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研究成果の概要（和文）： 

相関関数が行列式で表現される確率過程は、行列式過程と呼ばれている。本研究期間内で実

施した研究により、非衝突ブラウン運動、非衝突 2 乗ベッセル過程が任意の初期値の下で行列

式過程であることを多重直交多項式の理論を用いて証明した。そして、粒子数を無限大にした

ときの収束について論じ、その結果として非平衡無限粒子系を構成することができた。さらに、

得られた無限粒子系の道の連続性、非衝突性を確かめ、緩衝現象などの性質を示した。 
 
研究成果の概要（英文）： 

A stochastic process is called determinantal if its correlation functions are represented by 
determinants. During the research we proved that for any fixed configuration the 
noncolliding Brownian motion and the noncolliding squared Bessel process are 
determinantal. When number of particle is infinite, we gave sufficient conditions so that 
the noncolliding processes are exist and have continuous paths. We also showed the 
relaxation phenomena for the processes. 
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１．研究開始当初の背景 

相互作用を持たない粒子系は、互いに独立
な確率過程の組として表すことができるの
で、定常分布の性質、エルゴード性および
様々な極限定理などは古くからよく調べら
れてきている。一方、相互作用をもつ粒子系
も盛んに研究されており、確率論とその関連
分野での中心的な研究課題である。粒子間の
相互作用としては様々なものが設定できる

が、ある程度距離が離れると２点間の相互作
用がほとんど効かなくなる短距離相互作用
と粒子がいくら離れていても互いに相互作
用を受けあう長距離相互作用とに大別する
ことができる。どちらの場合にも多くの重要
な模型があるが、短距離相互作用の研究の方
がより発展しており、解析の手法も充実して
いる。それに比べて長距離相互作用粒子系で
の研究は、ランダム行列理論に関連する重要
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な模型に対して数々の手法は開発されてい
るが、まだまだ未開拓な部分が多く、そして、
扱われている模型は平衡粒子系が中心であ
り、非平衡系での結果は少ない。 

 
 

２．研究の目的 
独立な有限個の１次元ブラウン粒子系を

未来永劫衝突しないという条件のもとで考
えると、距離の逆数の大きさで反発する、つ
まり対数ポテンシャルを相互作用とするブ
ラウン粒子系となる。この長距離相互作用粒
子系は、ダイソン模型と呼ばれており、ブラ
ウン運動を成分とするユニタリー行列値過
程の固有値とも等価であることも知られて
いる。ダイソン模型は、有限個の粒子系であ
るが、粒子数を無限大にしていくことにより
その極限無限粒子径として無限次元ダイソ
ン模型を構成し、その解析をすることが研究
の目的の一つである。 

平衡状態では、極限無限粒子系の存在は既
に示されており、その平衡分布は、正弦核を
もつ行列式（フェルミオン）点過程と呼ばれ
るものであることも分かっている。本研究で
は、非平衡系を含むクラスを扱うことが目標
である。相互作用の長距離性から、極限無限
粒子系の存在は、初期値によって大きく影響
を受けるので、極限の存在を保障する初期値
の特徴付けが第一番目の本質的な問題であ
る。これは、極限無限粒子系を確率過程とみ
なしたときに、状態空間としてどの様なもの
がとれるかという問題とも密接に関係して
いる。 

得られた極限無限粒子系を無限次元ダイ
ソン模型と呼ぶことにする。この無限粒子系
に対して、次のようなものが興味深い問題と
して考えられる。 

 
(1) 平衡状態に収束する初期分布の特徴付け、

およびエルゴード性等を調べる。 
 

(2) マルコフ性、強マルコフ性を調べる。 
 

(3) 平衡状態の場合に１つの粒子に着目して、
その漸近挙動を調べる。 

 
これらの問題は、短距離相互作用を持つ無限
粒子系で扱われていものであるが、長距離相
互作用の影響が結果にどのように反映する
かを調べたい。 

非衝突条件に加えて原点に壁をつくり、そ
の壁にも衝突しないという条件、または壁に
衝突したら反射するという条件を与えると、
得られる多粒子系はそれぞれ、非衝突３次元
ベッセル過程、非衝突１次元ベッセル過程と
なる。そして、どちらにもそれぞれに対応す
る各成分をブラウン運動とするエルミート

行列値過程が存在することが知られている。
これらをさらに一般化していくとどのよう
な関係が導かれるかは興味深い。さらに粒子
数を大きく無限大にしていくとどのように
なるかという問題も非衝突ブラウン運動の
場合と同様に考えることができる。これらの
問題は直交多項式との関係も深いという点
からも重要である。 

以上で述べたものは１次元空間上の粒子
系であるが、例えば、ギニブル過程のような
非エルミート行列値過程の固有値は複素数
値になるので複素平面の粒子系が対応する
ことになる。このような場合を含む多次元空
間上の粒子系という設定で同様な問題を調
べることも目標としている。 

 
 

３．研究の方法 
無限粒子系を有限粒子系の極限として構

成する、さらに無限粒子系を解析するための
手法としては、確率微分方程式を使う方法、
ディリクレ形式を使う方法、半群理論を使う
方法などがあるが、行列式過程は多時刻相関
関数が具体的に行列式で表されているので、
相関関数からの解析が有効な手段となる。平
衡状態でも無限次元ダイソン模型の場合も、
収束の証明は、（多時刻）相関関数の収束か
ら導かれている。ただし、行列式過程である
ことを示すにはその確率過程の確率密度関
数の形に大きく依存しており、一般化は簡単
ではない。平衡系の場合は、ダイソン模型で
は、エルミート多項式の直交性を用いて、非
衝突 2 乗ベッセル過程では、ラゲール多項式
の直交性を用いて、行列の成分となる関数
（これを相関核という）定め、行列式過程で
あることを導いている。初期値を一般の配置
にした場合、それらの直交多項式を直接用い
ることはできない。それを克服するために、
直交多項式の拡張となる多重直交多項式の
理論を適用することになる。 

用いる多重直交多項式は、調べる非衝突過
程の初期配置に依存することから、相関核も
初期配置に依存する。従って、粒子数を無限
子にした場合には注意することが必要であ
る。相関核の具体的な形を求めてみると、複
素平面上の整関数を被積分関数とした 2重積
分で表されていることがわかる。このことか
ら、確率過程の収束は、整関数の収束に帰着
されることになる。整関数に関する理論は、
関数論を中心としてさまざまな分野と関連
があり、それらの結果が非平衡無限粒子系の
性質とどのような関係があるかを調べるこ
とにより、エルゴート性などの混合性の解析
ができるものと思われる。 

上に述べたように、従来、行列式過程の研
究は、直交多項式、多重直交多項式の理論に
基づいて行われてきたが、マルチンゲール理



 

 

論など確率論、確率解析からのアプローチに
より見通しがよくなることも考えられる。そ
して、直交多項式が元の模型にほぼ 1 対１に
対応していることから、扱う確率過程が制限
され、一般化するための一つの弊害になって
いたが、それを克服して、一般化への大きな
道が拓くことも期待できる。 
 有限個の非衝突過程のマルコフ性は、推移
確率などもよく分かっていることからよく
知られている。しかし、その極限で与えられ
る無限粒子系のマルコフ性は、明らかではな
い。それは、長距離相互作用の影響により、
無限非衝突過程では、短距離相互作用を持つ
無限粒子系で一般に使われている獏位相の
もとで初期値に関する連続性が成り立たな
いからである。配置空間に適当な位相を導入
し、有限粒子系から無限粒子系への分布の収
束と初期値の連続性をともに充たすようす
ることが必要である。その位相がそれぞれの
確率過程に依存しないよう定義できるのが
望ましく、そのように得られた位相は獏位相
に代わって無限粒子系を扱う上での標準に
なると思われる。 
 １つの粒子に着目して、その漸近挙動を調
べる問題では、1 つの粒子とその他すべての
粒子系との組を扱うことになる。行列式点過
程ではパルム測度と呼ばれている条件付き
確率測度が意義でき、それも行列式点過程で
あることが知られている。その拡張として行
列式過程に対しても条件付き過程を定義す
るという方法でこの問題の解決に臨みたい。 

ギニブル点過程は、行列式点過程の典型例
であるが、これを平衡分布とするギニブル過
程は行列式過程であるかどうか分からない。
現時点では、ギニブル過程の構成は、長田博
文氏（九州大学理学研究院）によるディリク
レ形式を使う方法よるものだけである。最初
の段階では。まず多時刻相関関数とディリク
レ形式の関係を調べることから研究に入り
たい。 
 
 
４．研究成果 
本研究期間内で、連携研究者である香取眞理
氏との共同研究により以下の結果を得た。 
 
(1) 非衝突彷徨過程の相関関数をパフィア
ンで表し、さらに粒子数を無限大にした熱力
学的極限での相関関数を厳密に求め、それら
が一般に分数微積分を使って表せることを
発見した。極限として得られた確率過程は長
距離相互作用をもつ無限粒子系であるが、そ
の性質についても調べた。(Probability 
Theory and Related Fields (2007) に掲載) 
 
(2) Sturm-Liouville 作用素が対応する行列
値過程のクラスの性質について調べ、道の連

続性、粒子数を無限大にしたときの緊密性に
対する十分条件などを与えた。また、行列値
過程に対応する双線形形式を導き、ディリク
レ形式との関係についても部分的な結果を
得た。（Journal of Statistical Physics 
(2007), 数学 (2009) に掲載） 
 
(3) 重複直交多項式の理論を発展させるこ
とにより、ダイソン模型が一般の初期値の下
でも行列値過程であることを示した。この結
果によりダイソン模型の解析に新しい手法
を与えることができ、粒子数を無限にしたと
きの非平衡な無限粒子系への収束、緩衝現象
の導出など物理的にも重要な結果を導くこ
とができた。（Commun. Math. Phys. (2010) に
掲載 ） 
 
(4) ダイソン模型の粒子数を無限に多くし
ていくに従って増大するドリフトを加える
ことにより、エアリー非平衡無限粒子系を構
成し、その緩衝現象などを示すことにも成功
した。そして正則関数の零点と無限次元行列
値過程との対応についての考察も与えた。（J. 
Stat. Phys. (2009) に掲載 ） 
 
(5) 1-パラメータ族である squared Bessel 
過程に非衝突条件を課した長距離相互作用
系の時空相関関数を，粒子数が有限の場合に
は任意の初期配置に対して決定した。さらに、
その相関核を整関数の理論を応用して解析
することにより，無限粒子極限が得られるた
めの条件を明らかにした。応用として，緩和
現象を示す無限粒子系を構成した。（J. Stat. 
Phys. (2011) に掲載 ） 
 
(6) １次元上の非衝突ブラウン運動に対し
て複素ブラウン運動表示という新しい表現
を与えた。この表示から，これまでは直交多
項式を用いて導出していた Eynard-Mehta 型
の行列式相関関数が直接的に導かれること
を示した。また，この表示を用いることによ
り，無限系の道の連続性および非衝突性など
の性質を証明した。（投稿中 ） 
 
以上で得られた結果は、国内外の研究会で発
表されており、この分野での専門家からの評
価も高い。非平衡無限次元行列値過程の構成
に成功していること、さらに正則関数と行列
値過程との対応という新たな観点からを解
析を提示し、その正則関数の零点を初期値と
した系の平衡状態への収束、いわゆる緩衝現
象の証明ができたこと、さらにディリクレ形
式との対応について考察できたことで、長距
離相互作用をもつ無限粒子系の解析の発展
に有効な手段を与えたことになる。 
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