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｢量子力学とカオス ー基礎的問題からナノサイエンスまで-｣

複素半古典論と多次元障壁 トンネル効果

九州工業大学 情報工学部 高橋 公也

立命館大学 理工学部 池田 研介

1.5自由度障壁ポテンシャルや二自由度障壁ポテンシャルにおいて観測されるフリンジトンネル

効果は本質的に多次元なトンネル効果である｡本稿では､フリンジトンネル効果を題材に取り本質

的に多次元なトンネル効果を複素領域に拡張した半古典論を用いて解析した結果を紹介する｡特

に､フリンジトンネル効果の背後にある複素古典力学的な機構に注目する｡ トンネル波に現れる

フリンジは､多数のトンネル軌道が同時に寄与することで作 り出された干渉である｡そのような

フリンジトンネル効果に寄与するトンネル軌道は､主に複素に拡張した安定多様体や不安定多様

体に導かれたカオス的 トンネル軌道である｡カオス的 トンネル軌道が描き出す トンネル効果の描

像は､インスタント理論が描 く描像と本質的に異なる｡

1 序論

量子力学的なカオスが トンネル効果に与える影響 (カオス的 トンネル効果)は､過去20年に渡 り

多くの研究者の注目を集めて来た｡しかし､カオス的 トンネル効果の機構まで踏み込んだ研究は

余り多くない｡

複素に拡張した半古典論は､トンネル効果の機構の解析には欠くことのできない道具である｡し

かし､その土台となる複素領域の古典力学の振舞さえ十分に理解されていないのが現状である｡首

藤､池田はこのような困難があるにも拘わらず､或る種の量子写像系のカオス的 トンネル効果を

複素半古典論によって再現することに成功し､ トンネル効果に寄与する古典軌道がジュリア集合

と密接な関係を持つことを示すことに成功した 廿｡しかし､彼らの解析で､カオス的 トンネル効

果に寄与する軌道が作 りだされる機構やその特徴が十分に明らかにされたとは言えないO

さらに､彼らが解析したのは写像系で､一般的な時間連続な系のトンネル効果ではない｡複素

に拡張した場合､時間連続系と写像系の間には大きな機構上の隔がある｡時関連続系では､時間

そのものが複素化され､軌道は複素時間の関数 となり一般に (動 く)特異点を持つ｡これに対し､

離散時間上で定義される写像系では､複素時間に対応するものはなく､そのため軌道は特異点を

持たない r210

本稿では､時間連続系のカオス的トンネル効果に注目し､複素半古典論を用いた解析を行い､カ

オス的 トンネル軌道の持つ基本的な特徴を明らかにする｡驚 くべき事は､複素に拡張された時間
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連続系と写像系には大きな違いがあるにも拘わらず､それらのカオス的トンネル軌道は基本的な

部分でほぼ共通の特徴を持つことが明らかになった事である｡

本稿で注目するのは､調和振動子のチャンネルとカップルしたポテンシャル障壁 (2自由度系)や

周期的な摂動が入ったポテンシャル障壁 (1.5自由度系)を通過するトンネル波に複雑な干渉を作

りだすフリンジトンネル効果と呼ばれる現象である図0この現象は､多自由度系のトンネル効果

の雛型となる最も単純なカオス的トンネル現象であり､理論的な解析が可能である｡

2 モデルおよび半古典近似

フリンジトンネル効果が発生する最も単純なモデルは､以下のような周期的な摂動を加えた

Eckart型の障壁である｡

LI(Q,P,wt)-芸p2+V(釦 t)-芸p2+vo(Q)･ev(Q,ut)

ここで､ポテンシャル項は

vo(Q)-sech2(Q),V(Q,wt)-sin(wt)sech2(Q)

( =

(2)

である｡Q-Q1-.Xから十分に小さいエネルギーE-El-壬p12を持つ平面波を入射させ､定

常状健 (準固着状態)に達した波動関数 (波動行列)を調べる｡Elが十分に小さければQ<0で観

測される波動関数は全てトンネル効果によるものである｡波動行列の半古典近似は以下のように

与えられる[2]｡

'Q2P T({/2)lPl'-妄 Qllilmx

ここで､作用 Soは

Sn(Q2,t2,QlっEl)≡

盈 eiPIQl,h[去諾 %]1'2expfiso(Q2,t2,Ql,El" (3)

/Q72pdQ｣ lt2
1=Z(Q,P.wt)dt+El(t2-tl(Q2,t2,Ql,El)) (4)

と定義される｡

半古典論を実行する場合には､境界条件に特別な注意を払う必要がある｡入射境界条件で非観

測量となる入射時刻 tlが､半古典論に寄与する軌道を見つけ出す探索パラメータとなるO入射､

終端境界条件をともに満たす軌道の初期時刻 tlの集合を首藤､池田にならいルイ-setと呼ぶ事にし

ようC.帖 setは以下の様に定義される[1,2]O

Ju -(tlZImQ2-ImEQ(t2-tl,tl,Pl,Ql)†-0) (5)

3 フリンジトンネル効果に寄与するトンネル軌道

摂動の強度 亡が弱い場合には､ トンネル波は時間的にも空間的にも周期的に滑らかに変動しイ

ンスタントン理論が有効に働くが､eが或る値を越えるとトンネル波にフリンジトンネル効果と呼
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ばれる複雑な干渉が発生する[2Ioこの様な場合にも､(3)式で定義される半古典論は有効に働き

フリンジトンネル効果を再現する事は可能である｡図1(a)に量子力学的に求めたトンネル波 (破

線)と半古典論によって再現されたもの(実線)を示す｡半古典論が量子論を良く再現しているの

がわかるO

しかし､フリンジトンネル効果に寄与するトンネル軌道の性質は､インスタントン軌道のそれ

とは大きく異なるO複素初期時刻 tl上で定義されたルトsetを見てみよう(図 1(b))oJu-Setはブ

ランチと呼ばれる多数の紐によって構成されている｡ブランチの破線部分はStokes現象の処理に

よって破棄される寄与しないトンネル軌道の初期点群である｡ブランチの実線部分は全てトンネ

ル現象に寄与するが､各ブランチは異なった確率的な重みを持つので､ある特定のブランチが特

にフリンジトンネル効果に大きな奇与を与える｡この例ではブランチ1,2,5がその様なブランチ

で､それらは臨界点と呼ばれる×印で示した点のごく近傍を通過する[2]｡

臨界点は､複素初期時間面tl(Q-Ql,P-Pl)と原点 (Q-O,p-0)にある不安定周期軌道に

漸近する複素化された安定多様体との交点で､摂動の周期性により､tl面上に周期的に現われるO

ブランチ1,2,5は各 異々なった臨界点の近傍を通過するブランチである｡詳しい議論をする余裕

はないが､ トンネル波に発生するフリンジはこれらのブランチの間の干渉現象によって発生する｡

フリンジトンネル効果に寄与するトンネル軌道は､臨界点の近傍､即ち複素化された安定多様

体の近傍に初期点を持つために安定多様体の影響を受け､インスタントン軌道とは大きく異なっ

た性質を持つQ荒っぽく言えば､インスタントン軌道は複素化されたトーラス面に沿った軌道で､

摂動が入った場合でも可積分系の性質を色濃 く残すトンネル軌道である｡これに対し､フリンジ

トンネル効果に寄与する軌道は､安定多様体と初期時間面の絡み合い､即ちある種のヘテロクリ

ニック構造の発現によって発生した軌道であるO

複素化された安定多様体近傍に初期点を持つトンネル軌道は､安定多様体に導かれ実面上にあ

る不安定周期軌道 (より正確にはその近傍)へと向かうO散乱領域にある不安定周期軌道の近傍に

達したトンネル軌道は､安定多様体から離れ不安定多様体に漸近して行 くOそのため､ トンネル

軌道は今度は不安定多様体に導かれ漸近領域へと散乱される｡このとき､半古典論に課せられた

終端境界条件 (Q-Q2∈R,E-E2∈R)により､確率的に大きな重みを持つトンネル軌道は複

素領域に向かわず､実不安定多様体に沿った軌道となるC

したがって､フリンジトンネル効果に寄与するトンネル軌道は､カオス現象発生の基本要素で

ある安定多様体と不安定多様体に導かれたカオス的トンネル軌道である｡我々の最近の論文 [21で

導入した摂動周期が遅い時に有効な古典軌道の断熱近似解を用いると､この様なカオス的 トンネ

ル軌道の性質を解析的に調べる事が可能である｡

結論

本稿では､フリンジトンネル効果に寄与するトンネル軌道が､複素領域の安定多様体や不安定

多様体に導かれたカオス的トンネル軌道で､可積分系や近可積分系で有効なインスタントン軌道
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図 1:図 1.半古典論の計算結果 (E1-0.75,e-0.2,LJ-0.3,A-1000/(37rX210-0.1036))

(a)半古典論 (実線)と量子論 (破線)A,Bで示した所がトンネル波に現れるフリンジ (b)Ju-Set

とは質的に異なるものであることを示した｡写像系でも数値的にではあるが､首藤ら回や大西ら

図 によってトンネル軌道が絡み合った安定多様体や不安定多様体に導かれたカオス的トンネル軌

道であることが指摘されているO写像系には､動く特異点が存在しない等複素力学系の構造に大

きな違いがあるにも拘わらず､カオス的なトンネル軌道に共通の特徴が見出せることは大変興味

深い事である｡これは､カオス的トンネル現象を包括的に理解可能な理論的な枠組が存在するこ

とを示唆するものと考えられる.今後､この方向への更なるアプローチが期待される.
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