
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

非線形減衰振動子に対する量子確
率微分方程式の微視的導出(第5回
『非平衡系の統計物理』シンポジ
ウム,研究会報告)

斎藤, 健; 有光, 敏彦

斎藤, 健 ...[et al]. 非線形減衰振動子に対する量子確率微分方程式の微視
的導出(第5回『非平衡系の統計物理』シンポジウム,研究会報告). 物性
研究 1999, 71(5): 780-793

1999-02-20

http://hdl.handle.net/2433/96569



研究会報告

非線形減衰振動子に対する量子確率微分方程式の微視的導出

斎藤 健,有光 敏彦*

茨城大学理工学研究科,*筑波大学物理

1 はじめに

散逸のある非線形量子系では,系の緩和過程は非線形性により影響を受ける｡系の非線形性

が緩和に及ぶす影響を取り入れた量子マスター方程式が,減衰理論[1,21の枠組みで導出された

[3日7】｡

注目する系のハミル トニアンが

Hs-ua†a+芸gata†aa,
で与えられる非線形減衰振動子を考えよう｡α,αIは交換関係

[α,α†一-1, [α,α]-0,

( 1)

(2)

を満たすボゾン演算子である｡減衰理論におけるnon-conventionaltj:取り扱い[3日7]では,注目

する系内の非線形性がその緩和に与える影響が考慮される｡その結果系のダイナミクスは,注目

する系の密度行列ps(i)が正しい終状態であるカノニカル平衡状態の密度行列e-βHsに収束するこ

とを保証する｡一方,減衰理論におけるconventionalな取り扱いでは,系の非線形性が緩和に及

ぼす影響は無視され,ps(i)は調和振動子のカノニカル平衡状態e-Pua†aに収束する｡このことか

ら,系の非線形性が緩和に及ぼす影響は,系の長時間の振る舞いに重要な役割を果たしているこ

とが分かる.Haake等【7】は減衰理論におけるnon-conventionalな取り扱いにより,非線形減衰振

動子に対する量子マスター方程式を導出した｡

非平衡ThermoFieldDynamics(NETFD)[8日12]の枠組みにおいて,量子Langevin方程式と

量子確率Liouville方程式を含む量子確率微分方程式の系統的な正準演算子形式の体系が構成され

た【10日23]｡この体系において,前述の非線形減衰振動子に対する量子確率微分方程式が構成され

た[20]｡

Accardi等[24日28]は,量子確率過程に対して微視的な基礎付けを与えた｡彼らは,ボゾン場の

熱浴と相互作用する量子系を考察し,熱浴のボゾン場により構成される集団的ボゾン場(collective

boson丘eld)とよばれる場が,弱結合極限(vanHove極限)【291で量子Wiener過程に収束すること
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｢第5回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

を示した｡また,相互作用表示における波動関数の時間発展方程式が,無限小時間発展演算子に

量子WienQr過程の増分を含む量子確率微分方程式に収束することを示した｡

この論文では,このAccardi等の手続きをNETFDの枠組みで非線形減衰振動子に適用し,系

の非線形性が緩和に及ぼす影響を考慮した非線形減衰振動子に対する量子確率微分方程式を微視

的なモデルから導出する｡

2 微視的モデル

熱浴と相互作用する非線形振動子を考える｡系のハミル トニアンは

H-Ho+Hl,

Ho-Hs+HR,

Hl-i入∑ (albk- bka),
k

で与えられる｡Hsは注目する非線形振動子のハミル トニアン(1)であり,HRは熱浴のハミル トニ

アン

HR-∑ekbibk,
k

であさ.ただし,a,a†およびbk,痴まそれぞれ交換関係(2)および

lbk,blt]-6kl, lbk,bl]-0,

を満たすボゾン演算子である｡

テイル ド演算子丘,al,5k,右左を導入する｡テイル ド共役～は,

(AIA2)～-AlA2,

(cIAl+C2A2)～ -C;Al+C芸A2,

(A)～-A,

(A†)～-Al,

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(ll)

で定義される｡ただし,Al,A2,Aは任意の演算子であり, cl,C2はC一数である｡(a,aI,a,aT)の表

現空間を7is,(b,bt,呂k,恥 の表現空間をFRと記す｡

IIRの熱真空(thermalvacuum)lOR)および(1RJは数演算子の真空期待値

(1RlbtbllOR)- 宛k6kl,

- 781 -
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研究会報告

により特徴付けられる｡ただし,兎kはブランク分布

1
nk=

eeた/T-1'

である｡PR上の消滅演算子(ck,ak)と生成演算子(ci,産)をボゴリュ-ボフ変換

( 芸i ) - (免k_l l -1h k ) ( 結

により導入する｡(ck,ek)および(C吉,さk%)fま正準交換関係

lck,Cl%]-[∂k,61%]-6kl,

を満たし,熱真空を消去する:

ckIOR)-aklOR)-0,(1RrCE-(1Rlg芝-o･

(13)

(14)

(15)

(16)

表現空間相 も lOR)に(ck%,∂k%)を,(1R匿 (ck,ek)を繰り返しに作用することにより得られる基底

ベクトルにより張られる｡

相互作用表示の時間発展演算子払(i)を

弘(i)- eihote-ijit, (17)

により定義する｡ただし,
A
H-H-H,Ho-Ho-Ho, (18)

である.弘(i)は熱空間(thermalspace)7ts㊨IIRに作用する演算子であり,その時間発展は

孟如 )--ihlI(i)OA(i), (19)

により記述される.ただし,hlZ(i)は無限小時間発展演算子

hlI(i)-eiHot(Hl-jil)e-ijiol

-i入∑〈atbke-ilek-(W'ga'a)]t-bLeilek-(叶 ga十a)]ta)一七･C･, (20)
k

である｡t.C.はその前の項のテイル ド共役を意味する｡

真空状態lO,6)および(0,6Jを

alO,6)-司0,6)-0, (0,6Fal-(0,6匝I-0,

により導入し,ケットベクトルIm,苑)およびブラベクトル(m,hlを

f-,隼 誓 誓 .0,6), 〈-,隼 (0,6r芸 笛

一 782-
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｢第 5回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

と定義する.lm,苑)および(m,坤 ま規格直交条件

(m,司m′,h')-6mm′6nn′,

と完全性の条件

∑ lm,A)(m,hl-I,
mn

を満足する｡表現空間γβは基底ベクトル恒,苑)および(m,坤 こより張られる｡

hlZ(i)tまベクトルIm,A)および(m,句を用いて

hlI(i)-i入∑ ∑ 〈ノ蒜前 匝+1,A)(m,抽 e-i(ek~¢-)i
mnk

-btkei(ek-¢-)lJm lm,A)(m+1,hl)-七･C･,

のように展開されるOただし,4,n-LJ+gnである.(25)において

Im,苑)～-恒,疏), (m,瑚～-(n,7%I,

が成り立つことに注意する｡

(23)

(24)

(25)

(26)

3 払 (i)の評価

FRに属する集団的指数ベクトル rcollectiveexponentialvector)le九(∑ nznlSn,Tn],∑nwnlSh,TL]))

および(e入(∑nzn[Sn,Tn],∑nwn[Sh,TL])Iを

･e婿 znlsn,Tn],写 wnlsh,TL臣 expl;冒(znklSn,Tn]cE･wLklSm ak%)]JOB,,(27)

〈eユ(写 znlsn,Tn,,写w nlsi,馴 -〈lRfexp[写写(zhklSn,Tn,ck･wnklSin ek)],(28)
により定義する｡ただし,znklSn,Tn],wnklSh,Th]はC-数znk,Wnkを用いて,

znklSn,Tn]-A/S::2duznkei'ek-Qn'u,
wnklSi,TL】-A/S::2duwnkei(ek-QJu,

と定義されるo指数ベクトルはck,Ck%とそのテイル ド共役の作用に対して次の性質をもつ:

(29)

(30)

ckleA(∑znlSn,Tn],∑ wnlSh,Ti]))-∑ znklSn,Tn]le入(∑ znlS,いTn],∑ wnlSこ,TL])), (31)
n n n n n

akle入(∑ znlSn,Tn],∑ wnlSL,TL]))-∑ W;klSL,TL]le入(∑ znlSn,Tn],∑ wnlSh,TL])), (32)
n n n n n
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(e入(∑ znlSQ,Tn],∑wnlSh,TL])lck%-(e入(∑ znlSn,Tn],∑wnlSh,Ti])l∑Z芸klSn,Tn], (33)
n n n n n

(e入(∑ znlSn,Tn],∑ wnlSh,TL])fak%-(e入(∑ znlSn,Tn],∑wnlSh,TL])I∑wnklSh,TL]･(34)
n n n n n

これは,集団的指数ベクトルがコヒーレント状態であることを示す｡

kA(i)を

kA(i)-(e入(∑ zlnlSln,Tln],∑ wlnlSin,TIn])IOA(i/A2)
n n

xle入(∑ Z2nlS2n,T2n],∑ W2nlS;n,T3n])),
n n

と定義する.(19)を用いると,kA(i)の運動方程式は

孟如 )-妄言お kA(i)

-(e入(∑ zlnlSln,Tln],∑ wlnlSin,Tl'n])l封ll(i/̂2)加 /入2)n n

xle入(∑Z2nlS2n,T2n],∑W2nlS;n,Tin])),
n n

(35)

(36)

となることが分かる｡(25)式の(bk,舶 k,恥 を(ck,C言,ek讃)を用いて書き換えた表式を(36)に代

入すると,

孟緑 )エム+ÎIA,
′ヽ 〈

を得る.ただし,Î,II入は,

jA-去(e入(∑ zlnlSln,Tln],∑wlnlSin,Tl'n])in n

x∑ ∑ (√前1Lm+1,A)(m,可痛 e-i'ek-¢-)i/̂ 2
mn k

-(兎k+1)cEei(ek-¢-)i/̂2訴 后1lm,A)(m+1,hI+七･C･) 加 /入2)

･le入(∑Z2nlS2n,T2n],∑W2nlS;n,T3n])),
n n

および

･̂IA- 去(e入(∑ zlnlSln,Tln],∑ wlnlSin,Tl'n])In n

x∑∑〈訴訴1lm+1,苑)(m,hlcke-i(ek~¢-)f/入2mnk
-akei(ek-¢-)り入2何 1lm ,A)(m +1,hl+七･C･)弘(i/入2)

･le入(∑ Z2nlS2n,T2n],∑W2nlS;n',Tin])),
n n

-784-
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である｡

(31)-(34)と関係式

ck弘(i/12)-弘(i/A2)ck+【ck,弘(i/̂2)】,

∂k弘(i/A2)-弘(i/A2)∂k+[さk,OA(i/̂2)】,

を用いてÎとII人の入→ 0極限を評価すると,

孟k(i)-lil-.孟如 )(ム+fIA)

--i∑〈i訴前1lm+1,A)(m,hl2K(¢m)A(4m)wlm(¢m)xls,1m,Tl,m](i)mn
-i2FC(¢m)匝(4m)+1]zl*m(¢m)xlslm,Tlm](i)ノ読了7Im,A)(m+1,珂

+ivW lm,nT l)(m,hF2K(¢n)A(Qn)zl'n(¢n)xlsln,Tln](i)

-i2K(Qn)lh(4-)+1]-1n(Qn)xlsin,Tl,n](i)ぶ てIm,A)(m,nT lt〉A(i)

-i∑〈iJ前 て恒 1,A)(m,苑l2K(¢m)Z2m(¢m)xls2m,T2m](i)mn

-i√㌃口Im,A)(m+1,免l2K(¢m)W芸m(¢m)x【S左m,Tim](i)

+i応 11m,nT l)(m,hL2K(Qn)W芸n(Qn)xls左n,Tin](i)

-ivW lm,A)(m ,nT ll2K(Qn)Z2n(Qn)xls2n,T2n](i)〉k(i)

-i(A+ih)A(i),

を得る｡ただし,

k(i)-iilm.K̂ (i),

である*ox【S,T](i)は

o(i,-冒,,……';0.≡,,

で定義されるステップ関数0(i)を用いて,

xls,T](i)-0(i-S)0(T-i),

と定義される.また,演算子Aおよび動 まそれぞれ

△-p/de妄〈lh(E,･1]£ (-+1)L-+1,A,(-+1,A.

-(-+1)I-,A)(-,- )石黒一七･C･),

*この論文では,A- 0極限においてK入(i)が収束することを仮定するO
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および

h--∑tK(4m)[h(4m)+1】(m+1)匝+1,A)(m+1,hl
mn

+(m+1)lm,A)(m,坤C(4,m)兎(¢m)+t.C.)

+2∑((m+1)lm+1,m7 1)(m,坤 (¢m)A(4m)iii!

+a(¢-)lh(4-)+1](m+1)Im,fh)(m+1,読了1I),

と定義される｡(42)を導出するに際して,

∑∂(E- Ek)-P(e),
k

(47)

(48)

により定義されるスペクトル関数p(E)を用いてkに関する和をEに関する積分に変え,また,関係式

蔦dve土紬 'V-2q6(e-¢n),

を利用した｡

4 量子Wien'er過程

この章では,注目する系の非線形性の影響を受けた量子Wiener過程を構成する｡

次の正準交換関係を満たすボゾン演算子ct(4,n),cl%(Qn)とそのテイル ド共役を導入する‥

lct(¢n),C拍 n′)]-6(i-i')6nn′,

lal(4,n),尋(4,n′)]-6(i-i')6nn′･

これらは真空l)と(lを消す:

cl(¢n)l)-ai(¢n)i)-0, (fct(4,n)-(let(4･n)-0.

(49)

(52)

(ct!k(¢n),考k(¢n))を真空侶こ,(ct,k(Qn),al,A(¢n))を真空(匿 繰り返し作用して作られる基底ケッ

トベクトルおよび基底ブラべクト/レ上に作られるFock空間をIIwと記す｡

IIwに属する指数ベクトルを

Ie(∑znlSn,Tn],∑ wnlSh,TL]))n n

-explL∞ di;(znlSn,Tn,(i,cl%(Qn)+- ,雛 )紬 ,)]｡, (53)

-786-



｢第5回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

(e(∑ znlsn,Tn],∑ wnlSL,TL])l
n n

-〈･expll∞dt写 {Z" n,Tn,(i,ct(Qn,･wnlSh,TL,(i,"Qn,,], (54)

と定義するOただし,znlSn,Tn](i)とwnlSh,TL](i)はC一数zn(4,n),wn(Qn)を用いてそれぞれ

znlSn,Tn](i)- 2fC(¢n)x lsn,Tn](i)zn(¢n), WnlSh,TL](i)- 2IC(4,n)xlsん,TL](i)wn(4,n), (55)

と与えられる｡

指数ベクトルは,消滅演算子(ct(Qn),ら(¢n))と生成演算子(ct(4,n),at%(4･n))の固有ベクトルあ

り,次の性質をもつ:

ct(Qn)le(∑znlSn,Tn],∑ wnlSi,TL]))-znlSn,Tn](i)le(∑znlSn,Tn],∑ wnl克;TL])), (56)n n n n

at(¢n)1e(∑ znlSn,Tn],∑ wnlSi,TL]))-W:lSh,TL](i)le(∑ znlSn,Tn],∑ wnlSi,TL])), (57)
n n n n

(e(∑ znlsn,Tn],∑ wnlSi,TL])let(bn)-(e(∑ znlSn,Tn],∑ wnlSh,TL])Jz;lSn,Tn](i), (58)
n n n n

(e(∑ znlsn,Tn],∑ wnlSi,Ti])膚(¢n)-(e(∑ znlsn,Tn],∑ wnlSh,TL])lwnlSi,TL](i)･(59)
n n n n

量子Wiener過程を

ct(Qn)-/.tdscs(Qn), Ct%(Qn)-/:dscs%(Qn), (60)

とそのテイルド共役により定義する.増分dC,,dCT4とそのテイルド共役の積の規則は,dCt%(¢n)dot(4･n′)

などの指数ベクトルに関する行列要素を,指数ベクトルの性質(56)-(59)を用いて評価することに

より調べることができる｡その結果,

dC掴 n)dCt%(¢n′)-♂nn,di, dot(4,n)del%(Qn,)-∂nn′di,

を得る｡他の積は0である【23】｡

量子Wiener過程Bt(¢n),Bit(Qn)とそのテイル ド共役を

Bt(4,n)-Cl(4,n)+免(4,n)et%(4,n), BI(4,n)-et(¢n)+匝(4,n)+1]Cl%(4･n),

(61)

(62)

とそのテイル ド共役により定義するoBt(Qn)とBtl(Qn)の定義(62)と積の規則(61)より,増分dBt(Qn),

dBtt(4･n)とそのテイル ド共役に関する積の規則が次のようになることが分かる【23】:

dBt(4,n)dBlt(4･n′)-匝(Qn)+1]6nn,di, dBt(Qn)d島(¢n′)-免(4,n)6nn′di,

dBi(¢n)dBt(¢n′)-兎(Qn)6nn′dt, dBtl(Qn)dBlt(4･n′)-lh(4,n)+1]6nn,di,

d島(4,n)dBt(4･n′)-元(Qn)6nn′di, d島 (¢n)dBtl(¢n′)-[fi(4,n)+1】6nn′di,

dBit(4･n)dBtl(Qn′)-[瑚 n)+1]6nn,dt, dBtl(4,n)dBt(¢n′)-兎(Qn)∂nn′df.

他の積は0である｡

-787-
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5 確率的時間発展演算子

演算子&(i)を

k(i)-(e(∑zlnlSn,Tn],∑wlnlSh,TL])IO(i)Fe(Z2nlSn,Tn],∑ W2nlSh,Ti])), (67)n n n

により定義する｡(56)-(59)を用いると,(42)より0(i)は量子確率微分方程式.

dO(i)--i((A+iji)0(i)di

2fC(4･m)市子了匝+1,A)(m,hld(i)｡dot(4,m)

2Fc(4,帆)vW 恒,A)(m+1,免匿(i)｡del(¢m)

2fC(Qn)ぶ てIm,nT l)(m,印拍)｡dot(Qn)

A)(m,nT l匿(i)｡dCl(¢n)

2FC(¢m)det%(4,m)㍉㌃司m+1,A)(m ,坤 (4,m)

2fC(4m)dC才(4,m)訴㌃口Im,A)(m+1,鞘元(4,m)+1】

2Fc(4,n)dCt%(¢n)vW lm,nTl)(m,坤 (¢n)

2FC(4･n)det%(Qn)市 1lm,A)(m ,nTlf
lh(Qn)･1]]oO(i)), (68)

を満たすことが分かる｡(68)は,演算子に対する通常の(確率的でない)微分方程式(19)から導かれ

たものである｡ここでは,(68)が表す微分が,元の(19)の微分がしたがう通常の微分の計算規則に

したがうように,(68)をStratonovich型の確率微分方程式と解釈しているI｡記号｡はStratonovich

積を表す｡

Stratonovich積とIto積を結びつける関係式[23]

xt｡dot(Qn)-XtdCt(Qn)･芸dXtdCt(Qn),etc･,
(69)

xt｡dot(Qn)-dot(Qn)oXt･去【dXtdCt(Qn)-dot(Qn)dXt],etc･, (70)

fstratonovich積とIto積を結びつける関係式(69)を用いると

U(i)｡dot(Qn)-0(i)dot(¢n)･芸dO(i)dot(Qn),

dCt%(Qn)｡a(i)-dCtt(i-)a(i)･担 (¢n)dO(i),

となる｡これらを用いて(68)をIto型に書き換えることができる｡しかし,Stratonovich積とIto積の差である上式の

右辺第二項が0になるので,形を変えることなく(68)をIto型に変換することができる｡これは,(68)を初めからⅠもO

型と解釈できることを示している｡
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となることが分かる.(70)を用いて(68)中のU(i)とdCl(4,n),dot(¢n)の順序を入れ替えると,

dO(i)--i(ddt+dhl)oO(i),

dhl-i∑mn

を得る｡ただし,

2K(¢m)[何 て恒 1,A)(m,hldBt(4m)

-d如 -)√㌃百 Fm,A)(m+1,hl]-七･C･,

である｡

6 量子確率微分方程式

6.1 量子確率Liouville方程式

確率的時間発展演算子Of(i)を

vf(i)-e-ijisや(i),Hs-Hs-hs,

と定義する.(71)を用いると,Vf(i)の時間発展方程式は

Wf(i)--iHf,ldtoVf(i),

となることが分かる｡ただし,

Hf,ldi-(hs+A)dt+ddt,

dMt-e-ihstdhleiHst

-二‡2K(¢m)[斤百1m+1,A)(m,軒 恥 dBt(毎 )

-d如 m)ei¢-√㌃nlm,A)(m + 1,hJ]一七･C･,

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)

である｡

(69)を用いると,Stratonovich型の方程式(74)をIto型に書き換えることができる｡その結果は,

dVf(i)--i7if,tdtVf(i),

棚 -Hf,dt-i錘 J,tdtHf,tdL,

である｡積の規則 (63)-(66)を用いてHf,tdtHf,tdiを計算すると,

Hf,tdtHf,tdL-dMtdMl--21Idl,
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を得る｡したがって,7if,ldは

71J,tdt-(hs+A+ih)dt+dhl,

となることが分かる｡

熱真空lOf(i))を

lOf(i))-Vf(i)lOf(0)),

と定義する｡(77)を用いると,Ito型の量子確率Liouville方程式

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

が得られる.71J,td‖ま(80)で与えられる.

Twの熱ブラ真空(lをIto型の確率Liouville方程式(82)に作用すると,

d(lOf(i))--i(l7if,ldiJOf(i))--ihdi(lOf(i)),

となることが分かる｡ただし,励 ま

H-Hs+A+iH,

(80)

(81)

(82)

(83)

(84)

であるoここで,暮OJ'(0))が,注目する系の時刻t-Oでの熱真空IOs)とIIwの熱真空F)を用いて

IOf(0))-lOs)J)と表されることを仮定すると,Ito積の性質

(ldBl(¢n)Vf(i)I)-0,(ldBtl(Qn)Vf(i)1)-0,

(ldBt(¢n)vf(i)I)-0,(ldBtt(¢n)vf(i)I)-0,

により

(ld励 of(i))-(ldMtVf(i)lOf(0))-0,

が成り立つことを用いたolO(i))-(IOf(i))とおくと,(83)より量子マスター方程式

孟fO(i))ニーihfo(i)),

が得られる｡

6.2 量子Langevin方程式

注目する系の任意の演算子Aに対して,Heisenberg演算子

A(i)-年 1(i)AVf(i),
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を定義する｡Ito型の計算規則にしたがい,(89)の微分を計算する｡その際,Vf(i)の方程式(77)

と年1(i)の方程式

dVf-1(i)-i年 1(i)71i:ll)dt,鶴1)dl-7if,tdt+idhldht,

を用いると,Ⅰto型の量子Langevin方程式

dA(i)-dOf-1(i)AVf(i)+Of-1(i)AdVf(i)+d年1(i)AdOf(i)

-il71f(i)dt,A(小 一dh(i)[d擁 ),A(i)],

を得る｡ただし,

71f(i)di-Of-1(i)7if,tdWf(i),

および

dh(i)-Of-1(i)dMtVf(i),
である｡

真空((ll-(t(lslを(91)に作用すると,ベクトル《1匝(i)に対する方程式

d《1LA(i)--i((llA(i)lhs(i)dt+ih(i)dl+dh(i)],

を得る｡ただし,

《1171f(i)-0,((lldh(i)-0,

を用いたoさらに,[0》-lOs)I)を(94)に作用し,熟状態条件

(1lAI(i)-(1lA(i),

と(85)および(86)を用いると,真空期待値《1lA(i)fO》の運動方程式

孟《1困 )P))-i((lllHs(i),A(i)W》+《1lA(i)柚 o》,

を得る｡(97)は量子マスター方程式(88)からも得ることができる｡

7 まとめと議論

(90)

(91)

(92)

(93)

(94)

(95)

(96)

(97)

この論文では,Accardiらの手続きを熱浴と相互作用する非線形振動子に適用することにより,

非線形減衰振動子に対する量子確率微分方程式を導出した｡

熱浴の表現空間に属する集団的指数ベクトルを用いて時間発展演算子の行列要素を作り,その

運動方程式が弱結合極限において,確率的時間発展演算子の,量子Wiener過程の表現空間に属す
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る指数ベクトルによる行列要素の運動方程式に収束することを示した｡その確率的時間発展演算

子は量子確率微分方程式を満たすことが分かった｡このように,ミクロなモデルの時間発展演算

子の方程式が量子確率微分方程式に収束することが示された｡ただし,この収束は演算子の行列

要素の意味での収束であることに注意する｡このことは,演算子に対する通常の微分方程式から

量子確率微分方程式-の移行が,弱結合極限による表現空間の変更と捉えられることを示す｡す

なわち,NETFDの体系の中心的な概念である表現空間の変更という概念で,系のダイナミクスの

粗視化のレベルの変更を捉えることができることが示されたわけである｡

注目する系内の非線形性の効果を考慮した量子Wiener過程を,その表現空間とともに構成し

た｡この量子Wiener過程が時間発展に与える影響は,量子マスター方程式と観測量の期待値に対

する運動方程式の表現に現れている｡非線形性の効果を考慮した量子Wiener過程が系に与える影

響をさらに調べていくことは,今後の課題である｡
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