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研究会報告

柴田 ･橋爪のLangevin方程式は
Stratonovich型かIto型か?

今給費 隆,斎藤 健,根本 香絵*,有光 敏彦
筑波大物理,*クイーンズランド大物理

1 はじめに

量子系における微視的なハミル トニアンで記述されるモデルからLangevin方程式を導出

する試みは,古くから行われてきた.特に,射影演算子法によるLangevin方程式の導出

は,森【1]により始められ,多くの研究者によって調べられてきた.

柴田･橋爪[2】は,熱浴と相互作用するスピン系に対して射影演算子法を適用すること

により,スピン緩和に対する量子Langevin方程式を導出した･その際,注目す卑系甲演

算子に対するHei'senberg方程式から出発し,通常の解析関数に対する規則にしたがって

計算を進めている,したがって,導出された量子Langevin方程式は,通常の計算規則に

したがうStratonovich型の確率微分方程式であると理解すべきであろう.

一方,散逸現象を正準形式の場の理論として取り扱うNon-EquilibriumThermoField

Dynamics(NETFD)【3日7Jの一貫した体系から見ると,柴田･橋爪のLangevin方程式は

Ito型の確率微分方程式と理解すべきという結論が得られる.これは先ほどの結果と矛盾

しており,微視的に導出されたLangevin方程式に対して,その計算則をきちんと定める

必要があるという問題が現れた.

本論文では,スピン緩和と減衰調和振動子の例を用いて,射影演算子法により導出さ

れた量子Langevin方程式の確率過程としての計算則がIto型である事を,保存量の微分を

計算する事により具体的に示す[8】.次章では,NETFDにおけるLangevin方程式を導出

する.NETFDの体系では,いくつかの公理からLangevin方程式の形が決定する.第3章

では,柴田･橋爪の方法に沿ってLangevin方程式を導出する.第4章では,スピン緩和

に対する柴田･橋爪のLangevin方程式に対して,その計算則がIto型になっている事を,

保存量の微分を計算する事によって示す.また,減衰調和振動子のモデルに対しても,柴

田･橋爪のLangevin方程式がIto型になっている事を示す･

-870-



｢第5回 『非平衡系の統計物理』.シンポジウム｣

2 NETFDにおけるLangevin方程式

柴田･橋爪のLangevin方程式と比較しうる,NETFDにおけるL弧geVin方程式を導出する･

乱雑力と相互作用する系を考える･NETFDでは,状態 lOf(i))は確率Liouville方程式,

dlOf(i))--m f,tdtlOf(i)),

に従って時間発展する.(1)式の積は,Ito型の積である.

無限小時間発展演算子であるハット･ハミル トニアンTtf,tdtは,

(i7if,tdt)～-i71J,刺

を満たす.ここで,テイル ド共役～は,任意の演算子A,Al,A2に対して,

(AIA2)～-AIA2,

(cIAl+C2A2)～-C;Al+C;A2,

(A)～-A,

(At)～-(A)I,

で定義される.ただし, cl,C2はc数である.

ハット･ハミル トニアン7tf,tdlは,注目する系に関して確率の保存を表す式,

(1L71/,idt-0,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

によって決定される.(lJは注目する系のブラ真空であり,注目する系の演算子 aに対し,

(叫I-(堰,

を満たす.

時間発展演算子 Vf(i)を,

IOJ(i))-Of(i)lO),

によって定義する.

Heisenberg演算子A(i)は,この演算子 Of(i)を用いて,

A(i)-Of-1(i)AVf(i),

と定義され,A(i)に対するIto型のLangevin方程式は,

となる.

(8)

(9 )

(10)

dA(i)-dOf-1(i)AOf(i)+年 1(i)Adot(i)+dOf-1(i)AdOf(i), (ll)
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2.1 減衰調和振動子

例として,減衰調和振動子に対するLangevin方程式を導出する.

乱雑力に,モーメント,

(dFt)-(dFl)-0, (dFtdFs)-(dFldFst)-0, (12)

(dFldFs)-2緬6(i-S)dlds, (dFtdFst)-2㍍(A+1)6(i-S)dtds, (13)

を持つ定常Wiener過程を仮定する.ここで,

n=
1

ew/T-1' (14)

であり,(-)-(l･･･J)は,乱雑力の演算子dFt,dFlに関する乱雑平均を意味する.乱雑

力の演算子は,

(ldFJ-(暮dFt,

を満たす.

ハット･ハミル トニアン71/,ldtのモデルとして,

｡a,aI,dFt,dFJ及びそのテイル ド共役に関して高々2次.

｡大局的位相変換a- aeiO,dFl- dFleieの下で不変.

を採用する.

このモデルに対するIto型のハット･ハミル トニアン71J,tdtは,

71fjdt-hsdt+i(HR+HD)dt+ddt,

hs-W(ala-轟 ),

(15)

HRニーKl(a†-a)(pa+uat)+七･C･],HD-2K(A+U)(a†-a)(hL a), (18)

dht-il(a†- a)dWt+t･C･],

となる.ここで,p及び Uは IL+l/-1を満たす任意の実数であり,dl仰 ま,

dWt-ILdFt+i,dRl,

で定義される.t.C.はその前の項のテイル ド共役を意味する.

- 872 -
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｢第5回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

柴田 ･橋爪のLangevin方程式と比較しうる量として,オブザーバブルA(i)にブラ真

空((1Jを作用させたブラ･ベクトル《1lA(i)を導入する･ブラ･ベクトル《llA(i)に対する

Ito型のLangevin方程式は,

d((1IA(i)- i((1llHs(i),A(i)]dl+可((1Ilat(i),A(i)]a(i)+《1lat(i)lA(i),a(i)])dt

+2FCh《1lla(i),lA(i),aI(i)]]dt

+《lllA(i),at(i)】dFt+《11la(i),A(i)]dFJ, (21)

となる.

2.2 スピン緩和

柴田と橋爪がLangevin方程式を導出するのに用いたスピン緩和のモデルに対して,NETFD

のLangevin方程式を導出する.

乱雑力は,モーメント,

(dFt-)-(dFl+)-0, (dFIZ)-0, (dFrdFtT)-(dFJdFt+)-0, (22)

(dFt+dFtT)-Tol∂(i-t′)dtdt′,(dF{dFII)-7106(i-t′)dtdt', (23)

(dFIZdF17)-(dFlfdFIZ)-66(i-t′)dtdt′,

を持つ定常Wiener過程を仮定する.Wiener過程の演算子は,

(IdFt'-(ld育 , (ldFtz-(IdFtz,

を満たす.

ハット･ハミル トニアン7if,tdtに対して,

･S土,sz,dFtj=,dFtz及びそのテイルダ共役に関して2次まで･

.大局的位相変換 S~-S~eiO,dFt--dFreiOの下で不変.

の要請を仮す.但し, S土は S土- sx士isyで定義される.

この要請の下で得られるIto型のハット･ハミル トニアン7tf,tdtは,

71fjdt-hsdt+i(hR+HD)dt+dht,

(24)

(25)

(26)

hs-u(sz-S～X)+△1((sZ)2-(S～Z)2)+A2(S+S一一S-+S--), (27)

hR-芸(701-710)((S+-S～-)(ps-+"5')+七･C･), (28)
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及び,

hD-芸(pTo1･〝710)((S+-S--)(S～･- )+七･C･)lZE(sz--I)2, (29)

ddt- [(S十---)dWt- t･C･]+(sz-～Z)dJ?tz,

dWt-pdFt-+udFl',dJ?tz-
dFIZ+dFIZ

2 '

(30)

(31)

となる.ただし,

で定義される演算子を導入した.〝及び 〝は〃+〟-1を満たす任意の実数である.

ブラ ･ベクトル 《1匿(i),((1Jsy(i)及び 《1lsz(t‖こ対するIto型のLangevin方程式は,

d《1匿(i)ニー(LJ+A2)《1lsy(i)dt-(Al- A2)《11lsy(i),sz(i)]+dt

一芸(Tol･710I()((1Jsc(i)d弓 (701-710)((1Zlsz(i),sx(i)].dt

+《1JdFlySZ(i)-《1ldFIZsy(i),

d《1lsy(i)-(LJ+A2)《lIsx(i)dt+(A l- A2)《1Ilsz(i),sx(i)]+dt

一芸(701+710+O((1fsy(i)d弓 (701-710)《lJlsy(i),sz(i)].dt

+《1IdFIZsX(i)-《1JdFIXsZ(i),

d《1Jsz(i)ニー(Tol+710)《1Jsz(t匝 +(701-710)((1月lsx(i)]2十lsy(i)]2)dt

+《1fdFIXsy(i)-《1JdFlySX(i),

となる.ここで,表記【A,B]+-AB+BAを導入した･

3 柴田 ･橋爪のLangevin方程式

柴田･橋爪の手法【2]にそって,彼らの導出したLangevin方程式を導く･

相互作用する2つの量子系を考える.ハミル トニアンは,

H-Ho+Hl-Hs+HR+Hl,

(32)

(33)

(34)

(35)

で与えられる.Hsを注目する系のハミル トニアン,HRを熱浴のハミル トニアン,Hlを相

互作用ハミル トニアンと呼ぶ.

注目する系の演算子A(i)のHeisenberg運動方程式は,

孟A(i)-ilH(i),A(i)]-iL(i)A(i),

- 874 -
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｢第5回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

である.

摂動展開を行うので,相互作用表示,

AI(i)-eiLotA,

を導入する.相互作用表示の演算子を用いれば,Heisenberg演算子は,

A(i)-U-1(i,o)AI(坊

のように書かれる.ここで時間発展演算子U-1(i,o)は,

孟U(i,o)--iLf(i)U(i,o),

U(0,0)-1,

を満たし,相互作用表示の相互作用Liouville演算子 Lf(i)は,

L f (i)- ciLotL le-iL ot,

で定義される.

射影演算子P2-p,p+Q-1を用いて,U-1(i,o)の満たす微分方程式を,

孟U11(i,o)-U-1(i,o)(p+Q)iLf(i),

と変形する.

Ul1(i,o)Qを,

U~1(i,o)Q 三 C(i)UQ蒜(i,o),

孟UQQ(i,0)--iLf,QQ(i)UQQ(i,0),

L壬,QQ(i)-QLf(i)Q,

と置き,Lf,QQ(i)で時間発展する項とそれ以外として求める･

C(i)の微分方程式は,

孟U-1(i,o)Q - U-1(i,o)iLf(i)Q

… U-1(i,o)iQLf(i)Q+e(i)UQHi(i,o),

より,

e(i)-iU~1甘 0)PLf(i)QUQQ(i,0),

- 87 5 -
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となる.この式を解くと,

C(i)-Q-iLtdsU-1(S,o)PLI(S)QUQQ(S･0),

が得られる･このC(i)を用いれば,U~1(i,o)Qは,

Ult,o)Q - QUQ-a(i,o)+ iLtdsUI s,o)PLI,pQ(S)UQ-a(i,S),

となる･この式を(42)式に代入し,さらに(38)式を用いれば,運動方程式は,

孟A(i) - Ull(i,o)i(L.･P Lf(i))AI(i)

-Ult,o)LtdsU-1(o･S)pLf,pQ(S)UQ-a(S,o)Lf(i)AI(i)

+QUQ-a(i,o)iLf(i)AI(i),

(49)

(50)

(51)

となる.

(51)式のままでは,元のHeisenbergの運動方程式のままである.柴田･橋爪はLangevin

方程式を得る為に2つの処方を行った.

柴田 ･橋爪の処方 1:

●全ての項に対して最低次だけを残す.

この処方を用いると,Heisenbergの運動方程式は,

孟A(i)- iLs(i)A(i)-U-i(i,o)lids(Lf(S)Lf(i))AI(thi塾 , (52)

となる.ここで,p-(-)を熱浴の系に関する熱平衡を与える演算子に選び,相互作用

ハミル トニアンの熱浴の平衡状態での期待値を0と置いた.

柴田 ･橋爪の処方 2:

(52)式の三 の項は相互作用表示から,Heisenberg表示-表示の変換を行う演算子Ull(i,0)

が存在しないので相互作用表示の演算子で書かれている.そこで,

･三 の項の中の,注目する系に関する演算子をHeisenberg表示に置き換える･

操作を行う.

この2つの処方の末に得られる方程式が,柴田･橋爪のLangevin方程式である･

-8761
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3.1 スピン緩和

スピン緩和のモデルに対する柴田･橋爪のLangevin方程式を導出する.微視的なハミル

トニアンとして,

Hs-wsz,H1-g(sXRx+syRy+szRz), (53)

を用いる.熱浴の自由なハミル トニアンは特には指定しない.

このモデルに対して,柴田･橋爪の1つめの処方を行った後のスピン系の演算子A(i)

に対するHeisenbergの運動方程式は,

孟A(i)-iL.(i)A(i)

+¢｢ S-(i),A(i)]S+(i)+¢十[S+(i),A(i)]S~(i)+¢zzlSz(i),A(i)]Sz(i)

-¢'Js-(i)ls十(i),A(i)]-¢→*S+(i)lS-(i),A(i)]-¢L'Z*sz(i)lSz(i),A(i)]

+iLf(i)AI(i), (54)

となる.但し,

打 -誓L∞dse-hs(R十I(S)R-I(o)), 打-誓L∞dse一山S(R｣(S)R･I(o)), (55)

¢zz-92L∞ds(RzI(S)RzI(o))･
であり,演算子を確率変数として扱う為に長時間極限を行った.

柴田･橋爪の2つ目の処方を行えば,

iLI(i)AI(i)dt-ilS3'[(i),AI(i)]gHII(i)dt

-ilSj(i),A(i)]dFti,

(56)

(57)

となる.最後の項の置き換えの時に,熱浴の変数は長時間極限でWiener過程に確率収束

する事を用いた.

スピン演算子に対するLangevin方程式は,

dsx(i)ニー(W+A2)sy(i)dト (△1- A2)lsy(i),SZ(i)]+dt

-;(Tol+710+()sX(i)d弓 (701-710)[sZ(i),sX(i)]十dt

+dFlySZ(i)-dFIZsy(i),

dsy(i)-(W+A2)sX(i)dt+(△1-△2)【sZ(i),sX(i)]十dt

一芸(7.1+710+Osy(i)dt-;(7.1-710)[sy(i),SZ(i)]十dt

+dFIZsC(i)-dFIXsZ(i),

- 877 -
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dsz(i)- -(701+710)sZ(i)dt+(701-710)(【sX(i)]2+lsy(i)]2〉dt

+dFIXsy(i)-dFlySa(i),

となる.ただし,

(60)

A2--9m◎, △1-9m¢zz一一沢e中一Slm申, (-2況e¢zz, (61)

701-況e◎-3mQr, 710-沢e◎+9m申, (62)

◎-¢+-+¢~+*, Qr--i(4･+--¢-+*), (63)

である.

4 柴田 .橋爪のLangevin方程式はIto型かStratonovich
型か?

先ほど導出されたスピン緩和のLangevin方程式を用いて,柴田･橋爪のLangevin方程式

の計算則を探る.

(58)-(60)式時,NETFDのLangevin方程式(32)-(34)式からブラ真空を取り払った式

と一致している.従って,その形より,柴田･橋爪のLangevin方程式はItO型Langevin方

程式であると決論付けられる.

4.1 【sx(i),sy(i)]の交換関係

次にlsx(i),sy(i)]の交換関係の微分を計算することによって,柴田 ･橋爪のLangevin方

程式の確率過程としての計算則を調べる.

(58)-(60)式をStratonovich型の微分方程式とみなして,lsx(i),sy(i)]の微分を計算す

ると,

dlsx(i),sy(i)]-i(-(py.1+710+()sZ(i)+(701-710)(lsX(i)]2+[sy(i)]2-2[sz(i)]2Ddt

+ldFtyosz(i)-dFtzosy(i)?'sy(i)]+lsx(i)?dFtzosg(i)-dFtxosz(i)】

-i(-(701+710+()sZ(i)+(701-710)([sX(i)]2+【sy(i)]2-2【sz(i)]2Ddt

+【dFly0SZ(i)-dFtz｡sy(i),sy(i)]+[sx(i),dFtzosx(i)-dFtxosz(i)]

･芸[dFtysz(i)- tzsy(i),dsy(i)]･芸ldsx(i),dFtzsx(まト dFtxsz(i)]

-i(-(701+710+()sZ(i)+(701-710)(lsX(i)]2+[sy(i)]2-2[sz(i)]2Ddt

-878-
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+ldFFsz(i)-dFIZsy(i),sy(i)]+[sX(i),dFtzsx(i)-dFIXsZ(i)]

+ldFFsZ(i)-dFIZsy(i),dFIZsX(i)-dFIXsZ(i)]

･去【dFtydsz(i)-dFtzdsy(i),sy(i)]･芸lsX(i),dFtzdsx(i)-dFFdsz(i)]

-i(-(701+710+()sZ(i)dt+(701-710)(lsX(i)]2+【sy(i)]2-2【sz(i)]2)dt

+dFIXsy(i)-dFlySX(i))-iEsz(i)dt-i(701+710)sZ(i)dt

-iト(701+710+()sZ(i)dt+(7.1-710)(lsX(i)]2+〔sy(i)]2-2[sZ(i)]2)dt

+dFIXosy(i)-dFly0SX(i))

一芸(dFtxdsy(tト dFtydsx(i))-iCsz(i)di-i(701I710)sZ(i)dt

-idsz(i)-iEsz(i)dt,

となる.これは,交換関係,

lsx(i),sy(i)]-isz(i),

(64)

(65)

を微分した式とは一致しない.

(58)-(60)式をIto型の確率微分方程式と解釈して,dlsx(i),sy(i)]を計算すれば,

dlsx(i),sy(i)]-i(-(701+710+ど)sz(i)+(701-710)(lsX(i)】2+[sy(i)]2-2【sz(i)]2Ddt

+ldFlySZ(i)-dFIZsy(i),sy(i)]+[sX(i),dFIZsX(i)-dFlXsZ(i)]

+[dFlySZ(i)-dFIZsy(i),dFIZsX(i)-dFIXsZ(i)]

-idsz(i), (66)

となる.(66)式は,交換関係を微分した式になっている.

従って,交換関係を調べた結果も,柴田･橋爪のLangevin方程式はⅠもO型の確率微分

方程式であるという結論に至った.

4.2 スピンの大きさ

スピンの大きさは保存する.82(i)の微分をStratonovich型及びIto型のそれぞれの計算方

法で計算し,その量が消えるかを確認する.

(58ト(60)式をStratonovich型の微分方程式と解釈し,スピンの大きさを計算すれば,

dlsx(i)]2- -(LJ+△2)【sy(i),sX(i)]十dt-(A1- A2)【sX(i),【sy(i),sZ(i)]+]十dt
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-(701円 10+()lsX(i)]2dt-;(701-710)[sX(i),lsZ(i),sX(i)].].dt

+【dFly0SZ(i)-dFIZosy(i)?sX(i)]+

- -(W+△2)lsy(i),SX(i)]tdt-(Al-A2)lsX(i),[sy(i),sZ(i)]+]+dt

lTol+710+ぐ)【sX(i)]2dt-;(7.1-710)[sX(i),lsZ(i),sx(i)].].dt

･ldFtysz(i)-dFtzsy(i),sx(i)]十+芸[dFtysz(i)-dFtzsy(i),dsx(i)]十

･三【dFFdsz(i)-dFtzdsy(i),sx(i)]十

--(LJ+A2)lsy(i),SX(i)]+dt-(△1-A2)lsX(i),lsy(i),sZ(i)]+]+dt

-(701･710+Olsx(i)]2dt弓 (701-710)【sX(i),[sZ(i),sX(i)晶 dt

+(701+710)lsZ(i)]2dt+Elsy(i)]2dt

+dFlylsX(i),sZ(i)]+-dFIZlsX(i),sy(i)]十

一芸(701-710)lsy(i),SX(i)].dt-(701十 710+()lsX(i)]2dt,

dlsy(i)]2-(LJ+A2)lsX(i),sy(i)]+dt+(A1-A2)lsy(i),lsZ(i),sX(i)]+]+dt

-(7.1+710.()lsy(i)]2dt-i(701-710)[sy(i),lsy(i),SZ(i)]十]十dt

+[dFIZosX(i)-dFIX｡sZ(i)?sy(i)]十

-(W+A2)[sX(i),sy(i)]+dt+(A l- △2)lsIJ(i),lsZ(i),sX(i)]+]+dL

-(7.1I710+Olsy(i)]2dt一芸(7.1-710)[sy(i),lsy(i),SZ(i)].].dt

･[dFtzsx(i)-dFtxsz(i),sy(i)].+去【dFtzsx(車 dFtxsz(i)Idsy(i)].

･芸[dFtzdsx(i)-dFtxdsz(i),sy(i)].

-(LJ+A2)lsX(i),sy(i)]十dt+(△1-△2)[sy(i),lsZ(i),S〇(i)]十]+dt

-(Tol+710+()lsy(i)]2dl-;(701-710)[sy(i),[sy(i),SZ(i)].].dt

+(701+710)sZ2(i)dt+Csx2(i)dt

+dFIZlsX(i),sy(i)]十一dFtxlsz(i),sy(i)]十

-(Tol･710+()lsy(i)]2dt+芸(701-710)lsX(i),sy(i)]･dt,

dlsz(i)]2--2(7.1+710)[sZ(i)]2dt+(701-710)lsZ(i),[sX(i)]2+lsy(i)]2]+dt
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+【dFIX｡sy(i)-dFF｡sx(i)?sz(i)]+

- -2(701+710)lsZ(i)]2dt+(701- 710)lsZ(i),[sX(i)]2+[sy(i)]2].dt

･[dFtxsy(i)-dFFsx(i),sz(i)]十+芸[dFtxsy(i)-dFtysx(i),dsz(i)].

･芸【dFtxdsy(i)-dFFdsx(i),sz(i)].

--2(Tol+710)[sZ(i)]2dt+(701-710)lsZ(i),[sX(i)]2+[sy(i)]2].dt

+(701+710)([sX(i)]2+lsy(i)]2)dt-(7.1- 710)sZ(i)dt

+dFIXlsy(i),sZ(i)]十一dFlylsX(i),sZ(i)i+

-2(701+710)[sZ(i)]2dt, (69)

から,

ds2(i)- -(701+710+ぐ)(lsx(i)】2+【sy(i)]2)dt-2(701+710)【sZ(i)]2dt≠0, (70)

となる.OはStratonovich積を表す.

一方,(58)-(60)式をIto型の確率微分方程式と思いスピンの大きさの微分を用いれば,

dlsx(i)]2--(W+△2)【sy(i),SX(i)]+dt-(A1- △2)【sX(i),lsy(i),sF(i)]+]十dt

-(701+710+Olsx(i)]2dt一芸(701-710)[sX(i),[sZ(i),珊 1.].dt

+(7.1+710)lsZ(i)]2dt+Elsy(i)]2dt

+dFlylsX(i),sZ(i)]+-dFIZlsX(i),sy(i)]+,

dlsy(i)]2-(LJ+A2)ls∬(i),Sy(i)]十dt+(△1- △2)lsy(i),lsZ(i),sX(i)]十]十dt

-(701･710+Olsy(i)]2dt-;(701- 710)[sy(i),[sy(i),SZ(i)]十].dt

+(Toュ+710)【sZ(i)]2dt+Elsx(i)]2dt

+dFtzlsx(i),sy(i)]+-dFtxlsz(i),sy(i)]+,

dlsz(i)]2 - -2(701+710)[sZ(i)]2dt+(701-710)【sZ(i),lsX(i)]2+[sy(i)]2]+dt

+(7.1+710)([sX(i)]2+[sy(i)]2)dt-(701- 710)sZ(i)dt

+dFtxlsy(i),sz(i)]十一dFtylsx(i),sz(i)]+,
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から,

ds2(i)-dlsx(i)]2+dlsy(i)]2+dlsz(i)]2-0, (74)

となる.

故に,スピンの大きさの微分を計算しても,柴田･橋爪のLangevin方程式はIto型の

確率微分方程式と結論付ける事が出来る.

4.3 減衰調和振動子

さらに,減衰調和振動子のモデルに対して,柴田･橋爪のLangevin方程式の計算則を探る.

微視的なハミル トニアンとして,線型の相互作用するボゾン系,

Hs-wala, HR-∑kWkbtbk, H1-9∑k(albk+h.C.),

を用いる.

注目する系の演算子A(卯 こ対する柴田 ･橋爪のLangevin方程式は,

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

+fC(at,(i)lA(i),a(i)]+〔a†(i),A(i)]a(i))dl+2fCh【at(i),[A(i),a(i)]]dt

+[A(i),aI(i)]dFl+【a(i),A(i)]dFl,

となる.但し,

FC-7,92, dFt-9∑bL(i)dt,A
である.

Aに生成消滅演算子 aI,a及び個数演算子alaを代入すると,Langevin方程式は,

da(i)--ida(i)dt-fCa(i)dt+dFt,

daf(i)-iwaI(i)dt-FCaI(i)dt+dFl,

dlaI(i)a(i)]--2fClaI(i)a(t上 司dt+aI(i)dFt+a(i)dFl,

(75)

(76)

となる.

(79)式は,(77)式及び(78)式から導かれなければならない.(77),(78)式をStratonovich

型の微分方程式と解釈してaI(i)a(i)の微分を計算すれば,

dlaI(i)a(i)]-daI(i)a(i)+aI(i)da(i)

--2I'aI(i)a(i)dt+aI(i)dFt+a(i)dFf,
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が得られる.これは(79)式とつじつまが合わない･一方,(77),(78)式をIto型の微分方

程式としてdlat(i)a(i)]を求めれば,

dlal(i)a(i)]-daI(i)a(i)+aI(i)da(i)+daI(i)da(i)

--2rclaI(i)a(i)-h]dt+aI(i)dFt+a(i)dFt, (81)

となる.この式は(79)式と同じ形をしている.従って,減衰調和振動子系に対しても,柴

田･橋爪のLangevin方程式はIto型の微分方程式であることが確認された･

5 まとめ

この論文では,柴田･橋爪の導出したLangevin方程式に対して,スピン演算子の交換関

係と,スピンの大きさの微分を計算する事により,その計算則がIto型である事を示した･

また,減衰調和振動子の系に対しても,ⅠもO型の確率微分方程式と理解しないと,つじつ

まが合わない事を証明した.

解析的な計算が成り立っHeisenbergの運動方程式が,解析的な計算の成り立たないIto

型のLangevin方程式に確率過程として移行する理由はまだ分かっていない･また,柴田･

橋爪の処方の2つ目として,相互作用表示の演算子をHeisenberg表示の演算子に手で置き

換える操作を行ったが,そのような置き換えが正当化される理由も不明である.なぜ,柴

田･橋爪のLangevin方程式がIto型に推移したかを調べる事は,今後の課題であり,量子

確率過程の微視的な基礎付けのより深い理解-の一歩になるであろう･
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