laplae達【16】とUm ezawal17】は,裸の場と輯射補正を受けた漸近境を結び付けるダイナミ
カル写像という概念を導入した.この写像は,正準交換関係のたくさんの等価な表現のうち
から, 1つの物理的な表現を選び出す.この視点からいえば,我々の記述におけるダイナミ

か レ写像は 式 (16)に見たように,たくさんの等価な表現のアンサンブルを結び付ける. 式
(23)に対応するところの有効作用Pl中,Q･']は,各要素が決定論的な時間発展をする集団の統計
力学的平均である.この意味で,我々のダイナミカル写像は1対多である.

3.Admitsu達は文献【181の中で.熟場の理論における一般の有効-ミル トニアンを導いた.我々
のものは彼らが導いたものとよく似ている.彼らの形式では,散逸的時間発展を通常のヒル

ベル ト空間の中で記述するために,場の自由度を2倍に (◎場と古墳)増やす必要があった.

この状況は我々が直面したものとほとんど同じである.我々には◎+場と◎_壕が同じ理由で
必要であった.

4.量子散逸系の力学を扱う普通のやりかたは,影替関数の方法である【191【20】.影響関数は環境
系について部分的にトレースをとって得られる作用関数であって,我々の式 (8)に非常に良く
似ている.違いは,我々の場合には,単に頼射補正を施しているわけだから,部分 トレースで

はなく全体系の トレースをいっきに考えているのである (式 (7)).更に言えば,我々が得た
Leeモデルの根源的散逸性は,Leeモデルが1ループで厳密に解けるという事に基づいて導か
れたものであって,相関関数のBBGKY連鎖を途中で切るような慈意的なことは何もしてい
ない.

最後に我々の仕事をまとめよう.我々は不安定 Leeモデルをin-in形式の場の理論に基づいて

解析し,福射補正された有効作用 (式 (8))や有効-ミル トニアン (式 (23))を得た.この有効作
用からはV粒子に対するランジュバン方程式を得た (式(18)).ここに,減衰と揺らぎの効果があ
からさまに入っていた.一方有効-ミルトニアンからは我々は常に増大するエントロピーを見出し

た.これらの不可逆性や散逸性は初めの裸のハミル トニアン (式(1))にはあからさまに現れてい
なかった.しかし予言可能な理論を構築するために,我々は転射補正 (ダイナミカル写像と読み替
えてもよい)を取り入れて漸近場を記述する事を余儀なくされたのである.この転射補正の過程を
通じて,不可逆性や散逸性があからさまになる有効ハミル トニアン･有効作用が自動的に出てきた
のである.表面的にはこの梅射補正は平均をとる操作だと見なせる.この平均操作が散逸性を導い
たのであるが,これは普通の平均操作とは違って何ら慈意的な物が入る余地がない.だから我々が
得た不安定Leeモデルの散逸性は系に根源的なものだと結論できるのである.

我々の導いたエントロピーの増大は,量子相関を壊す,式 (23)の最後の項に由来している.こ
の項は場 ◎+と場◎_との干渉から生ずる.この事をちゃんと記述できる形式がin-in形式の場の理
論なのである.このように,不可逆性は通常のヒルベル ト空間の中で完壁に記述できてしまう.も
し散逸性を波動関数で書き切ろうとするなら,そのノルムが零になったりする不都合が出てきてし
まうが,混合状態を許す密度行列でかけば,散逸牲にもかかわらず確率はちゃんと保存するのであ
る.
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