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研究成果の概要： 通常、巨視的現象を扱う統計力学では、物体を構成する原子・分子数が膨

大なことが仮定される。他方、ナノ科学の進歩により、さほど多くない原子・分子から成る微

小物体に起る現象が調べられている。この現象を扱える理論の構築を目的に、C*代数・力学系

理論という数学理論に立脚する新しい方法に基づき、大きな物体と接触する微小物体の振舞を

調べ、任意の初期状態から一定の電流・熱流を伴う状態への緩和を扱えること、複数の実験事

実を説明できることなどを示し、新しい方法の有用性を明らかにした。 
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１．研究開始当初の背景 
ナノ科学の進歩により、従来の統計力学で

想定されていなかった小さな系（メゾ系）の
諸物性が測定され、その非平衡現象の解明が
急務となっている。しかし、平衡近傍で生じ
る「線形」非平衡状態や散逸構造・自己組織
化の舞台となる巨視系の非平衡状態に比べ、
メゾ系の非平衡状態の解明は十分ではない。 
他方、力学系分野において非平衡状態に関

する厳密な研究が欧米を中心に急速に発展
しており、いくつかの新しい知見が得られて
いる。一つは、非線形力学系からのアプロー

チで、カオス性に起因するフラクタル的非平
衡定常状態や広範な非平衡状態で厳密に成
立する揺らぎ定理などが発見されている。も
う一つは、無限自由度力学系からのアプロー
チで、無限量子系の平衡状態を扱うために開
発された C*代数の方法を用い、複数の熱浴と
相互作用する小さな系の非平衡状態が調べ
られ、一定の仮定の下で、定常状態の存在、
エントロピー生成の正値性などが証明され
ている。しかし、両アプローチとも歴史が浅
く、解明すべき課題が多く残されている。 
さらに、力学系の方法は自由度の小さなメ



ゾ系を扱うのに最適であると考えられるが、
その可能性は十分には吟味されていない。 
 
２．研究の目的 
本研究の大目標は、力学系の方法を基礎に、
メゾ系の非平衡状態を一般的に扱う手法を
確立することである。特に、研究期間内には、
(i) 量子接合系の非平衡現象、特に量子ドッ
トを含むAhoronov-Bohmリングの輸送現象及
びメゾ的Peierls系における非平衡相転移、
(ii)開放的非線形格子を抽象化した周期的
非双曲カオス系の非平衡状態の統計的性質
と輸送現象を解明することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
従来の非平衡統計力学では、対象系にのみ

注意が払われ、種々の仮定の下で普遍的性質
が探究されてきた。しかし、自由度の小さな
メゾ系は、本質的に周囲の熱浴から切り離せ
ず、系個別の特徴が顕著に現れると考えられ
るため、新しい処方箋が必要になる。そこで、
本研究では、系の非平衡状態を熱浴を含めた
力学系の大域的性質と捉え、一定の力学的性
質を持つ系の非平衡状態を解析的に、かつ、
できるだけ厳密に調べた。
 
４．研究成果 

（文献番号は、発表論文等の項、雑誌論文リ

ストの番号である。） 

 

 本研究では、大別して、無限量子系の非平

衡状態と非線形力学系の統計的性質を調べ

たが、当該研究期間中には、前者について著

しい成果をあげることができた。 

実際、当初は、C*力学系の非平衡状態の特

徴付および同手法に基づいた平均場近似法

を開発し、無限系と相互作用する系の諸性質

（揺らぎ定理を含む）を統計力学の問題とし

て調べたが、この方法が、粒子源から放出さ

れる定常粒子流の解析にも適用できること

が明らかになり、C*力学系の対象が著しく拡

がった。加えて、部分系の非可逆性を支配す

るのがむしろ環境系の動的性質であるとい

う従来とは異なる知見も得られた。 

成果の詳細は以下の通りである。 

 

(1)無限量子系の非平衡状態の研究 

① C*力学系の非平衡状態 

複数の無限量子系と相互作用する量子系

の非平衡状態を調べるには、C*代数の方法が

有効である。特に定常状態は、2000 年に

Ruelle が示したように、C*散乱理論によって

特徴付けられる。今回の研究では、二つの熱

浴にはさまれた量子系について、非平衡定常

状態を特徴付ける新しい条件を導出し、同条

件を量子接合系に適用して非平衡定常状態

の線形応答関数の表式を導出した[8、17]。

さらに、量子系が唯一の無限系と相互作用す

る場合に、熱力学的な準静的過程を力学的に

構成できること、Clausius の不等式が成立す

ることを示した[10、15]。 

次に、以上の結果に基づき、量子複合系（量

子ドットを含む Ahoronov-Bohm リング）の伝

導現象を調べた。まず、量子ドット内の電子

間相互作用がない場合、Landauer 公式を厳密

に導き、非平衡揺らぎと微分伝導度の関係

（揺動散逸定理の拡張）を導出した[17]。さ

らに、非平衡状態を記述する新たな平均場近

似法を構築し、スレイブ・ボソン法と組み合

わせて量子ドット内の電子間相互作用が強

い場合の伝導現象を解析した。そして、線形

応答領域では同系の解析で最も信頼されて

いる NRG 法の結果を再現し、非線形応答領域

ではファノ共鳴が非平衡環境に敏感に依存

するという実験事実を説明した[11]。 

続いて、非平衡平均場近似を用いて、２つ

の熱浴と相互作用する一次元電子・格子系に

おける非平衡 Peierls 転移を調べた。秩序パ

ラメータが空間的に一様な場合について、電

圧・温度を制御変数にした場合には一次、二

次転移が、電流・温度を制御変数にした場合

には二次転移のみが生じること、微分伝導度

が負になり得ることを明らかにし、相図を求

めた[鯵坂・西村・寺崎・田崎、査読中]。こ

れらの結果は、電荷秩序系で寺崎らが見出し

た負の微分伝導度[沢野ら Nature 437 巻 

p.522, 2005年]および電流による電荷秩序抑

制現象[3]を定性的に説明する。さらに、ソ

リトン励起、ポラロン励起に相当する解を構

成し、後者の性質が非平衡性により著しく影

響を受けることを明らかにした[鯵坂・田崎、

投稿準備中]。 

最後に、二つの無限ボーズ粒子源がトンネ

ル接合で繋がれている系において、両粒子浴

の温度と粒子密度が異なる場合の非平衡定

常状態を調べた。ボーズ・アインシュタイン

凝縮が存在しない場合には粒子流が

Landauer 公式のみで表され、存在する場合に

は通常流に加えて凝縮体の位相差の正弦と

凝縮体密度の積に比例するジョセフソン流

が現れることを明らかにした[13、19]。 

以上のように、研究目的の項に記載した

「量子ドットを含む Ahoronov-Bohmリングの

輸送現象」及び「メゾ的 Peierls 系の非平衡

相転移」を解明することができ、無限量子系

に関する当初計画は達成できた。また、C*代

数の方法に基づく平均場近似法の提案およ

び自由ボーズ粒子系の非平衡定常状態の厳



密な構成は本研究が初めてであり、非平衡状

態で生じる諸現象の解明に大きく寄与する

と考えられる。今後、理論の応用範囲を広げ

ていく予定である。 

 

② 量子揺らぎ定理 

 様々な系で、ある物理過程においてエント

ロピー生成がΔSである確率と、時間反転過

程において－ΔS である確率の分布関数は、

簡単な関係式（揺らぎ定理）を満たす。本研

究では、大きく有限な熱浴と相互作用する小

さな量子系において、エネルギー輸送量と粒

子輸送量の確率分布が揺らぎ定理を満たす

ことを示した。さらに、系と熱浴の相互作用

が長時間一定である場合、分布の特性関数が

不可逆過程の駆動力となるアフィニティの

みで表されることを証明し、輸送係数の対称

性を系統的に導出した[1]。 

斉藤・内海[Phys. Rev. B, 2008 年] が類

似研究を行っているが、厳密な証明を与え、

かつ高次輸送係数との系統的関係を論じた

のは初めてである。今後は、測定過程を陽に

考慮し、無限に拡がった系に適用可能な揺ら

ぎ定理の定式化をめざす。 

 

③ 平衡粒子源から放出される粒子の相関 

近年、粒子線などにおいて、フェルミある

いはボーズ相関の直接観測が可能になって

いる。熱平衡状態にある粒子源から定常的に

放出される粒子流は、二つの熱浴と相互作用

する量子系における非平衡定常状態に他な

らない。そこで、この観点に立ち、熱的粒子

源から放出される中性子のフェルミ相関を

力学的に調べ、粒子源が無相関であっても有

意なフェルミ相関が観測可能であることを

示した[5]。次に、粒子源が超伝導状態にあ

る場合、放出される電子の２点相関がどのよ

うに変化するかを調べ、フェルミ相関に加え

クーパー・ペアに起因するボーズ相関も生じ

ることを明らかにした[湯浅他６名、査読中]。 

粒子放出現象が、非平衡統計力学の問題と

考えられるという認識は新しく、多体効果を

考慮できる統一的かつ自然な枠組みとして

発展すると考えている。 

 
④ 初期相関存在下のマスター方程式の導出 
 大きな量子系（環境系）と弱く相互作用す
る部分系について、初期時刻に環境系と部分
系の相関がない場合には、部分系の時間発展
がマルコフ的マスター方程式によって記述
されることが知られている。本研究では、よ
り一般の場合に部分系の時間発展がマスタ
ー方程式によって記述される条件を調べた。
この結果、マスター方程式が導けるためには、

環境系がエルゴード条件の一つ、混合性を持
つことが必要であることを示し、条件が満た
される場合には環境と部分系の初期相関が
短時間で消失することを明らかにした[6、7]。 

 この成果の意義は、通常の見方とは異なり、

環境と弱く相互作用する部分系の独立性お

よび時間発展が、部分系ではなく、環境系の

動的性質により定まることを明らかした点

である。 

 

⑤ 特異連続状態と結合する状態の緩和 

 離散状態と連続状態が相互作用する場合、

前者のエネルギーが後者のエネルギー・スペ

クトルに含まれると離散状態は不安定化す

る。連続状態のエネルギー・スペクトルが絶

対連続な場合、生存振幅が指数緩和すること

はよく知られている。本研究では、連続状態

が特異連続なエネルギー・スペクトルを持つ

場合に、離散状態の生存振幅が、通常の van 

Hove 極限と異なるスケール則に従い、スケー

ル時間の Mittag-Leffler 関数になることを

示した[4]。 

 この成果も、環境系の重要さを示しており、
さらに、十分に解明されていない量子準周期
系の性質の研究に寄与すると考えられる。 
 

その他、ポアソン則に従わない可積分量子

系のエネルギー・スペクトルの揺らぎ[2、20]

および量子開放系のデコヒーレンス制御

[12]等についても調べた。 

 

(2) 非線形力学系の統計的性質の研究 

① 全てのオーダーを超える漸近法 

 これは、複雑な幾何学的形状を有するホモ

クリニック軌道を解析的に構成する方法で、

いくつかの近可積分古典カオス系に適用可

能である。この方法を Harper写像に適用し、

カオス領域におけるパラメータ変化に伴う

安定・不安定多様体のつなぎ換えを調べ、転

移点近くの軌道の構造を明らかにした[9、

14]。さらに、この方法が適用できる二次差

分型の多項式写像がこれまで知られている

数種の写像に尽きることを示した[16]。 

 この方法をさらに進展させることで、カオ

ス運動に内在する複雑な構造を解析的に扱

える新しい道具が構築できると考えている。 

 

② 非双曲力学系の統計的性質 

カオス研究では非双曲力学系と呼ばれる

系の研究が次の重要な課題である。区分的線

形な間欠的カオス写像で通常拡散より遅い

異常拡散を示す写像について、輸送現象が分

布の時間発展を記述するフロベニウス・ペロ

ン演算子の１に近い第２リーマン面内の固



有値に支配されていることを明らかにし、ス

ケール極限ではスペクトルだけでなく固有

関数のスペクトル依存性が重要なことを見

出した[安田・田崎、投稿準備中]。 

 近年、非双曲写像の輸送現象を連続時間酔
歩で解析する研究が進んでおり、本研究を進
めることで、その流れとは相補的な解析法を
提案できると考えている。 
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