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解析力学

1 解析力学の考え方

貿点に対する古典力学の基本方程式は、質点の位置ベク トルを rと して、

ニュー トンの運動方程式

拘y =F
質量 x加速度 =力 .

であり、ある意味でこれに尽きているとも言える。

解析力学では、実現する運動を問題にする前に、仮想的にありとあらゆる

運動を想定する。それぞれの運動に対してある作用 (actiOn)と いう量があた

えられていて、そのなかで実現する運動は作用を最小にするものである、と

して記述する。これは歴史的には、幾何光学におけるフェルマーの最小時間

の原理1を力学に拡張したものであった。

力学を運動方程式から出発するのではなくて、作用から出発して考えるや

りかたはやや迂遠なようにみえるが、 2つ の本質的な利点と2つ の実際的な

利点があるように思う。

本質的な利点の第一は基本方程式があらかじめわかっていないときに、系

の持つ対称性などから作用の形を推定することができることにある。素粒子

の相互作用を研究するときに取られる方法であるが、巨視的な系に対しても

役に立つ。第二は量子力学ヘステップとして本質的であることがあげられる。

量子力学に移行するときには、解析力学の正準形式を経由するのが標準的で

あるからである。

実際的利点の第一は、系の保存量の発見が系の対称性から容易になされ

ることである。エネルギーなどの保存量が見つかれば、運動方程式の解が容

易になることは高校の物理でもよく経験したところであろう。第二は、変数

としてデカル ト座標あるいはほかの直交座標系に限らず、任意の座標が取れ

るので系に特徴的な便利な座標系を採用して、解法を著しく容易にすること

ができることがあげられる。

古典力学の範囲では、最小作用の原理はまさに「原理」であってその根

拠を問わないものであるが、自然界におけるより基本的な量子力学のある極

限として最小作用の原理が導かれる。(実は、作用の極値性だけが導かれ、古

典力学でも実際には極値性だけが用いられるので言葉にやや不的確なところ

があるが慣例に従って最小作用の原理と呼ばう。
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1た とえば媒質中の光の経路は、その所用間が最小になるようなものと一致する。



2 フェルマーの原理 (Fermat's principle)

フェルマーは幾何光学における諸法則が
「光は所要時間が最小になるような経路を取る」
という「最小時間の原理」にまとめられることを示 した。2

フェルマーの原理の簡単な適用をみよう。

1.a)反射の法則

この問題の場合、光速は一定なので、最短距離は最短時間を意味する。
光線が、A点から進み鏡によって反射されて B点まで到達する最短の経
路を作図によって求めよう。

2.b)屈折の法則 (Sne■ 's iaw)

光は媒質中では真空中の光速 cに比べて、遅い速度で伝搬する。媒質中
p光の速さをc′ (<c)と しよう。屈折率れは

卜  と定義される。水の場合約 1,333

だいたいの、考え方は以下の通りである。真空中の方が光は速く進むので
ある程度長く真空中を走り、遅くしか進めない媒体中に走る距離を少な目に
すると全所要時間を短くできるだろう。ただこれをや りすぎると、光は遠回
りをするこになるのでほどほどにする必要がある。         1ズ
これを定量化するために、光が真空と媒質の境界面をよぎる点の座標を図2

のように変数として、全所要時間T=駅 r)を ″の関数として表しををいろ
いろ変えてみて,T(″ )の最小値をあたえる″を求めよう。
全所要時間T=T(α)は

駅り =甲 +      0
=と [v毎

2+ガ 十れyc二 ゎ)2+7知      (3)
と与えられるので、その最小値を求めるために極値を調べよう。関数の極値
はその微係数をゼロと置いて得られるので、

堅号字2=ま前 一げ 詭 ] ω
=と :Sれθl― 角sガ角θ21=0。        (5)

ここに、θlと θ2はヽおのおの真空中の光線と媒質中の光線の鉛直線にたいし
てなす角度である。上式ををについて解いて ,を求めてもよいがむしろ同じ
2歴史的には、以下のようなことらしい。
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内容を屈折角で表す形が sne上 の周折の法則3と してょく知られているので、
なじみがあるだろう。

31れθl

弱
=脅 や

これが、所要時間 Tの最小値を与えることはほぼ明らかであるが、

響1靴
=角

>0

を確認せよ。

この問題をよリー般化して、周折撃角=れ (″ )が深さをの関数であると一

しよう。このためには媒質を多数の薄い層に分解して、各層のなかでは屈折
率角を一定と考えて、上のSnellの法則を繰り返し使えばよいだろう。すな
わち、各行にたいして屈折角を,(。)とすれば

sどれθl=れ (打)Sどれθ(")・

171判

屈折率れ=れ律)が深さ毎の関数である場合に光線の軌跡y=メ (r)を屈折
率れこれ

(″ )を用いて表せ。特に,角 (密 )=研 (>1)の場合に、ァ(■)を具体的に
求めよ。

(ヒ ント)

響            =サ 。れら

器 =飼 =デ胎 =

上の式を母夕について解けば、

げQ―
議

。
あ

~√

戸

ただし、ここにsisれ ,1。 したがって、

只り =/議 紘

特にれ(″)=を(>1)の場合、

只づ=車cosh卓二_航卓
静.

S

3実はアラビアの数学者Abu Said al_AL Ibn S胡 が西暦 984年ごろにおいた、"On the
Bllrning hetrumentsP'の 中にすでにあるそうだ。
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あるいは

行が大きいところでは、

グラフで示す。

″=〕鋼害IC航‐か   律り
密喜豊●号のょ筋に     撮る舞う。詳しくは

3 最小作用の原理 鰊鞭韓鞠鵡 就 L繭醸 Action,

臣鑓鑓臨鶏's     )
燥新力学ほ、幾制光学におけるフェ触マTの療軽密力学四拡張するもので

ある。ただし、翻 光学においては「締輔」という隷韓の四っきりしたもの

であったが、非相輔 的な力等の鵠翁1推棒善わつてより鞠舎鶏な「作用」を

導入して、その作品が暴小になる基うに趨融が畿盛される。以下では買点や

質癌藤に対して最小搾掘0藤軽番十線勅漁述べよう。

IAE!FHJ'手 Pユ0こ IⅢ O・ 5Ⅲ Q伸串極韓 rtB8 iaャ 母専訂を13111,trrユf2.韓 1書

‐100

-120

outrユ 4J‐  ・ CraphicS・

回 4・ ミ=瑞 net事 七 aと ゴ



3.1 -般 化座標 佑鋼蝉毬賜鋭 榊帥 Fd品赫 es)

各質点の座標は必ずしもデカル ト嬢暉 瓦,弓 …。であらわす魅票怒ない。例
えば糠藤悪を用いてもよい。さらに一韓化 して、

(軸 ,効 ,|..?,) (14)

と書くことにしよう。ここに、s鞠鞭韓鶴撫の鶴義で自由度あるいは力学的
自由度 (dy斑距HCtt dtte饉 ぱ 帥 )と 呼ぶ。(91,?2,.‐?3)の記述
する空閑を配位空間と呼ぶ。

以下の 2重振子 (dOuble pendula)p場 合には、(φ ,ψ
′
)が‐般化隆標であ

り、自由度は2である。2個の轟りのガカルト建嫌(,,yl,(を',y′ )と の園係は

密
　

Ｐ

メ
　
‘ゴ

千r・

'osφ■ど・拭みφ

=を 十r′
。cOsψr=1・ CCSp+!′ ,cesp′

=7+′
′。s掬ゅイ=1,sど掃φ ttr′

.ca薄′

(15)

(16)

(17)

(18)

この働題にはあとで立ち返る。
一般化された座標をうまく選べば、鶏翻の記述が齢単になることが多い。
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母
3。2 最小作用の原理

Qtt・〕 8tt'

この節では記述を簡単にするために、一般化座標 (91,92,・ …?3)を一括 し

て 。と書いて 1自 由度の場合 として議論を進め、最後に自由度が複数ある場

合に一般化 した表式をあたえよう。

作用 (Action)Sを ラグランジャン (Lagrangia■ )あ =あ (9,,,サ)の時間積

分で書けると仮定する。すなわち

な経路。(サ )の汎関数である。それを、明示的に示したいときに、S[。〕と書く

ことにしよう。4ラ グランジャンL=う (?,ど ,せ )は、座標?と 速度 ,の関数で

あるとするが、?と すを通じて時間に依るだけではなく、時間tを陽に含んで

いてもよいとする。時間積分の下端せ1と 上端 サ2はヽおのおの考えている運

号:骨暑鑑;母猛岳母島毒岳1予

号
!魯瑠を言古|をぽ者呂住岳と1岳店寵糟皆】

たえる経路『
があつたとしようoそ して経路 fと 微小に異なる経路 ?=『十びg

を考えよう。ここにび?は、出発点 ?(サ 1)と 終着点 ?(サ2)を動かさないような
ハ

微少ではあるが任意の時間の関数である。すなわち           
ツ

び?(サ 1)=び o(サ 2)=01
6

図 3

経路が『 から『 十び?に微少に変更されたことによる作用Sの変化分を計算

してみよう。

びS=St『 +び?]― St9~l

=貯レ竹十び9,'十 び0,の 一あ竹,',切

=r打鈴
び?十 鉾 瑚 十 (びoと びすについて 2次以上の項)

ここで、第3行 日で角括弧の中をび。とびすについてテイラー展開した。

さて、『 が作用Sの極値を与える停留点であるということから、び?につい

て 1次の項は消えるはずである。すなわち

(20)

=0. 伊1)

4系を指定すれば、ラグランジャンが一個の関数であたえられることに注意する必要がある。
一方運動方程式は座標の数だけある。
5こ こではラグランジャンは座標とその1階微分の関数とした。たいていの力学慕に対しては

これで充分であるが、2階以上の微分を含む場合への拡張は容局である。
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上の式において、微少員が び?と びす=び?の 2つの形で入つている。これをひ

とまとめにするために第 2項を変形 して、上の式を以下のように書き直す。

克警時び9-L嘉 (幹どの一森(鋳汀d
=貯幌号びq― (津鋳ン制十曜号明?

=克皆幌号一津(常河び?十 曜号びd々 =0・

途中で完全微分の積分を、積分の上端と下端の差 〔(… .び ?liiに書き換えた。こ

こで、変分が両端を止めたもの、び。(を 1)=び ?(せ2)=0に限定 したことを思い

起こせば上の式の最後の項は消える。第 1項の被積分関数は [...]び?の形をし

ていることに注意 しよう。任意関数 づgに対 して積分

(2幼

(23)

(24)

05)

(26)

(28)

がゼロのなるためには、被積分関数の活弧の中 [...]がゼロでなければなら

ない。

したがって

r挽押9

号:一 岳(3;)=0,

銘一津(緒)=OC=1,2,…り.

これをオイラーラグランジュ方程式 (Duler‐ Lagrange equation)と 呼び、

解析力学における中心的な方程式である。

変数が複数ある時への拡張は容易で、以下のようにする。変数が複数あつ

てもラグランジャンは一つで、

あ=あ (91・ …?s,'1・ …,s,サ )

の形をしている。作用の変分に対する結果を書けば、

びls=r2沈
どi[;浄

一
法(3:河びい

どi[;争
び就 =0・ 1271

となる。び?(を 1)|=び o(サ2)|=0,(ぢ =1,9,…・S)であるから最後の項はゼロに

なつてしかもび
?ど は任意の時間サの関数だから第 1項の積分の被積分関数のなか

のかぎ括弧の中が各各どに対してゼロになる。したがつて、各づ
(ボ =1,2,… 。s)

に対してオイラーラグランジュ方程式 :

が成 り立つ。

以下では、記述を簡単にするために停留点をあらわすバーを省略すること

にする。

[例判



の
骨を号母丹

ヨ旨魯た鉄あ      魯替録韮督電軍吊ぁ子鳥肝!f望番i;

光の所要時間 Tは

♂=静 ωV解 十ぱ =み 押 +煎つ竹″ 側

オイラーラグランジュ方程式は

く堅拭り
櫻 )で~ど
を

これは直ちに積分できて

=0

れ
(毎 )メ

′
(督)   。θれsサ .

十 メ
′
(お )2預

ヤ
これは以前の結果 nsれθ=cθれst.に他ならない。

(3り

[例倒

一様なひもを両端を同じ高さで固定してぶら下げたとき、ポテンシャルエ

ネルギーが最小になるようにその形が決まる。その形 (懸垂線)を変分問題
を解くことにより求めよ。

(ヒ ン ト)

懸垂線のポテンシャルエネルギー 7はひもの質量の線密度を″とすれば、

y=一
ρ
/yVd伊

2+軌
ヵ=β /rVi+メ

r2ど。        (31)

とあたえられる。ポテンシャルエネルギー プを最小にするように、ひもの形
状が決まると考えて変分問題を解こう。

オイラーラグランジュ方程式は

一

=中 一神 十約 2

=0
この微分方程式を解くには若子の技巧が必要であるが、答えは cと ,。 を 2個
の任意定数 として

ズ均=い coshl響
)

である。 2個の任意定数 cと 密0と はぶら下げる2点を与えると決まる。例
えば、中点をx座標の原点に選び、両端のx座標をを=土αと選ぶとす(″)=
C・ Cθ S九 (号)た だし、cは両端の高されかられ=ccθ sれ (号)と 与えられる。

(32)



3.3 高階微分 を含む場合 (htther deritttive case)

ラグランジャンがあ(9,孝 ,… .,静〕サ)2階以上の高階微分を含む場合の変

分原理を考えよう。応用としては、梁の運動など特殊なものしか見あたらな

いが、理論的に興味深い。Sの変化分を計算してみよう。

びlS  =搾μ竹十びぃ孝十び幹,… 弱半+び窮半,つ ―五竹,孝 ,… Ⅲ群半,う

=貯 皓評
q十

持
び孝 +,‖

静
び静 1+衛o… び解 について 2次以上の項)

さて、?が作用 Sの極値を与える停留点であるとい うことから、び?につい

て 1次の項は消えるはずである。すなわち

仇S=だ
2時

的―
岳ギ筈

戸?+… +作り・ 隷 (拳 ンd=O Gり

ただし、部分積分において、積分の上端と下端の寄与がが消えるためには端

点を1,サ2で びヽ?=.… =び :肝率=0である必要がある。
的は任意だから、日の中がゼロになる必要がある。すなわち、オイラーラ

グランジュ方程式は

券一詠緒)…十側端(縁)=0 (34)

となる。

即
一
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3.4 測地線の方程式 (geOdeSiC equation)

ユークリンド空間においては、2点を結ぶ曲線のうち最短のものは直線で

ある。曲がつた空間における最短曲線は一般に測地線と呼ばれる。この測地

線を求める問題は、力学と言うよりは幾何学に属するが、最小作用の原理の

幾何学的なイメージは有用であるし、一般相対論においては本質的となる。

まず、代表的な曲面として球面を考えてみよう。半径 aの 2次元球面上

の近接した 2点のデカル ト座標を la,比 ″)と (毎 十どを,y十 的 ,″ +ど″)と すれ

ば、それ らの間の距離は

どs=vあ 2キ 面Jガ 再所″2

となる。極座標 (θ ,φ )

" =asな
れθcοsφ

y =asれθsぢれφ
メ

″    =acθ sθ

を導入すると、どs=V』
"2+れ

2+ど″2=aVど
'2+sれ

2,どφ2と なる。

接 しているとは限らない一般の 2点、A、 コの間の距離は

S     =ゴ 体=r Vd露
2+的2+洗漂

=ravどθ2+sれ 2θどφ2=raVl+sれ 2θ
(緋 )2どθ

=rぁ (ψ ,著 )ど,

となる。Sを最小にする経路はオイラー・ラグランジュ方程式であたえられ

るが、今の場合には、φが循環変数になつているので、第一積分がある。

謂慾=敵F蒜
これを整理すると、

券=Sギθ形再覇開
となり、積分すれば

φ一φo=/         =/▼
ギ曇戸

=σοS-lt  (38)

ただし、右辺の積分を実行するために、cot,=え

`と

置いた。したがつて、測

地線の軌跡はとなり、積分すれば

c】θ=Acθs(φ 一φo)

11
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1名

k

となる。これは、球面と原点を通る平面″=九岳=Aa・ sれ
'cos(φ

―φO)の交
わりに他ならない。すなわち、大円が測地線になるというよく知られた結果
が再現される。

つぎに、これほどには結果が明らかでない回転双曲面を考えよう。 3次

元空間に回転双曲面を埋め込んで考えよう。すなわち、極座標 (θ ,φ )

o =asど舛れθcθsφ

y =asどれんθsな角φ

″    =:acosれθ

とパラメータ化 された曲面 :″2_"2_y2=α 2の測地線を考えよう。符号

(一 一十)を考慮に入れると、近接する2本間の距離は

どs=V一ど,2_山ヵ十どZ2=aVどθ2+sぁれ2θどφ2   (40)

となる。球面と比較すると、sれθ→ sれれθ,cθsθ → cθ sれθとするだけで回転

双曲面の測地線

●9tれθ=Aco3(φ 一φO) (41)

?=ハ学

口 q

田 g

碑 q

を得る。これは双曲面と原点を通る平面″=九岳=スα・sれれθcθs(φ 一φo)の
交わりに他ならない。

球面と双曲面の測地線を比較しよう。図を描くと明らかなように、球面

上の一点から出た隣接した測地線はやがて、再び接近して交わる。 (共役点)

6_方、双曲面上の隣接した測地線は離れて行 く。このことは、球面の曲率

が正であり、双曲面の曲率が負であることと関係 しているが、一般論の中で

示そう。

近接する2点間の距離の 2乗を 計量アンノルをす.す (哲)と して、

どs2=Σ的律)が炉
3,サ

と書くと、一般の 2点間の距離は

Σttω学学どT
,J

と書ける。球面の例では、βθθ=α
2,Jφ

φ=a2,sれ
2,,gθ

φ=0である。

Sの極値は、測地線の方程式 :

律切

ｒ

ｙ〓お
ｒ

ｒ

ｙ
〓Ｓ 律3)

響+軍弓んω箸ギ=0   “
0

の解があたえる。
6実は大円が最短曲線をあたえるのは、共役点対の間に限る。

12



ただし、クリストッフェル記号:弓たは

弓ん=琴 ;ゴ
町静+警―緋l  陶

導出は付録にゆずる。隣接する測地線の軌跡をが十びが とすると、方程式は

中 +Σ
J,た

r,た作+どを)

甲 響 =o

となるが、差を取つて整理すると、測地線差の方程式 :

鞠|十
,言
輸0名どち切た客=0    律o

を得る。ここに弓た′はリーマン(Riemann)の 曲率テンンルと呼ばれ、ク
ジス トッフェル記号の微分を用いて、

母れ!=1掛静|… 毛留|十 rimr霧 ―「inF格 (4o

と表される。リーマンテンソルの添字を全部下に下げたものnη 兄抽 =鳥ゴH
を球面と双曲面に対して計算すると

島 ゴ用  =わ (g推勢 !一 β】勢ん)球 面

島ゴ用 =デ (o幹勢!― 如 勢た)双 曲面

となる。測地線差の方程式はそれぞれ、

響 +弟「
が1宰 F… (犠キびメ)字]=o球面

申 |― ゎFが 1字 F― に書・び切す)零l=0双曲面

となる。ここに、1零 F=Σり字 響 =1特に、軌道と直交する方向 (牝■
び炉)=0へ の偏差 びoJに対 しては

宅洋十岸びが=0球面

宅洋_ゎなが=o双曲面

となり、球面の場合に隣接する測地線はより近づきびが 母 e-3/C、 双曲面の場

合に隣接する測地線はより遠ざかるびが 母 c'/a。

[例判

計量が

ぽ =響 竹>軋

とあたえられる空間の測地線を求めよ。
(ヒ ン ト)

x軸上に中心を持つ半円。

一∞ <"く 十∞    ン (48)

口 11



回 12

3.5 自由粒 子 の運動

真空中を外力を受けずに運動する質点の運動を自由粒子の運動と呼び、そ
れを記述するラグランジャンを考えよう。まず、ラグランジャンに対して、直
観的に明らかな対称性からの考察を行 う。質点の位置ベク トルを r、 速度べ
ク トルを|と しよう。

(■ )真空中の外力の働かない粒子の運動は粒子がどの位置にあっても同様で
ある。 したがって、この空間の一様性からラグランジャンは質点の位置
ベク トルを riか ら定数ベクトル aだけずらしたもの、r tt aに変えても
変わらないはずである。したっがってラグランジャンはrに路に依らず、
キのみの関数である。

(2)自 由粒子の運抑に特別な方向はないという、空間の等方性からラグラン
ジャンは速度の大きさだけの関数であることが結論できる。

以上から

ぁ=P(Ⅲ
2)

律9)

と書けるだろう。

空間の一様・等方性だけからは以上のことしか言えない。ここで、われわれ
は目的を限定して速度が充分小さいときを考えよう。関数 F(Ⅲ 2)をテイラー
展開してよ2について1次までを考慮しよう。

あ=cθれsサ .十
督
牛2+.…

        (50)
はじめの定数は作用原理にとってはどぅでもよい項なので一般性を失うこと
なくゼロとおこう。

‐
1次の係数を号と置いたのはあとの優宜のためである。

結局

オイラーラグランジュ方程式は

響 一号:=が =o・

焼皆督醍譜晋i轟ミ、と鵠臀将協恐麟量壌
)

変経警蟹翼皆害敢毘iC撤語譜1花盆占毘温&下

レンツ変換に対する不

体2=(c沈
)2_(か)2         (53)

は慣性系の取 り方によらない不変量7なので作用

・
ｒ

駒
一２

〓
Ｌ

い1)

(52)

14



も不変である。これを相対諭的的な自由粒子に対する作用としょぅ。ラグラ
ンジャンはしたがって、

あ=一打に2

とあたえられる。速度 キの大きさが光速 cに比べて充分小さいとしてティラー
展開をすれば

ぁ=_秘c2+署与2_警
挙

+.…        (56)
第 2項が非相対論的な作用を与えている。ローレンツ不変性が どの4次以上
の項も決定していることは着目すべきことでぁる。

一般に、考えてぃる対称性のもとで許されるものはすべてラグランジャ
ンとして採用するのが解析力学の立場である。それにたいして系を特別な物
に限定して近似を行ったり実験値を用いて係数を決定していく。そのからさ
らに、強い対称性が発見されれば、それを原理として可能な作用を書き下し
ていく。この作業を続けて、ただの1項だけからなる統一されたラグランジャ
ンを目指しているのが今日では素粒子物理学とも言える。

[例判

相対論的な粒子を記述するラグランジャンに対 してオイラーラグランジュ
方程式を立ててそれを解け。

(ヒ ント)

作5)

これから直ちに

學一鮮=諌
薄

)=位

秘 r

ゃ/1_,(:)2 =P:=Cο
れ5サ ,

(57)

(5朝

とい う相対論的運動量の保存則が出てくる。

の間には、

滋1   亘触       者
があり、ど32がどちらの慣性系でも同じ償であることぃ直接確かめられる。

ど,′

1_(号 )2

臼 13



持
由

十

印
一

い■

二ftレ  V〔 r)aLめ
'■

■ 内 。 ― 病 任4革 ボ 'こと キ I

tt■・ri 3  い'A lr)虫 ょうτ,I及 と都い注・ や

t,3at'1 体 ギ f卜 音・・と・・う

Ll tl.  拶・ ″&ど・
・・4ギ 3

ろra堪 TsTtキと, 年淳す母る う
'・

・れ ,■ レ

tコ お申a rt h ntat Sa.

に
'す

査増・ ■

3.G 保存力場中の粒子の運輸

外力のもとでの粒子の運動を記述するラグランジャンは、自由粒子のラグ

ランジャンに位置座標 rの躍数を加えることであろう。 (も ちろんほかの可能

性もあり、あとで述べる。)外力がt特定の場所に特定の方向にある値で働く

のであるからこの段階では空間の一様・等方性は破れている。

以上の考察から、ラグランジャンを

あ=号ギーyω     伸り

と置こう。y(r)はポテンシャルエネルギーとよばれる。マイナス記号はあと

の優生のためである。ナオイラーラグランジュ方程式を立てると直ちに

理 坐 一
号:=招

麟十
号苫

=0。

ここで、力 Fを

F=二号浄       いり
と置けば古典力学の基本方程式である手ユ~ト ンの運動方程式

傾景x鯰男|

を得る。ここで、ηは質量と解釈される。以上から明らかなように、もとも

とニュー トンの方程式は遠産!が充分小さいときに妥当性のある近似的なもの

である。

質点あるいは質点の条まりの系に対しては、多くの場合、ラグランジャ

ンは

(6け

あ=駅通強エネルギー)…
y(ポテンシャルエネルギー

)

の形をしている。

(62)

史c∽6

[例判

質量秘糸の長さどの単振子の問題を、糸が鉛直線となす角度をθとしてラ

グランジャンを立てて解け。ただし、重力加速度を。とせよ。

(ヒ ント)

ラグランジャンは、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーの差である

ので各々をまず計算しよう。質点の速度の大きさはど

'だ

から、運動エネル

ギー Tは
ぼコ午

T=号Ⅲ2=ギ ひ2 (63)



々
`L83・

ef

七=0■
"

的 。Ssn御t
り

0こ 0,

(A=

ぃ 。 と ヨⅢ t守…

, Sユ ● 〕

・錬）
』Ｔ

ポテンシャルエネルギー yは     、

y=_m。 .rco,θ

したがつて、ラグランジャンは

即,の =T― y=琴
'2+秘

gイcosθ

とあたえられる。

オイラーラグランジュ方程式は

中―わ =刺窃+れメ豆
Tθ

=は

となる。1例 <<1の ときには、sれ

'付
θと近似してよいので

秘!2び +仰ダθ=o,

(64)

Ⅲ5)

(66)

この微分方程式の解法は以前示したのでここでは結果のみを書いておこう。

結果は々振動数 り=vTの 単振動で振幅ム と位相 びは初期値で決められ

る餓 として、

とあたえられる。

印判
質量初の惑星が太陽の周りをニュー トンポテンシャル y(T)=― Cれ〃 を

受けて運動している。この運動を太陽の位置を座標原点とする極座標 (T,',φ )

を用いて記述せよ。ただし、Cはニュートンの万有引力定数である。

(ヒ ント)

運動エネルギーは

T=署牛2=場軟,2_卜 T21i2_卜 r2sぢれ2θぁ2),

とあたえられるので、ラグランジャンは

あ(r,θ ,φ ,|,',あ )=零牛2=皆 (,2+r2,2年 r2sれ2,,2)+

オイラーラグランジュ方程式は

, =T,2+r航角2''2_響

,                   古:(r21i)    ==r2s,れ θ,cθs''2

(68)

∞t

い弱

響 ,側

(67)

仔1)

(72)

仔3)

口 15

6=ぢ

Asぢれ(ωサ+び )・

口 1も

岳(r23づ角2θ
,2)
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上A LD

3.7 系の合成                  L fAキ

いま孫 Aのラグランジャンがら 、系Bのラグランジャンがあ,であた

えられるとき、Aと Bの合成系のラグランジャンは、Aと Bの相互作用を

あ前 として

あ=あAキ エ
'十

五れ,           (74)
と書けるだろう。これは、何かの原理があると言うよりは、現象治的に2つ

の系の相互作用あ.4・ を指定していくやり方と考えるべきである。その研究の

結果例えば、上の3つの項がある原理のもとに2つ以下の項にまとまればさ

らによいと考えるのである。案陣に、荷竜粒子と轟融揚の相互作用にたいし

ては、このような一段進んだ理解が得られている。

[例題]

質量 〃1の質点がバネ定数 κlの′ドネと結合していて質量 γ2の質点がバ

ネ定数 【2のバネと結合している。さらに、この 2質点をバネ定数 持の弱い

バネでつなごう。はじめ、全てのバネが自然長になるように置かれていたと

して運動を解け。

(ヒ ント)

バネ 1,2の自然長からの変イとを、研1、 32と すれば、ラグランジャンは上の

合成から

ぁ=拳 抗
2_響 十

皆
残
2_響 …些

T主  側

最後の項が、2つの系の相互作用をあらわしている。オイラーラグランジュ

方程式は

口 tr7

盛118

鎧 ―鉄=比 ,1'十れ"1+た律1~"〕 〒0

鎧 ―ぢ苫;=〃2おち十12守2t持('2~'1) =は

仔0

(70

簡単のために Vl=Mヵ =秘、【1=r2=Iの 場合を考えよう上の式を辺

式ん足したり引いたりすると

抑苫:律 1+"〕 +【律l+02)=O   1781
秘

君み作1-督〕十(I+2り律l一 言分 =0,  仔り

となり、標準的な単擦めの欲分方程式になつている。 したがつて、

的 十的 =九 ギれ(v毎詐十旬

的一的 =い 弧 仰 +い

(8り

い1)

Lぃキ



:::志;骨景:景二含獄督景営まま:!ど暫晋i毛;遷静どる°α掲!i鑑モ
″1=CC03候t,∽的▼持Fサ      伸り
的 =9豆み海 村れ赫 古   伸り

はじめは、αlだけが振動しているが、徐 に々振毎が減少し、一方のを2が
振動をはじめ徐 に々振幅が増大する。やがて、振動はほとんどを2に移る。こ
れを、繰り返す。弱いバネを通してエネルギTが往領する。

[例判

質量″1,m2,初 3を持つ 3質点が互いに万有引力で引き合っている。ただ
し、万有引力定数はCとせょ。

(1)3質点の位置座標をFi,r2,F3と してラグランジャンを書き、オイラーラ
グランジュ方程式をたてよ。

(2)それ らが正三角形の配位 (これをラグランジュポイン トとい う)を しつ
つ、重心のまわりに等速円海識する器合も海駒力程式の特別な解になっ
ていることを示し、周親Tと密点円|の

「距離αの関係を求めよ。

(3)上の正三角形の解の場合の金ェネル|ギーと全角遠酌士を求めよ。

ラグランジュポイントの例としては、内静と木星とトロヤ小憩星群がある。
(ヒ ン ト)

ラグランジャンは

あ=甲 +響+響 +辞靴 +隷鞠 +驚鞘
運動方程式は

れ+路 伍 ―瑚 十
路

伍 …瑚 =0

と同様のもの2個の方程式になる。
=三

角‐▼の出位だと卜l―r21=a=卜 3~rll
だから、重心を原点に置く条件 :胸 1■1+仰2r2+仰3r3=0を用いれば、

れ +景 位 ガ1-り 2+純ギュー秘3瑚 =れ +景 律 1+け 秘う
・

=0

となりrlのみの方程式になる:景 (秘1+1仰2+?3)=り2と置けば、

ぉ1+り2rl=0.

r2ヽ r3に対 しても同じ式が成 り立つ。 したがつて、正三角形が角速度 りで重

心の周りを回転する配位が解であることが分かる。

仰 tq
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4 拘束条件のある系

力学系によつては、座標と速度 :91,。 2,・ …α台;qil〕 qi2,… .あ  全てが独立でなく

何らかの条件が付いていることがある。それをここでは拘束条件 (coDStF崩直 )

と呼ぼう。たとえば、半径 。の球面上にある質点のデカル ト座標 (を ,y,″)の

間には

掛2+y2+″2_a2=0
(84)

の関係がある。

その関係が、上の例のように、一般化座標の間のみの関係に帰着される

とき、

み(91,92,・ …gr)=0(づ =1,2.… !(<6))     (85)

それらをホロノー■な拘束条件 はdttwmic con3traint)と 呼び、そのよう

な系をホロノーム系 (hOlenOmic system)と 呼ぶb一般化座標の間の関係に

帰着できない拘束条件を持つ系!を非ホロノーム系 (■onholonomic syst― )

と呼ぶ。上に述べた、球面上の質点の系の場合はもちろんホロノーム系である。

非ホロノーム系の典型的―な例をあげよう。

半径 aの円盤がその面を鉛直の保つたまま、水平な床を滑らずに転がる。

(コ インが床を転かることを想換しよう。)座標として円盤と床の接点 (を ,y)

と円盤の自転角度ひ,円盤の面がx‐輸となす角度!θ である。滑らないと言う

条件から2偶の拘束条件が出てくるはずである。

図のように座標を設定し、円盤と床の接′点をP律 ,7)と おこう。円盤が微

少角度どφだけ自転すると、円盤と床の接点は鶴離 aどφだけ移中する。これ

をx,y座標で記述して、P律 キdを ,y十 的)に移動するとしよう。

どを =aC93Jどφ

どy =一 o,どれθどφ.

ただし、θは円盤の面がx‐軸となす角壊である。拘束条件は、上の式をどφだ

け自転するのにかかつた微少時閣

"で
割つて、

在

お  =aCo3θφ

, =一 a3ザ丹′φ・

左辺が完全微分であるのに対して右辺がそうでないので、これを積分して,

とyを角度 (θ ,φ )で表すことはできない。

C ttxゃ v′
=〕

団 20

20



4.1 ラグランジュの未定係数港 (the methOdば Lagrange
multipher)

座標 91,?2,・ …93の間に、拘束条件 :

ゑ(gl,92,・ …9,)=0(づ =1,2.… !(<3))     (86)

があたえられているとき、すぐ考えつく一つのやり方は 91,∽ ,… .。すのうち

独立など一!個の座標 針Ⅲl,92,…・9,で、残りの座標 91,92〕 …。9を書いてラ

グランジャン全体を費+1,α2,…・0● ;印 lhめ ,… .と で書くやり方である。しか

し、この方法は、大変面倒であるし、構果のラグランジャンの形は複雑好

になるであろう。次にもつとうまいやり方を述べよう。

ラグランジャンがあとあたえられるとして、掬京条件が

r・
・(gl,92,,… 0● )=0(ど =1,2.… r(<3))

であるとしよう。新たなラグランジャンとして、

(87)

(8り

を採用しよう。ここにあ′は91,.… 9ti gil,… .生 の関数であると,同時に入1… .入3

の関敷であることが肝心である。係数 ハ.(ど =1,2.… ′(<3))は ラグランジュ

の未定係数と呼ばれる。

オイラーラグランジュ方程式は

熊 =ふ (れ ,92,・ ・・gr)=0 (89)

(90)響!―
鋳=Σ:え端 律=1,2.… r(く 0)

1行 目は、拘束条件が再現されただけであり、2行 日が本質的な運動方程式

である。右辺に新しく現れた第2項―はお菜条件のためにあらわれた力である

ので、拘基ヵ と呼ばれる。以下の具体制でみるように、それは垂草抗力や張

力などとしてあらわれる。係数人す(j=1,2...『 (<3))は、通詢方程式を解く

ことにより求められる。

174判

傾斜角θの斜面毎どれθ+7cθsθ =0を滑り降りる質点の運動をラグランジュ

未定係教法で解析せよ。

(ヒ ン ト)

図のように座標を設定すると、ラグランジャンは 入を未定係数 として

恥 威 あ村 =琴律
2+,幼 r腕即 +狩

"W+匹
∝の。 側

元入

０

い

，

々

，
３

十五〓あ
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オイラーラグランジュ方程式は

秘お―入・●liR9=0

mダ +"町 ―八・co3θ =0

"sれ'キ
搾osθ =0.

これから直ちに、人が暴醸抗力であることがわかる。 第 3式を 2回時間 サで

微分して秘を掛けておけば

統と,れ
'十

鴫挽03θ =0, (92)

これに上の 2式を代入 して

入・gれ2,十
(八

・CO。

'一
瑚 奪OS'喜 入― 抑呼Co3'=0.   (93)

すなわち、

入
=〓

開。cθ

'θ
(94)

を得る。

この例でわかるように、ラグランジ子の未定係擁法を用いると、垂直抗力

などの中間的な量を途申で斑巧的に考える必要がなく「頭ごなしJに一気に

遷勲方程式を立てることができる。課離抗力などを考える初等的な方法は、

力のベクトルの方向をあらわす条印を調達つたりしやすいことは、経験した

ことがあるだろう。

[例判

曲線 y=r(")上 に制限された粒子の2次元通船を記述せよ。 (重力は無視

してよい。)

(ヒ ント)

ラグランジヤンは人を未定係数として

砕,品刺=皆ぱキ
'幼

+Xy― rlall.

オイラーラグランジュ方程式は

柳お十六ア
′=0

ロリャλ=0

7=r(α ),

第3式を時間サについて2回微分すれば、

伊="r′ +と
2/′

22

運D22

(95)

(96)



これを第 1式に代入すると

浦 +:韓
搭

=0。      
・

り

この微分方程式‐の標き方はやゃ韓競的であるが以下のようにする。まず、
閉とで両辺を制つて、

これに上の2式を代入して

これは、 1回薇分できて

書き換えて

形式的に積分すると、

人事酵 ,

;十 象戦誇 =0。

町 (句 十
汐切(1+r均 =cθ抽胡.

力v生 キrra=c

/'v午
キ′′1掬 革α

(97)

(99)

(100)

(101)

(102)

これを、野についてサの関数として幹けばよい。yい y=r(毎)に上のを=毎 (サ )

を代入すればよい。

抗力を見るために、通勲方程t式を通産の大きさの2乗 υ2‐圭 力2キ ,2〓
ぉ2(1+r'2)で書くと

仰
' =Tざ導可群!て下済争万

秘け =齢
=森

戸掌続 ・

(― 再諄与再 ,再ギ券研)は出擦 y=r(T)にたいする単位法線ベク トルの成分

ごを晨葛魚脅l伊≧景己督考戒名ぼ警督!貢汗宮揚斜喜畢斎嵐覇舞買掛兵
このとき、兄=―曇二。これは、半径 oの円上を選酌するときの遠心力を打

ち消す垂直抗力に他ならない。

電コ23



4.2 ラグランジュの未定係数膨 正当化

この辺で、ラグランジュの未定鶴鞠準を正当化しよう。一般論を展開する
前に上の例で、拘束条件 :y=r(r)をラグランジャンに直接代入することを
実行しよう。

あ(を ,y,お ,,,入 )軍 号(お
2+'2)

=号ぅ2(1+F(a)2).

オイラーラグランジュ方程式は

等
一

緒
=拭

静 Ml+r′ ω
2河_仰

r【alr″ ω お
2干

溺 は十r′ ω 幼+れァ
′
ω r″ω ヵ

2=0

(103)
となり、ラグランジュの未定係数法に兵るものと一致する。
一般化すると次のようになる。ラiダランジャンを一般に

あ=あ (?1..れ ,941…・守,,す 1・・.liL,毎 +1… ''S)

とし、あ個の拘束条件を解いて、

竹 =9た (9五十1,?あ十?・・Ⅲ竹),(持 =1,2.… あ)   (105)

と徒属姿数 鉢 (ん =1,2...リ ャ独車奔数 ?ど (づ =あ +1,あ +2..,3)で書き

表そう。そうすると、ラグランジャン般形式的に

となる。これに対してオイラーラグランジュ方程式を立てよう。

撃―軒
=津 (緒 +冴た1歳轡)… 鋳―Σた1裁箭

~Σ革革
'41Σ

た1ど株器雑鈴
=弟 (緒 )十 Σメと1森 (銑),器 上鋳_Σ試と1裁粋

=詠 (鋳 )と 鋳十Σた1!森(推 )― 銑l幹

一方、ラグランジュの未定係数法によ!れば、新しいラグランジャンと

(104)

あ″=五 +Σぁ(駒 …竹)

持キ1

して

(106)
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||｀
lt↓

を考える。オイラーラグランジキ赫鶴裁は

讐 ―熊十五済とぃ 1瑶静毒0(,奪 |+1,,。 3)・
響土難…Ⅲ軍0仲 =h…り|

となるので、来簿鶴独ぁ (持
主1:..拒】む滴義すると、  ‐

篭静
―

銘
十
透

〔響 1寵静囀静
題。作 五十i… → l1971

となり、ぐlo3】こ一致する。これや、ァダランジュ勢隷簿纂棒叢を正当化でき
たことになる。         ‐

[蜘        | ‐      |

質岳 印1の小さい円環に水準購韓尊れ紅船金添簿簿れてぃて、円課出針金
に沿つてなめらかヽに滑る。そOAI申韓串も!鍵義 翻ぃ 最きro爆 り子がぶら下

がつている。         | |         ‐

(ヒ ン ト)       ‐          |
親1の塵導を作1,9)、 晩 鶴建簿暇 品 ,翻 と禄こう。鞠岡 齢 ほ張り子の

糸の長さが rと いぅことから             i

(108)

ラグランジャンは人を未題田般じで

あ作h,ぁ 竹
ガhおれ挽

'料
ヨ
粋Ⅲ準

鞄静鮮ポ+ガル印 携IX

オイラーラグランジェカ毬義ほ  |

純
|お1… Ⅲl肺隷奮的薪=0

秘?お ,… Ⅲ      軍0

砕み留,キ 入 '触翌 軍 0

γlp2と れ)31卒 璃…!圭 。・

糸と船磁線のなす角度をⅢⅢすれ球

ml為 字粒的

"=0秘ギ1+mダ繍申韓)■ え守碑軍0

mメ議(θ弱)+梅理―唖 圭o,

(密2-密 1)2+y22中 7).

(109)

m!

ml(x2,ya)

(密2■ 守1)摯 キy92_!=0

ぐ軒 0)

跡

圃 ,キ



鶴少壊齢の拳合、1胡 <<1,轟韓中φ犠郷いて、週曲赫愚報密輔導化すれば

馳軌 T瀬す干0

競1や わ囀ⅢW=C  I
A諄 中暇.       ‐

む1を消書すれば

触

ここに、角繰験数りは

φの解を

静 十空
1考瑠辞弊

単与占=伍

φ題打が軽餌十び)

鞄義■輪齢 =0,

(110)

(111)

(112)

(113)

中 巾 劇 …
協 諄

輸 鱒 岬
主

ヤ
掬 細 …

議 キ
伊 刊

・
n。

これほ吊韓ゆ等韓鞭勲がさら下げ|られ厳錬!り 子の醸伸掘較つけて変化してい

く機手を示している。     | |         |

跡



4.3 撃力 (impact)

ラグランジュの未定係数を拡張して、約束条件として不等式も含めてみよ

う。続単な例として、垂配に薄下して熟ほ簿突しはね上がる問題を考えよう。

床に垂直に上向きにy軸を取ろう。ラグランジャンは

ぁ=皆 ,2〒 留呼v十人気一の     (119
としよう。ただし、θ(″)は唖 でヽ

β
(伊)=13>0

'(a)=0密
≦0

と定義される。

ラグランジャンを人について褒分すると、
'(―

y)=0す なわち、質点が床

の上方にあるという条件 :y≧ 0を得る,yに ,関する変分から、

空韮―
鋳 =弱 +叩 十八び0=O   ll161

働

両辺にサを掛けて、箭策時期サ=o前後の微少区間、(一 c,C)について積分し

よう。

た側+れぃ人気ガ=tギ〕ic十六四―yllユ

`〓
0

c→ 0の極限を取ると、エネルギー保存則 :

呼 =呼      律り

選動方程式 113の最後の環は、床の位確 y=0でのみ犠 く撃力である。この

方程式を解こう。衝突時刻をサ=0と し、その時刻の速度を 一υとしよう。

サ>0では、

y:=―υt rど室                     (118)

υ,圭 ギ事υ2

したがって、?メ =υ。これを考態に入れればサ<0では

y=研―弓争      (11弱
と求められる。

したがって、

靱J tt ηg=…2mザ
(サ)=…入び(y)      (120)

これから、

入=2抑υ
2            (121)



を得る。 したがって撃力は

″F=2胸wび (サ )

と掛けて、確かに

r=だ
を
ダ沈 =胸υ_(_抑υ)=遍動量の変化

になっている。
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4.4 ダランベール・ラグランジュの原理(d'Alembert_Lalgrange's
principle)

約束力を導入して、通駒方程式を

岳(静)一挙=島 (122)

と書こう。 拘束面に接する方向の微沙礎位を低
どとしたときに、ダランベー

ル・ラグランジュの原理とは、約束力競仕事をしない

Σ島電i=0 (123)

乳濫曇換位予1託堤巳審罷挽だ理集繁笑払祐鍋ず
拘末可嘩する

0=ヴa瓶圭_rを読[綜 (岳
;)一 岳浄]にす=―ブlaギ乳ぞ(12o

これが成立するためには全ての時間に対して
Σ]軌電f手

0

が成 り立たなくてはならない。

を考空言;f名箕真遅 争

ランジュの原理 |ラ グランジュの未定係数法の関係

ra竹 1,92,,… ?r)=0(?手 1,2・ …r(く s)) (125)
田 26

を配位空間の中の超曲1面 と見なそう。拘‐嘉条件の交わりに運動が制限されて
いる。この時、超曲面に対する法線方向はベタトル

ギ=器

で表される。ラグランジュの未定係数法 では拘束力が

:Ptta粋
=:P入。υF

(126)

(127)

であらわれるので、超曲面内‐の変位と直交するからダランペール・ラグラン
ジュの原理と一致する。

¥p09 ebttBtぐ

5 岳態場中の荷電粒子の運輸

今までは、ラグランジャンが運動エネルギーとポテンシャル干ネルギーの
差の形をしているものを扱つてきたが、いっもそうであるわけではない。



遅 liキい ↓ミぅ1に 時をうザた` と・チ ほ母嵐
2費 ュエ負孝ザ・ご とず 拐 3 stド ■・予 3ど 告ふ

L tr,手 〕tピ比ぃ)+ホゃピとぃ,ゃ 告伸1ぜ"?"

む
｀
=一 宅 ● 夕LCt十 円 ゃ eA,告 書 ゃ .お や ぃ ぉ ぃ r'rゃ ,.普 tdt,)と t手 う 。

となkⅢ■a母らt~965 tDユ 1■ とと下■・・8nう が
'「

/b。 ど.

もり即 軽 巧想務甲の質量れ、電荷 8の荷母粒子の電磁場中の運動を取り
上げよう。運動方程式はローレンツカの式であるがそれをあたえるラグラン
ジャンはどうなるのだろうか?まず、様論を述べて、理由付けをあとに述べ
よう。

あい,〕 =ギ _くφ…均. (128)

ここに、φとAはおのおのスカラーポテンシャルとベクターポテンシャルで
ある。それらは場であるので時間1嬢擦‐サと空間座標 rの関数であるが、上の
標識の中では空間座標rに粒子の位幡嬢標が代入されているものと了解する。
電号と磁場はスカラーポテンシャルφとベクターポテンシャルAを用いて

尋=…器 中梯

B=H〕 tA.

と書ける。

オイラーラグランジュ方程式は式変形を続けていくと

森(緒 )一 緒
=成 +C[幹 +器―易持粋]

ほにつ
"て
 ▼,s―紀向 とぃ

■●小 与,

(129)

(130)

rx3 ローレ>ツ ″

図 2可=がすキ●[宅学+Σち持敏挙+謡一Σあ朽告半]

=秘お+克宅挙+舞 +Σ弥ら(骨争T戦半】
=班十●[堵争十斜―いxr】Al・・l=0・

したがって、ローレンツカの式を得る。

仰l=C[Eキ やxB]Ⅲ (131)

すなわら、市電粒子には電場の方向に力を受けると同時に、態場と速度に直
交する方向にも力が働く。ここで、興味深ぃことは、運動方程式は電場と磁
場があらわれて、スカラーポテンシャルφとベクターポテンシャルAがあら
わに現れることはないのに、ラグランジャンには現れる。量子力学に移行す
ると、これはスカラーポテンシャルとベクターポテンシャルなしには、荷電
粒子の量子力学を記述できないことになる。
以上は、最小作用の原理からローレンツカの本を導くことであったがいく

つかの興味ある特殊な場合について運動方程式の解を調べてみよう。

[例倒
時間的に一定で一様な磁場中の構電粒子の運動を解け。
(ヒ ン ト)

30



ローレンツカの式 :    |
ば =ホ XB。         (132)

において、磁束密度 Bを ″軸キキ平行に選び、|千 V=(υ″,υ

"υ=)と
書くと、

Ⅲち=●コυy,

ち々==Cβコr,

1納ら=0,

この種の方程式の解き方の常套許段 として、第 1式と第 2式に虚教単位 どを

掛けたものを辺べん足す。υ=や,十 れwと置くと、

仲 =ヤ IC'υ・

これは直ちに積分できて、  |

(133)

(134)

(135)

田 28

即2q

ただし、ここに

ほラーマー振動数と呼ばれる。
|

簡単のために初速度を″方向に とつて置けば、上の式の案部と虚部を取る

ことにより          !

留oi  =υ OC。
'リ

サ

υy l=Tυ9車既況

υ″  =●●脅gサ
, /

 ヽ      ~これをもう一回械分すれば

"1昔 'お
甲t+30

7 干轡町OSpサ +70

″ | =υ ,tキ o々。

したがつて、z方向には等導通中をして、″,y方向には 律0,7o)を 中心とした

半径昔 の円運動を行う。  |
[例倒            |
時的的に一定で一様な磁束描産 βが|″ 軸方向に向いてお り、電場 ガが y方

向に向いている。この中の荷瑠粒子の遅勲を解け。

(ヒ ント)       |
″方向は前題から等速運動で|わ ることはわかつているので、研,v方向の運

動だけ考えよう。運動方程式嘱

鯛戒減 =C'υyキ Cゴ
,

仰句i =… Cβり,・

1  31

υ■eXp[…わサ
]υ o・

i   cβ
lり =一i    n

Cポ。,yp)



υ=」9キ iipJに対しては、

確わ車■能駒 十Cβ .

体 制 一
甲 菩 ゴ

鞭
Jlar十

明 .

(136)

この解は

この集都と感部を取って、

=υ90期稗ヤ■澪縁覇撤減
υy=Tttr勅朔▼線勝キ溜静。翻 ・

勲韓濃
す

ことに、密方向に輛館籍かけ油怒も閣わらiず、y=中に一縁 の一定
の速嬢でドリフトしていく。上の端簿轄撤サについて租分すれば、

3  事
報静続弱 T諏 十 露。

7主 サ軸腕押,十
薫鮮 韓 朗 十 潔静 +酌・ |

上の式においてサを滞義して得転約1柳輪静の力寵武船   |

律_づ 2+竹
鞠 十

懇 り
2=ず

旨〈輔
キ

録 】  律襲)

となり、これは中心が財強力抱艇韓藤 隷ヽ で導勲する円で|る。

(137)

32



5。1 電磁揚中の相対諭的荷鶴粒子の運動

以上を相対論的にすることは容尋である。ラグランジャンの運動エネルギー
の部分を相対論的なものに置き換えて、

卿 =却♂
師

―くφコ . (139)

を得る。 ローレンツ変換に対する不変悼を見るに―は作用の不変性を見れば
十分である。作用S=rあ由は

S=/あ←,つ泣=/卜仰c畝あり
'|(Ⅲ

)2_c(を c沈 ―・Aど→]。 (14o

と、書いておこう。これがローレンツ変換に対して不変であることは次のよ
うにしてみることができる。まえに見たように、時間と空間に関するローレ
ンツ変換 :(泣 ,どを,的,ル)→ (記

′
,れ

′
,どダ,ど″

′
)

認=播
ぼ=裾
的

′  =的

】″′    ==ど″

に対して、世界間隔(c能 )2_(ぉ )2ャ は不変なので、作用のうち運動エネルギー
の項は不変である。スカラーポテンシャルをとベクトルポテンシャルAが
ローレンツ変換に対してc能 とか と同様に変換するならば、作用の表式の中
のをC統 一A・ drも不変である。したがって、作用全体もローレンツ変換に
対して不変である。上に仮定したスカラーポテンシャルをとベクトルポテン
シヤノィの変換性は電磁場自身の力学が口十レンツ変換に対して不変である手
を示してはじめて正当化されるが、それは本書の範囲を超えるので述べない
で、結果を受け入れることにしよう。

一一
　

　

〓

二

ｃ

４

も

れ

ローレンツカの式は、ォィラーラグランジュ方程式から

喝( HEキ リ
と書ける。

(141)
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〔鯛

を頼分して

時陣的に一定で一機強韓簿申彎幹報飽簿の線韓強鶴導由む婦わ。
(ヒ ント)        |‐  i

ローレンツカの式

喝( 淳網

1智
子・

機器務がI鵠の方向にあるとしようはそ伸輯描キ上の鵜 を搬鶏康をゼロ
として俸いて速度        |

や` °

亨打誓需鞠買戸

岳霊呂1鮮孟鱗繁薯魯昔意品ぷ景寮督晋甲
贈とともに等☆して十憩に躍りな

(142)

(1組 )

(144)

(145)

痛各守壺キaig需 鹿年g

害傘 士 ct弔 弱賄 超 L翌亀 セ

宮み 鶏 釣 幾 |・ ∵品 こ
.

阻 31

体
赫ぱ1+ず転詩)争
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6 時間的に変化する外力隼‐除鎗のゎる場合の質点の
運動

外カァ(サ)の もとでの、質点の―決舜的通勲を考えよう。質点の座標を行
とすると、運動方程式は

秘静+挙|ァo (146)

と書けるだろう。この―遅駒方程式を再現するようなラグランジャンを書くと、

ぁ=を歓等)2■ ィ(3)+oア (う

最後の要をメ(サ)が外力の効果をあらわ曳
さらに速度に比例する摩擦力が―は―た,く 場合には、運動方程式は

?静 +秘端1挙 =r。
と書ける。この運動方程本を再現するようなラグランジャンを書くと、

あ=c亨
け
時【告)2_y(守 )十

"r(サ
】

となる。

上の二つの例では、ラグランジャンがあらわに時間によるので、ェネルギー
は保存しない。

場蟹摺豊鑑身基箕種

摩`擦が 印 てヽ外力が周期的 けo=ゴ 村・ opな

拘静+秘7静 +叩2,_P,c。3仰り
となる。

方言畳千
【替倉窪賽君経煙採:督費替督ごを3雷す!策党‐薫督摂済容法晏換

窮ど3?で

~`般解でもある。特解を求めるために、σを後で
本

める複兼定

α=城 (σ・
ギm)

と置くと、微分方程式からはσに対する代教方程式 :

ω)挙 >0
へ tO

回 32

す勝弔拡砕(_れΩ2+純 .γΩ+抑
"2)c=♂



σ = 秘(― O'十 ITΩ 十り?)

名手弧    )

=景[   十   〕

が求まる。 したがつて、一般解は

,(サ)=Asれげrtキ β.θ即′サ+″ ,

=九革印 イサ十

'CO抑

′サ

+ギ証   十   1
となる。ここで、この系の特徴を見るために、質点ははじめ平衡の位置に静

止していたものとしよう。すなわち、都期条件として伊=お =0,サ =0を取

り、周期的な外力の彬韓でどうなるかを見よう。初期条件から、

を得る。これから

だから、特解

略督:    ]側
を得る。

棒練が小さいとき、すなわちり,Ω >>Tで上の式は
ュ岳1私 t

刺母景[  l
は   あ弊   律り
となり、振幅を増幅させながら振動する。これを井鳴(resCmuce)と いう。

井保存系のラグランジャンとして興味ある例として、運動棒練係数μを

持つ摩擦の働く床の上を運動する物体の運動がある。運動方程式は

秘
号霧;十 中βμ干十

石軍
=0

第2項は摩擦についてのクーロンの法則として知られている。

(148)

(15o

口 翌

文

ここに、長は主方向の単位ベクトノ/高 である。この運動方程式を再現

するようなラグランジャンを書くと、/

―的μl密膨あ =

m9

図 34

れ(鞠

となる。
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