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｢第9回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

● ●
RapidlydecaylngSplnSystem

basedonthestochasticlimitapproach

早稲田大学 理工学研究科 木村 元,*1湯浅 一哉*2

ローマ第二ヴオルテラ研究所 今福 健太郎*3

散逸現象などの不可逆過程を,時間反転対称性をもつ量子論に基いて記述できるか否かという問題

は,非平衡統計力学の基礎のほか量子論における観測問題とも係わり興味深 く重要なテーマである.

この問題に対する標準的なアプローチとしては,対象系と相互作用する環境系を考慮に入れる方法

がある.つまり,仝体系一一"対象系"+"環境系"- を閉じた系として量子論を展開し,改めて対象系の

ダイナミクス(ReducedDynamics)を抽出する.このとき環境系の自由度が無限大であることを想

定すると,対象系の不可逆な振舞いが導かれるのである 川.

量子光学では,例えば電磁場の環境下にある原子の振舞いに興味がある.そこで扱う仝体系ハ ミル

トニアンは

Ht.t-Hs+AV+HB (1)

である.ただし,Hs,HB はそれぞれ原子系,電磁場のハ ミル トニアンであり,両者間の相互作用 入V

は電磁相互作用であるため了トさい結合定数 (入≪ 1)が想定される.一方で,全体系ハ ミル トニアン

が式 (1)とは異なるスケーリングを持つ

Ht.t- '̂2Hs+ AV+HB (2)

という系も興味深い.ただし,入2Hs,JIB,入Vはそれぞれ対象系,環境系,相互作用のハ ミル トニア

ンであり,入≪ 1.この系では,弱相互作用系である式 (1)のハ ミル トニアンから導かれる遅い緩和

に比べて "速い緩和 (RapidDecay)"が導かれることになる.本稿で着目するのはこのスケーリング

の系である.具体的にスピン･ボソン系 [2]を例にとり,ハ ミル トニアン(2)の系に見られる興味深

い構造を紹介しよう.

式 (1)の系から散逸過程を導 く有力な手法としてはvanHove極限 (A-0,T-入2t'固定)[3]が

有名である.弱結合極限と時間のスケール変換 とを同時に行なうことで,指数関数的散逸を導 くこと

ができる.また,この方法に基礎を置く確率極限 (StochaSticLimit)[41という強力な手法があるが,

最近我々は,ハミル トニアン(2)の系に対する確率極限の枠組みを新たに構築した 【5ト本稿では,こ

の確率極限の手法に基づいて導出されたスピン系に対するBloch方程式 (もしくはそれと等価なマ

スター方程式)[5,6]を解析する.

次のスピン･ボソン系を考えよう:仝体系のハミル トニアン(2)において,

Hs- 芸Jz+書Jだ, HB - f ∞dw硯 au, V-ir-zf∞dw(9(u)awj (u)aL)I (3)
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ただし,Jx,Crzは Pauli行例,aL,awはボソン場のモー ドLJに対する生成 ･消滅演算子.つまり,

二つのエネルギー固有状態 Hslj=)- 士(hJ?0/2)li),hL?0- J四 をもつスピン系 Hsがボソ

ン系 HB とV を通 じて線形相互作用するモデルである.以下ではさらに,モー ドLJのボソンとス

ピン系との結合定数 9(LJ)に対 し,Jg(LJ)l2-rlLJ(LJ～0)という仮定を置 くことにする (Ohmicモ

デル).また,初期時刻 (T-0)においてはスピン系とボソン系との間に相関がなく,密度演算子が

pt｡t(o)-ps㊤pB (pB - e-HB/kBT/Z)で与えられるものとする.ps,pBはそれぞれスピン系,ボ

ソン系の密度演算子,Tは温度,kB はBoltzmann定数,Zは規格化定数である.

この系に対 して確率極限の手法を適用 し,スピン系の演算子 か0-回 (+ト ト)(｣,β士-世)(〒l

に対するHeisenberg方程式 (Bloch方程式)を導出すると

-(云2+2E～2)70/2+in°E～dT0/2 云270/2

-｣-.り 一一｣∴り ･｣∴′一

A 270/2 E～云70/2 -(A2+2E～2)70/2-in°

刀+(T)

かo(T)

Dn(T)

が得られる [5,6]･ただし,E～-E/hno,zi-A/hJ?0,70-2r7kBT/A.(j=Ips(T)斥)-trslpsD〒(T)],

(士Eps(7-)li=)-(1土trslpsDo(T)])/2に注意すると,このBloch方程式と等価なマスター方程式 【ス

ピン系の密度演算子 ps(T)-trBPt｡t(T)に対する方程式】は,

孟ps(T)-1 Hs,ps(T)]一錠 【Jz,Ps(T)]] (5)

であり,確率解釈を保証するLindblad型のマスター方程式 [7,8]となっている･

さて,BIoch方程式 (4)を基礎 として,"速いスピン緩和"を議論 しよう.ここでは特に,そのダイ

ナミクスを特徴付ける式 (4)の行列の固有値に着目する.固有値としては,実数の場合と複素数の場

合とがあ り得るが,前者は振動を伴わない指数関数的減衰を,後者は振動を伴う減衰をもたらす.こ

こでは前者を縦緩和,後者を横緩和と呼んで区別することにする.そしてそれぞれの緩和の速さを特

徴付ける定数 (緩和定数)をそれぞれ縦緩和定数 IIL,,横緩和定数 FTと呼ぶ.それらは,それぞれの

"固有値の実都"により決まる.

我々は現象論的にではなく,ハ ミル トニアン(2),(3)からマスター方程式,Bloch方程式を導い

ているため,縦 ･横緩和定数 IIL,FTの,ハ ミル トニアン (3)に含 まれていたパラメータE,A,r7,

そ して初期状態の温度 T に対する依存性が明確である.図 1(i)に,それぞれ (a)E-0.OhJ?0,(b)

E-0･2TL･no,(C)E-OAhno,(d)E-0･6hJ?Oに対する緩和定数 IIL,FTの温度 T依存性 を示

す･まず,パラメータEによって様相が大 きく異なることが分かるであろう･[弱結合系 (1)では

このようなことはない.そこではパラメータEに依ることなく常に IIL - 云2今β,TT-云2ヂ/2,

今0-27Tl.q(no)l2coth(hno/2kl/T)である.]しかも図 1(i)を見ると興味深い現象を確認することが

できる･例えば図 1(i)の (b)に着目すると,横緩和定数 F,I.がある温度において分岐 して,縦緩和定

数 IIL,になっているのが分かるであろう(C).逆に,二つの縦緩和定数 IIL,が合流 し,横緩和定数 FT

に変わることもある(A).また,この分岐を通 じて,横緩和がなく,三つの独立な縦緩和が存在する温

度領域が現れることも強調 しておこう.

この分岐現象は,実験的には次のようにとらえられる可能性がある.スピンが振動 しないで減衰す

る方向 (縦方向)lに注目しよう[その方向のスピン成分 JIJ-l･q-lxc,x+lyc,y+lzolzの時間発展

はUL(T)-JI,e-1lLT].図 1(ii)は,図 1(i)の (b)に対応 した縦方向 lの温度依存性である.これを見
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図 1:(i)縦緩和定数IIL(実線),横緩和定数rJ.(破線)の温度依存性･(ii)縦方向tの非連続転軌

ると,温度 r-0から連続的に温度を上昇させていくとある温度で Jが非連続的に変化をすること

がわかる (A- B).逆に高温側から追っていくと,先程とは異なる温度において縦方向Jの非連続的

変化が起こる (C- D).このように,分岐現象は縦方向の非連続的変化としてとらえられるであろ

う.ちなみに,lはT-0で "ハ ミル トニアンHsの方向"を向き,T-∞ で "相互作用 Vの方向"

を向く.

ところで,核磁気共鳴の実験において,縦 ･横緩和定数間に

2FT ≧IIL, (6)

という関係が成立することが知られている [9].我々のモデルにおいても,(縦 ･横両方の緩和が存在す

る)任意のパラメータでこの関係が成立することを示そう.一般に三つの緩和定数をFi(i-1,2,3)

と置 くとき,

Fl+F2≧T3, F2+T3≧I11, T3+Fl≧F2 (7)

が成立するための必要十分条件が,Bloch方程式の行列 Aに対 して det((trA/2)-A)≦0である

ことを示すことができる [6,10ト我々の Bloch方程式 (4)の行列 Aがこれを満たすことは簡単に確

かめられるから,Bloch方程式 (4)の緩和定数は任意のパラメータで式 (7)を満たすことになる.横

緩和が存在する場合には式 (7)で 石 -IIL,F2-T3-FT と置けばよいが,これは式 (6)に他なら

ない･すなわち,我々の Bloch方程式の緩和定数は式 (6)を満たすのである.さらに,式 (7)は横緩

和が存在しない場合 (つまり,三つの縦緩和が存在する場合)の制約も明らかにしている 【11].

我々は式 (2)のスケーリングを持つ系の一例 として,"速い緩和"を示すスピン系の解析を行ない,

興味深い現象を発見した.緩和定数の温度依存性における分岐現象である.この分岐現象を通 じて三

つの独立な縦緩和が存在する可能性があることや,縦方向の非連続的変化が起こり得ることも明らか

になった･これらは弱結合系 (1)のスピン緩和には見られない,スケーリング (2)の "速いスピン緩

和"に特有の現象である.続いて縦 ･横緩和定数間に成立する関係を議論 したが,我々のモデルでも

実験的に知られている経験則 (6)が満足されることが示された.我々はさらに,三つの独立な縦緩和

が存在する場合にも,対応する関係式 (7)が成立することを明らかにした.実験との比較を考える場
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合には,ハ ミル トニアン(2),(3)の再考が必要ではあるが,ここに示した緩和定数における分岐現象,

緩和定数間の関係式 (7)が実験的に観測されることを期待する.

本研究を発表する場を与えてくださった有光敏彦教授をはじめとする主催者の方々に,また,シン

ポジウムにおいて議論 してくださった皆様に,感謝致 します.
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【111Gorillietal.は一般の Lindblad型マスター方程式の "ある部分集合"において不等式 (7)を

議論 している 【8トこれに対 し,我々のモデルには彼らの議論の範暗には属さないマスター方程

式 も含まれていることを強調 しておく(例えば r≠0,E≠0の場合).このことは,Goriniet

αJ.の議論がさらに一般のマスター方程式に対 して拡張される可能性を示唆するが,実際,不等

式 (7)が任意のLindblad型マスター方程式で成立することを示すことができる 【10ト
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