
17 モーペルティュィの原理 |(Maupertuis'Princiロ

ple

エネルギーが保存している系の、粒子の軌跡を求めることに関心があると
しよう。すなわち、自由度sの系に対して

″(pl・ …P3,91・ …93)=ゴ 固定

S=/(ΣE角ど竹―β沈)

この時、作用

のうち、第 1項だけが変分問題に有効であるので、それを簡約化された作用

と呼ぼう。ラグランジャンが普通の形をしている時、

(278)

(279)

あ=;】予aげΨ号静号静-70
,′

角=持 =乃的0枠
ゴ=歩Σけ争等+7竹 )

→沈=7満 t透

ちaけ ど
?ギ
】鋳

だから、簡約化 された作用は

島ea=rΣづ抑的f

=rψ (β―r1911濃どすa材 ぼ
?ギ
ど竹

岸rめ g材Ⅲぼ町

と書ける。ただし、ここで

♂ゼ(?)=2(ゴ ー 7(o))αけ(?)

密十
幕弓持0響零=0

を得る。ただし、クリストッフ千ル記号:弓んは

伊80)

(281)

と置いた。簡約化された作用の形はちょうど、以前に述べた計量‐βfゴ を持つ s

次元空間の幾何学における曲線の長さになつている。したがつて、それに対

して最小作用の原理を要求すると、計景 nす を持つ出がつた空間の測坤線の

方程式 :

(28り

弓持=Σ ;劇警+警一酔l

91

(28瑚



このようにして幾何学的な描像が使えるので、モーペルティユイの原理に

よる軌跡の分析の有利である。さらに、時間発展を知 りたければ、以前に導

いた式 :沈 =v摘 再あaづJど竹ど勢 を時間積分して

せ―サ9=/7:死両
=ゴ

1項百茄十1狂ンけど?.どり

五=拳【岩抄
2+r2(替

)句 十宅半
｀

である。

補約化された作用は

(28o

を用いればよい。

例題として、モーペルティユイの原理を用いて、惑星の軌道を再現してみ

よう。角運動量保存即のために軌道が平面に限定されることを利用すると、

極角をθ=号 (運動は何二7平面内)と して一般性を失わない。ラグランジャ

ンは

(28弱

Sreど =rv侮伊 +争単)Rd→
2キ r2口の判

=rvら伊十C響 )い 十r2(解 )判どr
i=rあ reど (φ ,幹 )

となる。

この極値をあたえるオイラー・ラグランジュ方程式が第一積分を持つこ

とが、φが循環変数であること、すなわちあreど (φ ,緋 )が φにあらわに依らな
いことからわかる。 すなわち、

∂ぁrea   r2号津 Xβ 十響 )=赫
.汗 ぁ 。

耶
=

1+r2(絆 )2

は一定である。整理すると、

T4(群 )2(β +宅半)〒 a2ぃ +T2(解 )句

となる。r=1/切 と置いて、

どφ           a
扇 =預

噴 節 所 瓦 茅
=

多+q智算坐豊―(平 一弓鑑字り2

と書いて積分す る。ur=切 ―卓静枠、■2革
隷 十貧

乳幹
逆 と置 くと

φ=/巾 =σθS-1努
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となる。整理すると、

   
“
=亀挙井 +ACθ Sφ

となるので、惑星の軌道として結局

r

r=1+●
・●osφ

を再現 した。 ただし、

2a2=零 と置けば、以前の表式に一致する。

(28o
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17.1 自己重力系の不安定性 | |

宇宙には球状星団のようにほぼ重力だけで平衡を保つている系がある。

その系には固有の不安定性があり櫛計力学的な興味が持たれ多くの人によつ

て研究されてきた。その一端を紹介しよう。

メ個の質点の質量をy・.(づ
=1.… ダ)、 位置座標をr.(ど =1・ …

「
)と す

れば、万有引カポテンシャルは              |

叫的 |―覇鞘  1側
あ=;:F比 (号禄)2_7ぃh…・

,同 |;呂P拡
(宅静メー

:号徽 律8o

となる。座標をあらためて

?α =(V何瓦rli… Ⅲ/扇高卜N)     ‐  (289)

と3N個の通し番号で呼ぶことにすれば、モーベルティユイの原理の意味で

の計量は                        |
体2=(F_り Σttα滓■QΣ口9α)2■  像9り

という、共形的に平坦な形をしている1共形困子Ωは    |

Ω=J― y=,十
岩号fl空告争  | ?9り

計量テンソルは                      |
gα

,β =19どと,β           l  (292)

となるので測地線の方程式は

箸十告砕或許讐讐TjⅢ母津砕び零零l=i 12931

となるが、これはもちろんニュートンカ程式と等価である。今はこれを直接

議論するつもりはない。むしろ、測地線差の方程式 :     |

鞠生+品ギみず督すギ督=0 ‐ 像90

に果味がある。 メーマン曲率テンソル1弔
梅 ぃ、今のように共平平坦の場合

は簡単になつて、         |           |

//¥`遺 わ口 ″           |



18 正準変換 (canOnttCal transformation)

ラグランジュ形式の場合、座標の取り方は任意である。ハミル トン形式で

は座標と共役運動量をひつくるめて変換することも可能である。この位相空

間での変換を正準変換と呼ぶ。

まず簡単な、座標だけの変換である点変換を考えよう。

18.1 点変換 (point transformation)

新しい座標,9r,r=1,…
「

と古い座標:が ,ガ =1.… qNの関係が

げ =9r(?1,92,… .が )(r=1.… Ⅳ)

と与えられたとしよう。 これを時間微分すると

。r=軍等メ
となる。新しい変数で書かれたラグランジャンは

あ19r,0う =駅9rは ?2Ⅲ …?仰〕
軍

平坐
導

里止
や

と書き直すと、古い変数?|と その時間微分の関数と見なすことだできる。が
に共役な運動量 Priは

炉鋳=軍群静了亭警乃
あるいは、これを逆に解いて、

乃=軍静抑

を得る。以上をまとめて9r=9r(?1,92,… .9N)ヽ Pr=Σ fゼ等IPど
を正準変

数の変換 :(9,P)→ C,P)と みなすことができる。

この変換のもとでハミルトンの方程式が不変であることを以下で示そう。

ナ=報
角章…器

から

端謝
，９

・玲



導くことができるし遊も成 り立つ。

証明は直榛的である。

伊 =軍
警

ダ=亭
学 義 算

伊 二
亭 警 静 静 1静

こ手で、偏微分の鎖則 :Σ d鳥器 非 |"を 用いた。

み=洗 C弔卓畿針Pど)    |
〒Σざづ耕鋳ァつつ,IΣぢ静れ

=Σぱ恥「命ねギΣづ静等

=Σど森 つJ路 ―Σげ撮寄☆軒簿十万議静P持義 )

=1静

ここで、第 1項 と第 3項が相殺していることに注意し、第 2項を前に述べた

偏微分の鎖則を用いた。この証明で、I Qrと 9r(91,α
2,…

・?J)の 関係が時間

をあらわに含んでいても成立することに激意しふうも
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18.2 正準変換 (canOniCal transformation)の一般論

次に、逆にハミルトンの方程式を不変にする位相空間における変換が何

であるかを考えよう。位相空間での古い変数 :(?,P)であらわしたものと新 し

い変数:c,P)であらわしたものとで作用を2通りに書いてみよう。

s=rcE.Pどど。ど一″泣
)

s′ =rcE/Prd9r_r′沈
)

新しいハミル トニアンゴ′は一般には古いハミル トニアンrrと 一般には異

なる。

前に述べたように、作用の差S― S′ が積分の両端の量のみの関数であれ

ば、Sと S′ は同じ力学系をあたえるので、作用の差 S― S′ が積分の両端の

量のみの関数であることを要求しよう。15

すなわち、F(9,P,サ )をある。,Pの関数 として、

一r′枕十dP

であることを要求しよう。右辺に加えられた完全微分の項は、時間積分する

と時間の両端にのみによる項を作用につけ加える。上の式を書き換えると

が 竹 Bの =Σ Ep・
・dが 一

ΣEPrd9r十 (r′ 一 打 )泣

Ⅲ           r

となる。同 じ事を偏微分で書けば、

み =響
Pr=―

響

r′ =″ 十型堅洗尋a

となる。

ゴ=F(?,9,サ )を正準変換 i19,P,r)→ (9,ぇ
「

′
)の母関数と呼ぶ。上の

変換則がハミル トンの方程式を不変にすることは、その構成法から明らかで

ある。母関数ゴ(9,9,サ )が、古い変数と新しい変数の両方に依存することに

注意しよう。

15こ のことを詳しく説明しよう。作用の変分を古い変数と新しい変数の両方で書き表して見

よう。

びS喜 五智【0-名腎ljp― 伊+寄 声明れ再

5「 =貯 K。
→名鴨うびP― 伊十努 ンq泣 =は

したがって、新しい変数 (9,P,「
′
)でのハミルトンの方程式 0-薯許 =0,P十 署拳 =0が

古い変数 (q,P,r)に対するハミノィトンの方程式 ,一 鴫予 =0,'キ 鴫孝
再0を意味する。この意

味で2つ の力学系は等価である。

ΣE打的ぢ一r沈 =IΣ Prど9r
づ                   r
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あるいはルジャンドル変換to(g,え う=P(?,9,サ )+Σr勲9rを行つて

母関数の変数を(g,9)か ら(?,P)t=蓉 栗しようも       ‐

ど。(9,P戸)=Σ路的!キ Σ9rdPrキ (H′ ―r)"|
t           ri                        l

だから、

打 =響    |
Cr〒 解    |

F′ 手″キ響鶏津生      ‐

と書ける。
「例判               |
調和握動子のハミルトニアンは 十

打竹,あ 圭捻1型琴二   |  マ90
であたえられる。正準変換 :(a,島

=)→
(9,P,=4)が    |

P=車竹IP)       ‐

9=岩 raⅢ
…
1母祥        |

であたえられるときに、正準変換の母園撫を求めキ。    |
(ヒ ント)

山 …甲 9喜 諾揺祐Ⅲ
■

軽揺乳祐
判

器 1 
仰 0

だから母関数を
前 ?ぱ    |

P(9,9)干
ョぁゎぁ91      1

と取ればよい。新しい変数で作用は,

S'土
/IPギ?‐

P威       |
だから、ハミルトンの方程式

'千

0と 10=iが出下くるので1解は

P=何確at,19翠 サ      |

となる。これを、?と Pについて解け蔵↓よく知られた調和振勲の解になる。

印颯         ‐
Aをベクトルポテンシヤル1告 して|、 颯お印、電荷eの市電粒子に対するラ

グランツヤン:      ぅと
,す

ぜ・eぶ・A      ‐
を考えよう。          ‐



(1)″ 方向に一定一様磁場がある場合、運動を(",7)平面に限つて考えよう。

このときベクターポテンシャルはA=号 (―ケ,T)で与えられる。上のラ

グランジャンを2次元の極座標 r,φ で書き表すと

ぁ=ちく,2口十r2,2)コ_琴 r21i

となることを示せ。

(2)rに共役な運動量をpr、 θに共役な運動量をp,と してハミル トニアンr
が

″=域魯十森 +岳暑Pθ キ皆(岳岳)2T2

となることを示せ。

(3)新 しい運動量を島 ,Peと して、時間による正準変換を母関数 :

0(PR,Po,名 φ)の =PR・ rtt PO,θ 一 PO身
暑

サ

で行うと  ″=鍬十デ講幕十皆崎岳)2R2

と2次元調和振動子 と同じ形になることを示せ。

新 しい座標 と古い座標の関係は、兄=胡持 =r、 o章 θ―域諸サになるが、こ

れは角速度 域詩の回転座標系で記述 したことに対応する。回転座標系では 2

次元調和振動子 と同等になる。 (ラ ーマーの定理)

19 ポアッノンの括弧式 (PoisSOn brttket)

ハミル トン形式は、座標 と運動量を対等に扱つている。そのことは、例えば、

ハミル トンの方程式の形によく現れている。ここでは、その位相空間の対称性を

さらに追求してみよう。位湘空間における座標と運動景をゴ,Pi,(ぢ =1,… N)

としよう。位相空間上で定義された物理手を、A(9,P)、 コ(9,P)な どとしよう。

まず、ポアツソンの括弧式 ,{ム ,コ }Pコ を次のように定義しよう。

tA,コ}P,と軍[鉾鑑―器緒]

明らかに、ポアツソンの活弧式 :{九 ,コ〕P,い以下の性質を充たす。

(1)反対称性

{A,β }P,=一 {β ,A}P,



(2)双一次性          ‐ |         |
a,b,cを任意の実数として、    ‐         |

(aA+bS,c}P,=|●{4,0}Pョ +b{ど ,σ)P,

(■,bβ +Cσ }Pコ =|'(■ |コ}P,十 。(■ ,σ}P,

が成り立つ。                     ‐

(3)ヤ コビの恒等式       ‐           |

{A,{』 ,σ}P,}P,+〈 コ,{0,A}Pお },コ 十 {C,(4,β〕P,}P,=0

双一次性は、定数αに対して(a,4〕算βキ0であることを見れば明らかであ

ろう。            | |        |
最後のヤコビの恒等式だけはそれ暉ど自明でないかもしれないが、具体的

に書き下し、偏微分の順番を入れ替えて |ヽよ いことを用いると辞翻できるが、

退屈なので省落する。ただし、演算 { ,1}P,に対するライプニンツ具」:

trβ  ,AIP,千 rtF,A}P,十 {r,■)P,β  l

が成り立つことに注意すると計算が鶏にな牟。次の卸の茉吊に、|ポ
アッノン括

弧式の幾何学的な意味に動機づけられたもあ―と見通じの阜し
1証押をあたえる。

ポアンノン措弧式を用tヽ ると、イヽミルトンの方程式ほ座採件連勲量はよ

り対称的になる。すなわち、      |         |

ぶ革器■げ,「}Pβ    l
允干~器 ■t打,,r】P,   |

一般に、任意の物軽量ス(9,P,サ)の時閣鞠分は       ,

詠式いみり手
島焔 Plfl+碑

“

島うJル

となる。証明は以下の通 りである。   |

〔297)

弟九(9,P,サ)=勢撃中十沈ポ特搾
生ナキ溺ど甲 ゑ

=皇挙盈&豊 十Σ弟控鞠弾器…Σづ響 券
=響 キイス(々 IP,サ ),,「 },β
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19.1 変換の生成子 (generator of transformatio早 )

特に、A(9,P)が時間サにあらわによらない場合には、

岳焔ガ=碑伍ガ,・P,

となる。これをわずかに書き換えて、

びA(9,P)={ム (?,P),挽 r}P,        (298)

としよう。この式は、「びサrが微少時間びサだけの時間推進を生成するJと 、解

釈できる。

同様に、デカル ト座標で書けば、空間並進 r→ r+a,p→ pは a・ pによつ

て生成される。すなわち、

OA(r,p)=(■(r,P),a,p}P,・

空間回転r→ r+びφxr,r→ r十 びφXrは、

(299)

び】くr,p)=モ A(r,P),びφ・L}P,.

のように、生成子びφ,Lに よつて生成される。回転については次の節で示す。

以上を一般化 して、力学量 ゴ(P,?)に よつて生成される、相空間上の流れ

任意の力学量に対
(相流)を考えることができる。sをパラメータとして、

して｀

                               (301)替=tA〕ィ)P,・

あるいは、九 として特に座標 9ど や Pど
の時には、

等=げ ,F}卜β=器

警=軌 ,,ゴ}P,革 一鉢

となる。相流を成分で書くと、(器 ,一 部 )と 4るが、あるいは

(30り

'F=軍
[鋸津…鉢捻l (30幼

とも書く。 このことは、ポアンソン括弧式という代数的に定義されたもの

に、DF={,ゴ)P,が Fによる押流であるという幾何学的な意味をあたえ

る。これを知ると、ヤコビの恒等式の見通しのよい証明ができる。まず、

〈〈A,コ}P,,C}P,十 ({β ,σ}P,,A}P,十 {〈σ,A}P,,,}P,=0

の左辺は、九の2階微分に対して1次式で、ど、Cについても同様であるこ

とに注意しよう。さらに、いずれの項も九,',0の 2階微分のいずれかは含
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む。これから、4の 2陣微分の係数が実暉ゼロであることを示レ、コとσに

ついても同様とするので、左辺がゼ中であると主張できる。 |
まず、第 2項はムの1階微分しか含時なぃ。第 1項 1第 コ項の和は

{{A,'}P,,C}P,lr{{ム ,0}P,,β }P,   |

=Do{A,β }P,一 lpLて■,σ}P,     |

=(pσ″動Tp,D。 )■       ‐

と書ける。 ここで、相空闘で定義された微分 !pコすっ。を、停空関の座標

が,―ヵ (ど =1.… メ)を一緒して行Ⅲ(■ ■1・・・2J)と書こう。すなわち、

pβ =Σ把ェ″隷     |
喜
'cΣ

ttfヤ
みま|・    |

簡単な計算により、          |         |

pθβ,_中引ム千務中“戦弟…β・器弟T
だから、これはスの1階微分しか青まなン`。結局ヤ平ビの恒智式の手辺はA
の2階微分を含まない。同様に、コの2勝微分もCの 2階犠分も含まない。

したがって、左辺はゼロである。  |           |

０
●

ｎ
ｖ



19.2 変換群 (tranSfOrmttion智oup)    ‐

次に変換を立て続けに行うことを考えよう。そのために、(添宇 P,は以

下省略する。)抽象的に議論した方が見海しがよい。微少パラメ‐夕rを含

む変換の生成子をqrlと して、■に対する変換びrム は

びすA={A,Clrl}.

と書ける。

変換びgに引き続いて先 を行うと、

びFびo九 ={{ム ,Ctrl}C移]}主 一{{qtri,C酸l}■〕
わ {{Cレ1,A}0[r〕〕=(A,{CiFl,Gし い}十 〈{A,C移 ]}Ct.

{A,{Clrl,Cレ l}}+先戸ァム.                 |

となる。

したがつて、

[竹 び。一びgびすAl=竹らム・ 先すゴム={え ,モ Clrl,C竹〕ぃ   (304)           |

ここで、右辺の中にある{Clrl,cレ1}の革味を理解するするための具体例と           |
して2段階の回転を考えよう。それらの微少回転のパラメータをす→ びφ■、

ヨ→びφ2と しよう。それらの生成子は、角運動士をLと して                  |

clrl→ fFφ ll=びφl・ L

C防l→ CF"2〕 =びφ2・ L

である。簡単な計算で、

{cpφll,cwφ21)憲 (Σづびφlギ
あⅢΣすOφ 2ゴあゴ}               |

Σづメφl.どφ2J【 5tt,る }

=ΣどJ持 竹持びφlギがⅢ2す島

圭びφl xが
'2・

L

耳G口φl Xびφ21・

したがつて、

Fφ lびφ2-びφlびφ21ム =づφl Xどφ24      (305)          |

新しいパラメータびφl Xびひ2は ベヽクター Oφ2を びφlだけ印転したものと

見なせる。

上の式の意味は次のように解される。回転びφ2を行い、次に回転びφlを行つ

たものと、その順番を入れ替えたものの差は、びφ2を びφlだけ回転したもの           |

による回転に等しい。

(303)
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19.2.■  ポア ンソンの定理                 |

物理量ムと,が時間によらないとすれば、そのポアップン描郵式(■,F}P,
も時間によらない。証明にはヤコビのほ守式を用いる。(添字P,は省ぃた。)

岳比 叫 =陥 弱,・ =ⅢⅢ ■,4-H明

"=伍この定理は一見すると、運動の定数を泳々 とあたえてくれる打ち出の小槌

のように思うかもしれない。しかし、これから得られるものは、|すでに分かつ

ているものであるか、ポアッノン緒弧式t4,β }P,がそもそもゼロで争つた

りする場合が多い。        ‐ ‐

1711判

行方向の運動量p字 と″軸のまわりの角灘帥最あ″が保存量でみるとしよう。

このとき、7方向の運動量pyも保存する手とを示せゃ       |
(ヒ ント)           |        ―

計算によつて                      |
{ル ,,ん〕P,=駒       |

を示せ。 ネーターの定理を思い出すと、‐このことは対称性からも軽解でき

る。あ″が保存するということは、系がイ神のまわりに回転対称
|で
あゃことだ

から、保存量Pサ をz軸のまわりに91産帥嶺したPyも保存する。
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19.2.2 ポアッソン播弧式による代散          |

角運動量Lが徳少な回転びφを生成することを示そう。  |
jri=Σご材Ⅲなら|=【ら,Σれ五ゴ〕P, 1  伸06)

ゴ持         |        ゴ               ‐

あるいは、同じことをベクタTの記号で書くと、      |
びr=びφ下ⅢⅢ{Ⅲ ,びφ・L}P,     |   (307)

同様にして、             十        1
びp=びφXT手 【や,どφ,L}P』      |    (308)

が成り立つ。一般に関数 F(r,p)に 対して         |

びP=1孔びφ・L}Pβ       l  (309)
びφ・Lを生成子 (gtteratOr)と 呼ぶ,         |
特に             |           |

がL志 びψx単 十再モ1,びφ・L}P,      |    (310)

この事から 運々動量の成分あff=ぞ 1挽 力ほポアンノン播挫式に関して、

開じた代数を作ることが見て取れる,再擦計算することにより、

"t,あ

す)PI吾 Σ許字卜み   |  い10
+   た

ただし、毎y″ =1で、そ?すほ繰甲千1である。患次元回転は明らかに群

Sθ(3)を なすが、微少回転の生成子である々 運動量のな
―す代率はso(3)代数

と呼ばれる。           |           |
ポアンソンの定理により、角湿駒難の縁成分が保存すれば強りの成分も保

存する。この場合、ハミルトニアン|″ は、位置バクタやあるいは導勲曇ベ

クターの内積の関数耳 =r(■
2,p2Ⅲ

Ⅲ.p)であ?て、回転にたいして不変で

ある。             | |         |
水泰原子の系における、やや意外な得存韓としてルンゲ |レンツのベク

トルVをあげよう。ハミルトエアンは          '

J干 場告1字    1  律1幼

であり、運動方程式は、      ‐           |

持器1身     |
D=―探キ・ 祥    |

である。ルンゲ・レンツのベクトル|           |

V=帯キギ  l 13131
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が保存すると事は、角鴻動丑 Lが保存することに注意しつつ、直接時間微分

して確かめることができる。

サ=一号挙華キ韓一響)

キ″3ぷ跳 き|

(AxB)xC再 (4'0)n― (B'c)A  I  (314)

を、第1項に対して使った。

水素原子あるいは万有引力の問題が脳籍に解ける背景には、このような保

存量の存在がある。          |         |
ルング・レンツのベクトルの成分の関のポアンソン矯弧式を直接計算しよ

う。結果は           |
〈y・・,路 }P,|千 ■4fど」浄βう持

あるいは、A喜 論 とRく ム |   |

{Aど ,AJ・ }P,■ C"Ⅲ多持        |

が成り立つ。これと、負運動量が団犠を生成するという式: 十

{Aギ 8あす】,コ ■ビギJみ 4持

さらに、角運動量のなす代数 :

{汚ど,あJ},コ キヤ守Ⅲあた

と合わせると、4次元回転の代数s14)を生離することがわ力|る。

(317)

(319

(315)

(316)

(310
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19。3 ポア ツノン括弧式 と正準変換

位相空間における正準変換 :(9,P)→ (9,P)対 してポアツソン活弧式が

不変であることを見よう。言い換えると、ポアツソン括弧式は新しい変数 :

(9,P)で定義しても古い変数 :(9,Plで定義しても変わらない。すなわち、

〈九,コ}9P={A,コ }qP

証明は、直接的に行えばよい。

M,β}9P=Σr静畿幹一畿争静

=Σr□.静静 +Σ.鉄潔押区J静銘 +ΣJ鵠晶l― (Aと Bを取り替えたもの)

=静静Σr[寿霧―寿森l

キ静或暑Σゴ[寿自持―静最寺〕

+議景身Σr[静罰寺一最争象等1

+教 &暑Σrt静最争―静象等]

ここで、 有辺にでてくる因子は以下のように計算される。

Σr[静霧―寿霧l=0

Σr[寿教…静銘l=弓

Σri静諾―寿緒1=T弓

Σrt静推―静緒1=0。

証明の仕方はどれも同様なのでひとつだけ示そう。ルジヤンドル変換を行い

変数を取り直した正準変換の母関数たちを

dF=Σどみ的
Ⅲ…Σtt Prd9r+・ …

】Φ tt Σどみどダ+Σtt dPr9r+.…

dC=―ΣL dP・
・ダーΣr Prど9r+・ …

dW=― Σ.dPF+Σ rttPr9r+.…

と定義して、(9,P)か らc,P)の変換が正準変換であることに留意すれば、

緒=或能 =宰
算一謡浄一軒

がわかる。したがつて、

(319)

・

碍

〓
冴
一７

ど
研

笠
幼

ぱ
一％

コ
ｒ

〓拠
７

竹
一協

一物
万

釘
一７Ｂ

Ｆ
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は じめに戻 る と、

{A,』 }9P一軍緒器キ軍鉾鋸={A,SyqP 伸2り

が証明されたことになる。

[例判

Σr[静銘―静銘1=0

Σr[静島キー静段争l=―弓

を示せ。

(ヒ ン ト)

母関数 F,0,C,Wの うち役に立つものを選択せよ。
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19,4 時間発展 を正準変換の特殊な場合 とみ ること

正準変数 (。 (サ ),P(サ ))の微少時間

"後

の時間発展 :(。 (t十 びサ)bp(サ +びサ))を

考えよう。ハミル トンの方程式 :

o(サ 十税)=o(t)十 端
びt     i

P(t+挽 )=P(サ)― 規念ギサ

を、9(サ)再 g(サ +びサ
)、

P(サ)=P(七 十税)Ⅲ 「新 しい正準変数Jを定義 し、びサ

について 2次以上の微少量を無視 して書き換えれば、

9ω =90+輸崩

Pω =PO十 舗
"

となる。これから、直ちに見て取れると思 うが、(g(サ ),P(す))→ (C(サ ),P(↓ ))

は

0(9,P)=P?■ 耳(9,P)挽

を母関数とする正準変換である。

したがって、時間発展も正準褒線の一つと見なせる。

(322)
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20 リウブイユの定理(Liuville's Theorem)

統計力学において、位相空間の考え方は頻繁に用いられる。初期値の集合

rOを位相空間の中に書き込んでみよう。そして、時間サ後に
「 けがどのよう

な集合になるか考えてみよう。

それは一般には形を変えてぃくであろうし、場合によつては複雑になるか

もしれない。 以下で示そうとすることは、その位相体積 :

Щ瑚=去
t的"

(32鋤

が時間発展に対 して変わらないことである。

ここではもつと一般に、正準変換に対 して位相体積が不変であることを

示そ う。これをリウブイユの定理とい う。これが示されれば、前節に述べた

時間発展も正準変換と見なすことができるという事実を合わせると、位相体

積は時間に依 らないことはリウブィユの定理の系として導 くことができる。

正準変換 (α 〕p)→ (91P)の母関数を0(g,P)と しよう。それに対応して、

位相空間の領域が】から
「

へ写像されるとしよう。位相体積は

サ|』 ?ヴp=た】
?dPlfttt十;||

と書ける。ここに、1戦祐計|は変数変換 :(g,P)→ (9,P)の ヤコビアンであ

る。これを計算していくと、

隅 帥 引報円担 (320

となるので、定理は証明された。変数の数が増えても証明は同様である。

リウヴイユの定理の物理的な意味を考えよう。座標の初期値と運動量の初

期値をあたえればそれ以後の運動が一意的に決まる。これを「初期条件によつ

て物理的状態が決まる」、と言つてよいだろう。したがつて、初期値の集合が

物理的状態の集合そのものである。状態の数は位相空間の体積に比例すると

仮定すると、リウヴイユの定理は状態の数が正準変数の取り方によらないこ

とを言つている。特に、時間発展しても、状態の数は変わらない。このこと

は、次のように考えれば理解しやすい。ある時亥Jで初期値をあたえ運動方程

式を解いて、後の時刻での座標と運動量を得たとしよう。さらにそれを初期

値として運動方程式を解いても、同じ運動を与えるわけだから状態は変わら

ない。したがつて、状態の数も変わらない。

量子力学における不確定性原理によれば、座標。と運動量Pの不確定さ、

△9,△Pの間には、

△oハP≧ れ

の関係がある。ここにれはプランク定数である。すなわち、座標を精度よく

測ろうとすれば、運動量の精度が琴くなる、あるいは逆に、運動量を精度よ

(325)
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く測ろうとすれば、座標の精度が悪くなる。このことから、体積 △g△7=あ

の位相領域陥,?十 △91Xレ ,P+△Plの中の状態は区別がつかないと言える。

したがって、位相体積をプランク定数で割つた量そのものを状態の数と考え

てょい。まとめると、リウヴイユの定理は状態の数が正準不変量であること

を述べている。
y/

[例判

密方向に進む 自由粒子の運動を位相空間で泰現せ よ。位相空間を可視化す

るために、切〕P毎 ,7の 自由度のみを考えて、各方向に進む運動の初期値の集合

に L卜 )1/)闇 、盤 掛謎 亀 竿 だけ、切方向た平行移動させる。     ポ
[例劇

調和振動子の系のハミル

F竹 ,ガ =或待十挙算
でぁたえられる。初期値の集合を、「 0={(g,P)p≦ r≦ F,0≦ ta■

~1鵠
≦

α}と したとき (図参照)その集合の時刻tにおける位置を位相空間上に示し、

その面積を計算して時間によらないことを示せ。

(ヒ ン ト)

rrくゴ優甘督協!      ]1岩li営揖昆;Pと謄晶掛皆督ど言
なり確かに時間に依らない。

位相空間において、初期値の集合の変形ほときには奇妙な様相を呈する。

多くの非線形系では、初期値の集合は、パイをこねるように引き廷ばされて

折り畳まれことが際限なくくり返されることもある。そのために初期値が接

近していても、時間とともに指数関数的にいが離れていくことが起こる。こ

のような系をカオスと呼ぶ。このことは、初期値をあたえれば以後の時間発

展を正確に予言できるという古典力学の考え方に一定の留保条件を付ける必

要があることを示している。

ヵオスの考え方を物理系だけではなく、生物、気象、はては経済現象に

まで拡張しようとしている人逢もいる。「口~レ ンツのアトラクター」と呼

ばれる代表的な例を一つだけ、微分方程式の形とその数値計算例と,て上げ

よう。

孝革…10("― V)

俳 =―何″。+30字 -7

孝="y一 魯″

(打 ,y,″ )は正準変数の 4つの うちの 3つで、残る一つは 0に固定されている

と見てよいo

磯 静

厘コ63

H CP′るわ=E

トエアンは

〃(じ わ。 ″



匝醜6S

21 ポアンカレの再帰定理 (PoinCare's Theorem)

運動がある範囲に限定されている場合には 位相空間の体積は有限であ

る。このような場合に、十分時間がたてば運動は初期値に限りなく近い値

に回帰する。正確な言い方をしよう。位相空間の中のある開集合 yが、単

位時閑後に T(y)に移行 したとしよう。これをくり返 して、集合の無眼列

y,T(r/),T2(y),T3υ ).… を得る。これらに重なりがないとすると、リウブイ

ユの定理からrn(y)はすべて同じ体嶺を持つから、各全位相空間の体積が有

限であることに反する。したがつて、あるれ,れ に対してT'(y)∩PЩy)≠
D。

すなわち、Pけれ
(y)∩

y≠ 0と なり、.必ず近傍yに回帰する。

22 ノ、ミル トン・ヤコビの方程式 (Hami比0いJaCObi'S

equ航lon)

s(9,サ )を 「実現された作用Jと するときに以下の式が成り立つていたこと

を思い出そ う。

一軒=r(9,P)
∂S=P・
∂q '

上の 2式をまとめて、S(9,サ )に対する1階の偏微分方程式

一寄=r竹 ,3;)

を立てることができる。これをハミル トン・ヤコビの方程式という。座標が

2個以上ある一般の場合は、

一併=rtthg2・・十;器,銘…器)

となる。ハミル トエアンが

打←〕胡=場告十y付

―名伊=ず岩(号:)2+yω

であたえられる場合には

となる。
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22.1 ハ ミル トン・ヤコビの方程式の完全解から、運動方程式

の解を求めるや り方

偏微分方程式の一般解は、座標が3個あれば、s個の任意関数を含む。し

かし、以下に示すように、運動方程式の解を求めるためには一般解 (,eneral

solution)を 必要としなャヽ。十分4数の任意定数、すなわち (sキ 1)個の任意

定数を含む完全解 (complete solution)が 得られればよい。完全解は

S=0(サ ,91,q2・ …9,;α l,α 2・ …α3)+A

の形をしている。ここに、α2,… α3と Aは時間に依らない定数である。Aが

sの表式に付け加わつたのは、ハミル トン・ヤコビの方程式には、必ず Sの

微分を通してのみ Sが入つているからである。

αを古い座標、αを新しい運動量とみなして、0(せ ,9,α )を正準変換 :(g,P)→

(β ,α )の母関数と見なそう。  正準変換の一般論から

「
′=F+寄

である。一方、0はハミル トン・ヤコビの方程式の解であるから3式目の右

辺はゼロである。すなわち、新しいハミル トニアン rr′ はゼロである。 し

たがって、新しい変数 (β ,α)対するハミル トンの方程式を書けば、

どα=0どけ

併=0,

すなわち、αもβも運動の定数である。このことから、

β=貧
里準竿2∂α

を座標 ?について解けば運動方程式の解が求められる。運動量 Pは

から

鷺絶1只【ル トニアンが時間をあらわに含まないときには、作用 Sを

S(サ 〕口)=SO― ゴを

とぉぃて、簡約化されたハミル トン・ヤコビの方程式 :

「竹,轡)〒β

拇所
襲
抽

一一
　

〓

Ｐ

　

β

∂0
P=所
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を得る。               ‐

[例判               |
調和擦動子の系のハミル トニアンは‐

r竹 ,あ =場静十中算   |
であたえられる。ハミルトン・ヤコピ?力緑式を解け。    |

(日峰阜

'騨

「)                                        |

ハミルトン・ヤヨビの方程式は  ,

駅ぁ柳圭ぜ母骨号キ翌堪許豊f l
50は gにのみよるので、上の瀬 畔           |

轡平士ィ申″1解必'?t i
と書き直すことができる。これを轍分して、Soを得る。すなわち、

島o軍士メ
q貯    ‐

右辺の憲分は、711えば穂分変数ダ々 |

捧鶴 T I
と置いて、β′に変換すれば案行でき争● |すなわち、    |

島側=土響メ'♂を中ギ暑占翠毛科鞠+Ⅲ

でぁ妖 “かは定数で施 しを岳号女

1靴

卜多 .ャ ョゑ 方観 の解鵬

鉾 ,軒 昨 軌傷 昨 ポ 器伊
・ 響

】―動 ⅢA

秘号払済垂露岳革13と早瑠継鵡翻麒と豊穏畳鞠
じよう。             |            ‐

麹酌方韓式の解を、一般輸ほ,|がつて求めよつ。   |

軸n軸 ,寄 n喜ギ赦々  1風
だから、サ0を一般輪におけ0-β 中あたる定数として、β=器 に対応する

式を書けば、          |

lt_サ。吾θS(ち,9;IF)露 と母
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となる。少 し整理す ると、

サーサ0=印 土
/qど

g′               =浄 =万 Sされ
~lv宅

岳ユ
七・

これを ?について解くと、

q=博判押  |
と期待通り単振動の式を得た。技術的な注意であるが、どについて微分する

ときには、S(t,?;F)の積分形にもどつた方が計算を複雑にしなくて済む。

とはいえ、ハミルトン・ヤコどの方鶴式を解くことにより準駒方程式の

解を求めるやり方はいかにも迂還で実際的ではない。ここで述ギたことは、

力学系の数学的な研究に役立つ仙にはヽ 抱子力学と古典力党の申係のところ

に登場する。
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22.2 変数分離 の方法

ハミル トン・ヤコビの方程式の一般的な解法はないが、系に対称性がある

ときに使える変数分離の方法を述べよう。一般論を展開することはしないで、

簡単な例で示そう。

[例判

子に対するハミル トン・ヤコビの方程式を解け。

(略解)

ハ ミル トこニア ン/ヤま

      r=

なので、作用 S(サ ,α ,y,″ )を S(t,督 ,7,″ )=Soし ,y,Z)一 Jを と置けば、SOla,y,″ )

に対する簡約化されたハミル トン・ヤコビの方程式は

嘉【轡ゾ+(轡ゾ+(拳洵=β

と書ける。

3変数関数 JO(を ,y,″)を

30(。 ,7,″ )軍 X(何 )十 Y(y)十 Z(″ )

員と驚腎r軽慾誘鞣話濃雛負者猟y!与ととあ遼鉦猛
入すれば

   嘉【宅)2キ (等)2+(杉 )句 =J

緊饉骨とを推雄雛播ど  轡評意
嘉(等 )2=β研

蒜(寄)2=ゴ y

嘉(緒)2=晟 .

ただし、ゴ,十 亀 十ゴ″=β ,上の常微分方程式は簡単に積分できて

X=、泡れJ。 (伊
―

'o)
y=Vttm亀 (y一 釣)

Z=碑 中βz(″ ―Zo)

逢寄」2繹騒髄髄盤:瀧
毒電「開済&翻暮鵠ふ
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と求められる。 (根号の前の 土は省いた。)

まとめると、ハミル トン・ヤコビの方程式の解は

S(t,毎 ,y,″ )=V匂 れら (切
…,0)+Attm亀 (y―抑 )十V2秘二 (″

―″o)一 (島十島 十残 )件A

となり、これが完全解であることは明らかである。

ハミル トン・ヤコビの方程式の解から運動方程式の解を求めるには、一

般論に従つて

一ち0=幾 =銑―サ封覇作一瑚
とすればよい。これを行について解けば

ぃ解1劫十町
ただし、積分定数サ,0は、露0の中に吸収できる。yと zについても同様であ

る。 結局、

守=v庖再Eせ キ,0

7=▼ 年票
[サ キ υ0

″〓こ
仰

十 Z0

と予測通り等速運動の解が再現された。

[例珂

3次元調和振動子に対するハミル トン・ヤコビの方程式を解け。

(ヒ ント)

ハミル トニアンは

r=      +空
号
と
し
2+y2+z21

だから自由粒子の場合 と同じように作用を

S(サ ,切 ,y,″)=χ (密)+y(y)十 Z(″ )一 動

とぉけばよい。ハミル トン・ヤコビの方程式は

抗皓)2+空号ニノキ崩(等)2+空号とυ2+嘉 (彰平+空号ニア=β

となり、を、ぃ ″の関数の和の形なので、それぞれ定数であることが分かる。

すなわち、

蒜(等 )2=ゴび

嘉(等)2=Jy

嘉(塚)2=ら ,

X(何 ),y(7),Z(″)の具体的な解きィは一次元調和振動子の場合に帰着するの

で省路する。運動方程式の解 省ヽ路しよう。
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23 断熱不変量 (adiabatic inuriant)

23.1 簡単な系の断熱不変量

単振子の糸の長さをゆつくりと変化させることを考えてみよう。ゆつくり

とは、振り子の周期に比べて、糸の長さの変化の時間スケールがはるかに長

い場合である。 式で書けば、振り子の同期をTと して糸の長さを !(サ)と す

るときに

引響 |<<0    
…

糸の長さの変化がゆつくりなので、ある時刻サにおける角振動数り
(サ)を定義

することができて、

け隔
この系ではエネルギーβは保存しないが、Jと 糸の長さ,(サ)の組合せ

ゴ
<万

面
>

は保存する。ただし、<ホ >は一周期にわたる時間平均

だから

<十 >=!|】
|?十

である。

そのことをこれから見ていこう。くみ√>が時間に依らないことを示せば

十分である。

津<β預>=<零 >れ崩!料
生く』>=<等 >絡崩!粉|<β >・

ハミルトエアン
「

は、振子の鉛直線となす小さな角度を,と し、その共役運
動量を抑とするよ

 r=森 +早守埜

等=卜祭+ギl響 =半作2【 +り

ここで、運動エネルギーをて、ポテンシャルエネルギーを yと 書いた。 ビ

ジアル定理から

<て >=く 7>

なので、

初=<等 >れ嘉響<β >=預 [<(… 21+7)>+;<I+y>l=0,響
丁
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(糸 の長さの変化が十分ゆつくりとしているとして、計算の途中で、甥斗 を

積分の外に出した。 )

鋪 盈 こ品 駁鵠 塊 鮮 森 縄 難 路 騒 晶ほ堤経軍各岳::が言

れは定性的には次のことを言つている。糸を引き上げて行くこと|を考えよう。

ポテンシャルエネルギーはもちろん増大する。糸が短くなるに従い、振 り子

は速く振れるので運動エネルギーも増大するから、全エネルギーも増大する。

一方、角速度も増大するのだが、その比は一定と主張している。

[例倒

rれ の中心力場中を運動していいる質点がある。ハミル トニアンは

rは ,胡 =場魯十αr・
仮に、結合定数 αが時間に対してゆつくり変わつているとすると、断熱不変

量を<ゴ >αSと 置くときsの値は何になるか?

(ヒ ント)

身(<J>α
3)=孝

Sα'-1く 何>十告α'~1=孝α古-1い くβ>+<y>l.

一方、ビジアル定理か ら

<rf>=号 <y>.

だから

s<ゴ >+く y>=s<【 >+s<y>+<y>=(s号 +Sキ 1)<y>=0

から                  1
S=~輌 ・

特にクーロンポテンシヤル (角 =-1)の場合にはくゴ>α
~2が断熱不変量

である。同様に、質量阿がゆつくり変化する場合には、

読(<】 >抑 f′

)

=:好 SmS′…1<ゴ チ+審印
'′

…1<…【>

=守 S′仰
'′

…1[S′ く【>十 g′ <y>_く て>ト

したがつて、s′ <【 >+s′ くy>― くて>革 [(S′
-1)考 +S′l<y>=0

から                  ュ
ゴ=寿
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ターロンポアンシヤル 統 章 T齢

印椴鶴勲麹襲絶に対するく野諄

となる。

ゴ事襲Ⅲ議壊翻各と―、郎と



23.2 断熱不変量の一般な形

入
(サ)をゆつくり変化するパラメータとしよう。そのためにエネルギーJも

時間的にゆつくり変化する。

r(9,P,入)=ゴ

をPについて解いたものを運動量 P=P(9,人 ,0と 考 えよう。 このとき、 1

周期にわたる以下の積分を考 えよう。

ブ=y十 P的 .

これを時間微分すれば、

学=/[f岳号伊+鉄号)ど9=幹 /[絡顎十鉄lどぃ
となる。 (Jが 1周積分であるために、積分の上端・下端の寄与が出ていな

い。)さ てここで、r(α ,P;入)=β の両辺を入とガで偏微分しよう。

教脊+報 =鉄密十報=0

絡斜=誇密=1・

これを、ァ の式に代入すれば、

学=舎貫
T[顎十款密陣=伍

したがつて、J=すメqは断熱不変量である。前には簡単な例において、断

熱不変量をビリアル定理を用いて導いたが、Jと 一致することを確かめるこ

とができる。17

1711判

長さあの箱のなかの粒子の往復運動の場合に、断熱不変量プ=す PJ?を

計算せよ。

(ヒ ン ト)

J=/P,9=的υ2『 =打門2争 =mυぁ

箱の長さがゆつくり変化するときには、速度と長さの積が一定になる。

[例倒

17ビ リアル定理の証明にブを使つたことは興味深い。y(α
)が q"の形をしているときは、

回 針

J=2く て >喜
rTP号 神

統 =一
IT者 ;qど

サ喜

IT空 祝μ

と
。どサ=.く y>

L tt)
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1換鋼陣磁鳳脚鞄噛鴎報、     プ車擦鶏
(ヒ ント)          | |

解(害胡 妥轟 寺響
差懇螢鍛準れ 鞭 軍 t

P事 華

だから
i l

ゴ革
F辞

強豪2E3晋 や瑠

を泰せ。 (ヒ ント)        | |         |

轟章ダ醤撥増鵠Hキポ腕ギ |
ここ4鞠 崩再聾軸 鞭 韓義韓戦車 韓鯉姦聯靭 :鹸 仰 批・

魯鞘 よ。



23.3 ゆつくりと変化する磁場中の市電粒子の選勲における断

熱不変量

ここで断熱不変量が有用な例として|、 聴録中の荷葛粒子の運動を再び取り

上げよう。  8率を思いだすと、動 量は

p=鎌 =純(1-CAュ

であり、ハミル トニアンは

恥 胡=甲 十守

とあたえられる。磁場はB=FOtAである。幣場の時間空間的禁fヒが小さけ

れば、補電粒子の速度は4章により

υ″  =?上 COfWt

υy =~υ 上3"リサ

υz   手 り
||・

とあたえられる。したがつて運動量い

P。  =陶υ上19どリサ~●A"

乃  =~印 υiSu協りを一eAv

P″    干″判i,

明らかに,一 y面内では同期的な運動をしているので

r喜 嘉/鹿
確十仰―制       (32,)

は断熱不変量になつている。具体的に計算すれば、

r=冴
戸Ii[仰

υ掛沈 ヤe研
戸Fl・

わ古打十九Jど胡
了

“
堵|~CttrT。

2.(327)

最後の式変形でス トークスの定理 :

/[A,ど
″+4yガ71=/品

通を周囲ととする円提領城 !守
的β

を用いた。ここに、aはラーマー半径で

a事 !単
甲

とあたえられる。 したがつて、  十

r=宅鑑1再 争    13281
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ど 1単 !||

ただし、【上=弔弁 は
'一

y面内の璃勲尋ネルギーである。言い換えると、

打一y面内の運動エネルギーと離場の路 :

坐
,

は離場ヨがゆつくり変化するときに■定に保たれる。別の言い方をすると、

旋回運動|の軌道が囲む領強の磁束が■定になる。

一方、4章で指摘したように磁器中の輸陶繊子の金運動エネルギー :

【 =打二十【
||

蜘 ■甲

は保存するので次のような面白‐い現傘が鶴こる。 警挿隷箇のキうに絞り込

まれていると、確場はその方向に強くなる。そこを補篭粒子が棒国連動しな

がら進むと、 1許 が断熱不変最であるために、I上 ほ増大するiエネルギー

保存具Jから、これは、I‖ の瀬沙を意味しヽ 確撮方向の運駒はいつか止まり反

転する。この荷電粒子の反対は、鞠球磁器の機の近くで起きている。電子は

約200秒の周期で北経と南線の間持往復しているoこのように―
子を

反射させるような磁場の配位をミラ■磁親と呼び、プラズマの開じこめに重

要である。

ソ

暑
輸 再 ゴ

隠
=卜

もこ

便〕6鳴

…詩

主sぃ るあ瑠

郭 1~代
決 ‐
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23.4 断熱不変曇と前期景子識         |
前期量子論において、周期1的な簿勲‐をする孫では断熱不餐士√が量子化さ

れて、プランク定数れの整数倍になるという作業仮説がおかれた。

ブ=/Ⅲれ 仙=帆いう。 |
調和振動子の場合、あ=券 を甲

いるⅢ、

J=Ⅲあめ,(■ =0,1,…・),     |

とエネルギーがとびとびの値を取ることになる。

現代の量子力学ではこの結果は完全に正しいわけではないことがわかつ

ているが、量子力学の発展の道じるドになった。       ‐

断熱不変士ブは、位相空間内の開帥線のまわりの1周械分の形をしている

のでストークスの定理により、脚軸器を嫌録とする篠轄Sにわたる面積分に

書き換えることができる。

才=ダⅢ圭二叩?    |
1自 由産率の塀合、これは位相棒犠軒番鴎する。勢子竹条件:ブ キゴガ ?・=把れ

を

    希 /ぁ
志?IⅢ Ⅲ

二軋|… ぅ  |
となり、位相空間の最小単位がプランク定数であることを示唆している。
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24 断熱不変量と角変数 (angle Variable)

人を固定して、断熱不変量 プをエネルギニ Jの関数と見なそう。同じこと

だが、ゴを Jの関数と見なそう。簡約化された作用 :

栖らの=/q畑伽
を、Jと ?の関数と考えて、正準変換 :(?,P)→ (9,ブ)の母関数としよう。J

を新しい運動量とするのである。正準変換は

P=2翠 母絆
n

C=鞄 戦
蜘 =解 鞄

戦
脱 =ωサ

ただし、ここで
『 =お、壁+発斗n=せ を用いて、り=T~1と書いた。

18

So(ゴ ,9)は 時間をあらわに含まないので、ハ ミル トニアンは変数の書き換

えになるだけで、今の場合は単に

r=β (′ )

である。 ハ ミル トンの方程式は

幹=緋 =解 =り

字=―鋳 =一号響 =0・

となり、c=リサとブ=CO"sサ .を再現する。

ブは作用変数 (action税耐able)、 りは角変数 (angtt variabL)と 呼ば

れることがある。新しい変数で書き表したときに、ハミル トエアンが作用変

数だけになるときには、ハミル トンの方程式は解けたと言つてよい。

以上を1次元の力学系 :

"0,0=森
+70

で具体的に考えてみよう。ただし、運動は周期的なものに限ることにしよう。

簡約化された作用 :

島】
ギ

q山
=/q v2煎2-女例的=軸 及 =0 碑 り

を母関数とする正準変換 :lP,α )→ (P=F,9)を考えよう。新しい座標 9は

9=空弧
牧鼻拝

翌豊=/9仰ど解 あ((β ―′竹))伸 3の

18

塾
曙探

辺
ギ

け

響 告
競封
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とあたえられる。明らかに9は時間サの自味を持つ。運動が一用すると、

島3ど → 島eど +J
9→ 9+T(用期)

ただし、作用変数 Jと周期Tは

」=す Pど?=F
T=すq碑

的v句れ((″
二7(,))=ぱま

ここで、作用変数 ブがエネルギーβのみの関数であることに注意しよう。逆

に解けば、

コ干口(J)

ここであらためて、プに共役な座標りを定義しよう。時間によらない正準変

換なので、ハミルトニアンは変化しないと(r′ =「)ハミルトイの方程式は

学革等再響 耳争

帯革中舗手0

となるので、簡単に積分できて、

仰=争 +Cθ ttSサ

J=19竹胡

となる。                          ‐

特に調和振動子の場合には、械分を実行することができて、

み すP的 =ゴ 確 拭 徳
二

甥
盗

)的 =響

9=器 ■解F籍

二弟助ず解
j

g革 ャ/岳呂岳is,把2T9

P=努 =v句あ(伊 二十宅
盟幼耳

揮 語COS2T9

したがつて、新 しい座標変数は

9=詠Ⅲ"刊
製

!    P

となり、以前に述べた正準変換lP,9)→ (■ 9)を再現したことになる。エネ

ルギーすなわちハミルトニアンを作用褒数
‐で春けば

β=「 F弱
言
J
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後述する量子力学の準古典近似によれば、れをプランク定数として、作用

変数は

J=拘ん (角 =0,1,… )

となる。 したがつて、調和振動子のエネルギーレベルは、あ=弁 として、

β こ りあれ (れ =0,1・ ・.)
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熙 |■!f雄1髄iti!

24。 1  鵜 ;退t(de.generacy)  |

前簿の続単な拡張として、異力曲のある3次元議紬擦融子の系を考えよ

う。ハミルトニアンは

r=           Ⅲ増攻口畠
伊?キリy7'+り z″

2)

とあたえられる。補約化された作用斗。どを姿数分陣影を仮定して

岳。ど(督 ,7,″)手 イ(研 )十
y(7〕 十Z(ィ )

と置こう。ハミルトン・ヤコビの力鶴式密褒数分離の方法で解いたときと同

じやり方で、成分毎に問題を処経するこ鞠ができる。たとえば、

あ=みれ=ダ海tわと呼 海再警
正韓変換 :(降 辞),(Py,7),修″ヤ)→ (お ,切″),(る ,Wy),(J7,→ )によつて、

ハミル トエアンは

耳 =ゴ 喜E″ 十β
平
+Fzl域

計(口,あ 十りw4/g十 り″j鳴)  (332)

となる。

ここで、特にり,喜 伊Ψの時には おヽ■7爾内の団転に対して対誌性を持

ち、ハミルトニアンは                  |

r=嘉路(ⅢⅢわキ伊,あ河 (33朝

となり、同じエネルギーをあたえる1作用蓉数の鞭 島,る)があ特・
このような場合に、エネルギヤ闘鶴鴻しているという。球対称俗器合、口,=

りy=り,の場合にはさらに鶴違 している。1 尋子化すると、作厚変数!|プラ

ンク定数 れを単位として、騒畿値を取る1          1

ぁ■4ゎれ

る■砕智れ         
‐

れ■掃ヵあ

仰研,"守
'η
″=P,1‐ …        Ⅲ

特にり伊=りyの時には、エネルギTレベル中

ガ 喜 り,あ (η伊キ 角か ヤ 均加

'η

れ ,vP η存干 9,1'…

ズ 軍

/P7ど
β

干 メ

1ザ21町 ({|'年
一 '中

軽 守`)ど密

に身‐9



となり、同じエネルギーをあたえる整数の組 (■夕,角v)が あるのは明らかであ

ろう。

逆に縮退があると、対称性があるかと言 うことは興味深いが一般的には

答えられない。宿対のある場合で、自明でない例をクーロンポテンシャルの

場合に見よう。  こ

力 1置 もQク
半paゲ br?ar

25 解析力学と量子力学(attalytiCal dynattics and

quantum mechanics)

25。1 正準量子化 (ca■Onical quantization)

ある物理系の正準形式が与えられた時に、それに対応する量子力学はど

うなるであろうか ?以下に述べる、デイラックによる正準量子化とはそれを

見つける標準的な手続きの一つである。もちろん、古典力学から量子力学が

導かれるわけではなく、推定するのであり、それが正しいかどうかは実験が

決着をつけることである。

正準形式をおさらいしよう。正準変数 (g,P)が与えられ、その間にポアッ

ソン括弧式 :

{9,P}Pβ =1

が成り立っている。さらに、系の時間発界を決めるハミルトニアン:「 (ぃ P)

が与えられている。ハミル トンの方程式は、アッノン括弧式を用いると、

解={9〕 r〕P,

幹={P,,〃〕P,

と書ける。

さて、ポアツソン括弧式 :{ム ,β }P3の持つ一般的な性質を思い出そう。

(1)反対称性

{A,β }P,=… {』 ,A}P,

(2)双一次性

{aA+bβ ,σ }Pコ =a{A,C}P,十 b{β ,C}P,{■ ,bβキ・ σ}P,=b(ム ,β }P,十C{A,C}Pβ

(3)ヤ コビの恒等式

{{A,』}P,,σ }P,十 〈〈β〕σ〕P,,A}P,十 {〈σ,九 }P,〕 九}P,=0

ディラック(PeA,M.Dirac)は、交換子積 (commutatOr)

tA,コ〕=AB― βA
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が形式的に上のポアッソン括弧式の性質を持つことに着目した。19

正準量子化の手続きとは、

名め→部品
のことである。ただ し、れはプランク定数 |(PlanCk's constant)で

あ=1,054x10~34ブ .s.

特に、正準変数の間の交換関係は

[9,pl=どあ

この置き換えをすると、量子力学では、古典力学におけるハミル トンの方程

式は、

れ券〓[?,ダ ]

"幹
=レ,Pri

に移行 し、ハイゼンベルグ (w.Heisenberg)の方程式を呼ばれる。

交換子積を、形式的に lA,力 l=九β一コムと定義した。量子力学におい

ては物理量ムと』は単なる関数ではなくて、演算子であリー般には掛ける順

番を変えたときに等しくない。線形空間で表現したときには行列になる。そ

の線形空間のベク トルを波動関数と呼ぶ。

演算子の中でもつとも重要なものがハミル トエアンである。ハミル トニ

アン演算子の固有値は物理的に測定されるエネルギーを意味するから重要で

ある。

ハミル トニアンに対する固有方程式すなわちシュレーディンガー方程式 :

「
(91P)ψ =『ψ

を考えよう。運動量演算子 Pを交換関係を充たすように

あ∂
P=丁

両

と微分演算子で表現しよう。このときシュレーディンガー方程式は

駅ギ島ル0=ゴ択の
と微分方程式になる。

19反対称性と双一次性は明らかであるが、ヤコピのほ等式を充たすことは、[“ ,劇↓q十
ttB,q,Al十 [[0,41,コ 〕を交換子積の定義に従って書き下せば、右辺がゼロであることを強かめ
ることができる。
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認和振動子の場合には、ハミルトキアンが

r惣,ガ ゃ就告十1轡旦   ‐
だからシュレーディンガー方程式を黒棒斡経静くと、     ‐

←嘉拳・控中皇沖(翁 =どあての  |
となる。振動子の連勲が有界であるこ単に対応して、ψ‐(g)→ 0,陥|→ ∞ と

いう舜界条件をおけば、エネルギT適箱値岸して      |

み =(η 十
;)駒i(110,1,2...)  |

という棒磁的な値を得る。この答え学1翻節に述べた謝競春子論の答えとら
の部分だけ違う。渡動関数の具体的捧形にっいては、逮子力学の教科書を見

られたい。ここでは基底状態 (島
=0)|の競勲欝数 :

ψ(4)手 持…ず      |
だけを示曳 後は定数)繰限鵡芳〈路|→ 申}でゼ甲という境界条件が充た

されていることがわかる。これは、観 の鶴率癬機に従うね、粒子が無

限遠方に行く確率がゼロであることを番黙|している。     ‐

lt       A

瑠

陣 Oq

ユ韓



25。2 最小 作用 の原理 は どこか ら来 るのか ?

25.2.1 作用の意味と準古典近似

最小作用の原理についての素朴な質問として、「粒子は運動を始める前

にどの経路が最小の作用をあたえるのか、あらかじめ知つていたのでしょう

か ?」 というのがある。同じ事は、光学におけるフェルマーの原理に対して

言える。

解析力学は最小作用の原理から出発する。原理という以上その根拠は問

わなかつた。 しかし、量子力学というより本質的な自然法貝Jが見つかり、古

典力学がその近似にすぎないということが判明した以上、古典力学における

最小作用の原理の根拠を問うべきだろう。

解答を言つてしまえば、量子力学における渡動性が根拠である。光学に

おける反射の法則を例に取つてその本質を説明しよう。フェルマーの原理に

よれば、光は A点から出発 して P点で反射してB点に到達するために最短

の距離を通る。光が波動ならば最短の経路そのものだけではなくその近傍も

考えなければならない。言い換えると、反射点 Pをすこし左右に動かして、

波動の出と谷の部分を書き込んで見よう。最短の経路の近傍では、Pを少し

変えても経路の距離は変わらないので終点Bでの位相はそろつている。比較

のために、反射″点をBr点の真下 (P'点)と する別の経路を考えてみよう。P'

点を微少に左右に動かすと、経路の距離はそれに比例して変化する。そのた

めにB点での位相がそろわなくなり、例えば図に示したように波動の山と谷

が出会い、互いに打ち消し合うことが起こる。つまり、光はありとあらゆる

経路を通るのであるが、最短時間の経時以外の経路を通つたものは打ち消し

合うのである。この傾向は、波長が短い波動ほど頭著になることは容易に納

得できるだろう。

まとめると、以下のようになる。光は波動であり、あらゆる経路を通る

のであるが、波動関数の位相が定常的になる経路だけが生き残り、他は異な

る経路からの寄与が位相のばらつきのために相殺し合う傾向にある。波長が

十分短いという極限では、幾何光学的な最小時間の経路だけが有効になる。

同様のことを非相対論的な料子について考察しよう。

[例劇

屈折の法貝Jに 関して同様の考察を行え。

(ヒ ント)

そもそも作用 Sの物理的な意味は何だろうか?こ こでは~般的な作用で

はなくハミル トン・ヤコビの方程式の解である作用を考える。計算を見やす
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くするためにハミルトェアンも

Fい湖幸麟ly倒
の形のものに限定する。      |

きて、渡動関数ψに対してt"シキィヤディンガ…表示での輝動醸激"ψ ,

ψす(サ.F〕 諄

'ギ

ヤψ(・)

を定議すれば、ψ3は"陣閣によるシュレH7~ィ ンガー方寵対'|

れ豊
轄 辞 軍ヤ(T,直彫 (サ】F)    |

=卜森緑+TⅢ)lψ (を,r)   ‐
を充たす。             |           |

滋申腕騨欺仏ωを

 輸 品 ぁま響    |
と置いて上のシュレーディンガーカ檎鼓娼代八 して れのべきで轄理すると、

す寄=瀞督)2_品繹|1鍮簿・讐…義静ヤロ
となるので、れのゼロ次の項を嵐畿して |         |

…名伊率ず者1欝滓+y口    |
を得る。 これはハミルトン・ヤ瓢ぜ赫瑠蔵に触な―らない。

このことから、れ→ 00鶴醒埒t締翔ギ般灘勲圏数の位相昔憲嫌するこ

とがわかつた。          |           |
波鞭 を         | |

ψゃ(→ 圭み(r減響    |
と書き、S(r)をハミルトン・ヤ平ビリ野報戴の解とする近似を、1準甘典逓似

あるいは,WttB近似と呼ぶ。    | |         ‐

[4Jl‖18母1                                               1      1                                  1

-次元自由粒子の系のハミルト手アン中

rしれ寧縁
であたえられる。

(1)ハ ミルトニアン'ヤコどの力機剥殺襲てて作用どを解幌
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(2)渡動関数をψta,サ)=C″P[づ景1と したときに、滋動園教が平再波になつて

いることを示せ       ‐

(ヒ ント)

エネルギーを
『

として、     ‐

s=預れβ,一 ゴサ

班

 的 う却 静
二1義 ("一 瑚

となる。この平面波を重ね合わせたものもシュレーディンガー方程式の解で

ある。              ‐

/ぼ
″九(F),何P諄

争
章

メⅢ
A(neaPl;("お あ …

Ⅲ
サ消

君盈斜鑑 名垢程轡離と後班鞠 臨縄 !靴ま

;3言
!弘立空

軍冒旨=登
堅坐干0  

‐

景控信池毬:低よ/番岳畳雪電子講雪掃鶴録と言替f審塞軽鑑岳番督Fや
り
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25.2.2 経路積分と最小作用の原理

実は、近似なしの厳密な式として波動関数 ψs(サ ,r)を 、せ=0に指定した

始点から時間 t後にrに到達するあらゆる経路 Pについての和 :

ψ,|,→ =童 ゴ畳甲
騨 P

で書ける。 (正準量子化に基づく証明は量子力学の教科書を見て欲しい。)こ

こで島 (サ ,r)は経路Pに対応する作用積分である。

プランク定数が小さいと考えられる古典の極限では、近接する2つの経

路Pと P′
に対応する作用積分が少しでも値が違うと、位相が大きく異なるの

で、上の経路についての和は相殺する。近接する経路Pと P′ に対する作用積

分が同じ値ならばその寄与は足し合わされて、増大する。

すなわち、cを経路Pと P′
の差の大きさの程度として、

|びS=SP十びP~島 =θ ((C)2)

のような経路Pが古典極限では実現する経路である。このとき、Sはハミル

トン・ヤコビの方程式を充たすので、そのような停留値をあたえる経路1つ

の寄与だけを考慮したものが、前小節における準古典近似である。

これが、最小作用の原理 (正 しくは作用が経路の微少変分にたいして極

値をとるという原理)の量子力学からの起源である。

26 不変 トーラス (invariatt torus)

26。1 リウヴィユの定理

自由度 Nの系において、N個の独立な保存量 ■ (ど =1,…・N)20がぁ

り、それらの間のポアッソン括弧式がゼロ

{二 ,弓 }=0,(ぢ ,J=1,… が )      (334)

の時に、この力学系は完全に解くことができる。 (リ ウヴィユの定理)

すなわち、N個の保存量 島 (づ
軍 1,… .N)の 関数として書き表され

た、N個の断熱不変量み=み (■ ,…・J怖 )に対して、それに正準共役な座標 :

φ
.(ぢ

=1,・ …メ)が見いだされ、正準変換 :

(9,P)→ (r,φ )

が明示的にあたえられる。新しい変数 :(r,φ )に対するハミルトンの方程式は

容易に積分できる。

20すなわち、すべての点で微係数 】■ (づ =1,… ,N)が一次独立である、と仮定する。

=品 eずいよ~rla卜=瑚

キ
Ｌ
　

ハ

嘔コ了10
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■ (づ =1,…・メ)に よる相流を考えよう。

鮮 =(?れ ,弱P,=器
静 =〈P71,,PI・ lPB=― i器 (ガ ,れ =lⅢ …

「
)

ただし、それぞれの相流のパラメータを sl(づ =1,…・
「

)と する。

上のの微分方程式が積分可能であるためには、

赫 ―赫 =0

辞 簿
…

諄 休 =0(ど ,・ =1,… が
)

が必要十分である。ヤヨビの恒等式を用いると

蒜

…

赫

={{oれ ,二 }Pぁ FJ・ }P,一 〈{?n,FJ・ 〕P,,■ )P,

=一 {{■ ,FJ・ }PB,r}F'=0(抑 喜 1,… ,メ )

であり、同様のことは Pれ (り =1,…・メ)に対しても成り立つ。したがつて

{■ ,弓 }P,は定数である。特に、{島 ,弓〕P,=0(ど ,ブ
言 1,… .「)な らば、

上の相流は解くことができる。

幾何学的に言い換えると次のようになる。 2N次元相空間に埋め込まれ

たN次元部分空間 :

れ竹={P,α l島
主

rl・ (づ =.… 2V)〕

21の接ベクトル場

D「 =亭[器森―器森l律 =…明
が可換であれば、この積分曲線として相流は求められる。呂 (ど =・ …メ)が

大域的に定義されていると仮定しているので、接ベク トル場 DFt(た ,…N)も

同様である。運動が相空間の中で限られていれば、〃rを コンパク トな空間

としてよいだろう。この時には、位相幾何学における定理により、grlま N

次元 トーラス :TNと微分同相である。

[自 明な例 :2次元異方調和振動子]ハ ミル トニアンは

r=甲 +警 (??″
2+り

y72)

とあたえられる。保存員として、孔 軍森 +号 (り 3を
2)と

残 =森 +号 (り 9y2)

を考えよう。相流はハミル トン流と同じ形をしているので、運動方程式を解

21】ぇが全ての点で一次独立なので陰関数の定理から、F・・=占 をN個の力学変数について逆
に解くことができるので、N次元部分空間になる。
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くことと同じになり、

Ⅲ=Asれ (中,Sl+び1)

P,=Ac?駅p伊 31+び1)

y=,Sれ (的 S2-十 れ)

乃とBCoS(り wS,十 び2)

と解ける。これは4次元の相空闘の中の2次元のトーラスをあらわす。

[それほど自現でない例 :3次元甲黙子]ハ ミルトニアンは

「=券瞬+議1  ‐
とあたえられる。保存量として、Pl tt P,と れ 手告瞬 +諾蕗1を考えよう。

相流を求めよう。

熊=磐矛■1

静=1離警|〒
0

洗事閉子=Pθ

緒=市幹■端鮮

解はそれぞれ

ひ吾sr十 。側fサ・

Pφ =何恥
'サ

・
'=γ

P,:吾 ゼ
零孫評字

'生

1響 。θS2β

≧摂拡盟鰹縦写紹鑑再:穐言墨&腎船筑槌ゴ岩
制限のもとで、P,語 翅

零評牢Vl… 事ジ号・
。S?β がそれである,2次元 トー

ラスと微分同相であることは、見やすい。

ここで注意しておかなければならないのは、リツプイユの十定理の言う不

変 トーラスは、位相空間の話であらて、築空蔚?話ではない。|の例で実空

間は球面である。                    |
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次に、リウブィユの定理の後半、1完全可解性を示そう。断韓不変量ムを

前に述べたように、        |

名=嘉 /PnⅢ、(.=1,・ 1ギ)  | (335)

と置こう。明らかに、ぁは保存量,(ぢ 手l,… 。N)?関数である。すなわち、

あ=rn(み …,PN)

問題は、名 と正準共役な座標がを見いだすことである。

簡約化された作用 :

(33の

は、保存量島 (ぢ
吾 1,…・N)1座標

"(れ

手1,… FV)の関数であるが、それ

をぁ (■ =1・ …7V)と 座標 守売 (れ =1・ …ダ)の関数と見なす手とができる。

それを、            ‐          |
島。ど手ネeど (ri・・・r「 ,91,1・ ?ド )

と書いて、正準変換 i lP,9)→ (r,φ)の母襲教としキう。したがつて、

φr・ 手軽執計

?n=地伊 (れ 〒1・ …N)

となり、上の式が欲 しかつたφぉい 千 14… N)をあたえやo φiが同期 2Tの

周期座標であることを見よう。他の躍標を固定して、隆標 守.について一周す

ると、補約化された作用 島。どは

S陣
!事 Σ /P,|?73

島認→ 島ea+2T島

である。22

したがって、座標守.について■用するど

φゎ→φ.+2T
22島守言券 角 Σ .PSどずがヽ柔ほ積分緑隣■によらない子とを示そう。

(r,φ)の報 0は

Σ・どが・ Σ牢げ=《。十Σlめ
|      す         |

を充たすので、   Σどキお〒左α打ガ

(337)

零P鯛忌セ縦護。地ぷ製予晶亀蜂F∴
・瑚)・帥限するムⅢ輔定されるの

Σねハず=?●,キ Mr

(342)

=強
換lP,9)→

(338)
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,lf■■tl

となり、稔かにφ
"は

同期2Tの周鋼選標である。新しい変数 :(L,先 )(・ =
1.…

「
)でのハミルトィの方程式は

争 =2鞠 設
|〒 C。角胡 口浮 切 れ

警 =里鞠 評 |‐ 0い =1.… ギ)

と簡単になる。 積分すると、

φ角=り .サ +39η Sサ ,

島 事00れ Sサ .|(■
=1・ …ダ)

となる。

再び、2次元異方調和振動子の例で考えよう。 ハミル ト手アンは

「
=Pを

十p3+培
|(‐3と

2+り寧y2)

であり、保存量は 島 =森 +者 (口多Ⅲ
2)と

島 =森 +サ (ギ 72)でぁる。全

エネルギーは、β=島 +亀 である。1断熱不変器は

あ軍兼FPr的 =諸
る=ぢ十ずPv淳7脅

となる。積分を実行すると、         |

岳盗耕すPβ施軍番
もま弟ず角戸物争

となり、したがつて、全エネルギーがコ耳何″Ⅲ亀 =り,あ 十的るであるこ

とを考慮に入れると、       |

鑑 =り,

銘|=り,

が得られる。

異なる2つの経時守と守|に沿つた横分の差 :

ぱ ―ぱ 言
崇 !E事 打げ ―

ん 平

打an   伸4り

は、ストークスの定理により、経路守と守
′を2っ の環界とするyr上の曲面 Σにわたる面積

分であらわせる。すなわち、

名守―げ 章
非 え 軍

軌 A″
  ‐  ●4o

と変形されるが、有辺はゼロであるましたがつて、rt・
Tは積分路 :守 によらない。

140



，
　
　
　
　
　
　
ス
守

ｒ
ｒ

ゼ

あ

一一　
　
で

簡約化された作用は

島eど 手r作れ+ゴ駒的

昨あ一零1挽十/yね■1響ルy
から、新しい座標 (φ ,,φy)は

'
体 轡 1崩ぼ批   |
φ留一母教汁キS'η'1ギ拷躍持

と求められる。不変 トーラスの醒標は ,α itt Tわ り1磯かに周却的な座標に

なつている。

逆に解くと、                |

伊手
v毎顧

:母わいφ,

留干マ匂需|1卸Bφy          ‐

となり、新しい変数に対するハミルトンの方鵠式の解 :

φ″軍りrtキ 毎

句手中∬十ら

を代入すると、単振動の式空再勇する|ただし、名,ら は積分驚数である。
H伊 によつて生成されベクトィレ器は、島 ;亀 が定数の空閣い制‐限すると

υr悪 雛難…警競
平Pr絵 十口

2ぉ

虜挙
軍抑

"或務
となる。同様にして、

駒露れボ儲声
したがつて、路 上に2穂類の穂分帥線の燥まりが韓けて、それはφごとφ立
で自然にパラメータづけられる。(図 )

次にそれほど自明でない例として、1水鶏原子をあげよう。

27 微分鶴何学(d   靭胞鞭蜘調Fy)|

27.1 計量 (metFiC)

ユ~ク リンド空間に入る自然な醒糠幕でわるデカルト座標 :(伊 1挽 ″)から考

えよう。 点律;路 ″)と 勝擦する点(Ⅲ Ⅲ擁,y■ 物,″ 十ど″)の繭の臨藤ど,2
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は、ピタゴラスの定理により、

どs2=ぁ2+的2+d″ 2
(34朝

(34o

ここで、速度場 :材μlは座標密のみによることに注意しよう。一方、条件

(1)から、α tt daだ けの1回の変換をaと びaに よる2つの変換の合成 :

督十挽 =r(aO,φ (olび 0)):=す (切 o,。 キどa)

α十的 =φ (a,び a)
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28 変換群 (tranSfOrmatiion group)

ある軸の周 りにある角度だけ回転する2つの一般には異なる操作を2回

くり返すと、それは別の回転軸の周りの別の角度の 1回の回転で表される。

そして、ある軸の周りにある角度だけ回転をもとに戻すことができる。これ

を、回転群 と呼ぶ。 この考えは、一般の連続的な変換群に拡張することが

できる。

連続なパラメータ al,.,anを 含む基点 :毎0か らの変換 :毎。μ→ ″μ=
rμ ("01,.… 30Si al..,an)が 群をなすとは、以下の2つの条件を充たすこと

である。以下では記述を簡単にするために、上の変換を毎0→ ″=r(督 Oi a)

と書く。

(1)変換を2回続けて行う|と を考えよう。すなわち、

■0→ 密=r(毎 0'α )

打→ゴ=r(密 ib)革 F(r(何 oi o);b)・

ここで2行日の式の左辺が、あるパラメータc=φ (a,b)があつて、す(r("0;a);b)=

r(20,c)と 書ける。

(2)変換を→ 密=ア仲oi a)の 逆″→ 研0=r(ど ;a)があって、パラメータa

が一意的である。逆の一意性は陰関数定理から、deサ (農犠 )≠ 0が成 り立

つならば保証される。

恒等変換のパラメータをα=0と書こう。すなわち、伊=r(督 ;0)。

パラメータの微少な変化びあに対応する座標の変化を何′=″ +ど仔と書こ

う。すなわち、

″+れ ます(aiび a)。

あるいは、左辺をテーラー展開して、

れμ=器 L=0びが〓切勺すが



と見なすことができる。言い換えるとt

が=摯箸静半峠諄ぱ手中♂
と書ける。これを逆に解いて、   ‐

(3陛日5)

(346)

(347)

となる。これが、これつヽらの議論の鞭 こ譲る!重要な式である。1大手なポイ
ントは yち はパラメータaによるが、経度婦げづほ圏嫌にのみ獄存する。上

の式を♂
(ブ =1・・.恥)につい下の微分方繰式と見なすことができる。この

微分方程式系が積分可能であるためあ必要十分粂作は

したがって、

あるいは、言い換えると、

oaゴ =ヂ持的わドJ″持=ずれ

曲〆=げがダ■ザどyちどαゴ

段歩ヨ守亀サt中干止…Ⅲ

絡 …慾 れゴ… ,
となる。これを書き直すと、

静 y名 ―粘輩ゴ|“かポ拳 一幹)|
革器緋 y与 …器戦ヤ特キ

“
町幹 中馨徐り

'

報 プゴ緋 y特 一叫rryrf戦才中れ(轡 ―轡 )

手0(す,J■ 1・ …■)

整理すると、

ち戦―ザん名苦ユ十ぱれ(緋 1警)ぱA♂ =0

となる。ぱ!は aにあらわによらないので、

曜 静 T喝 抑
押 貯 軍軌 T I側

)

は定数であることがわかる。島 !"者韓叢簿数 ls・齢W鶏叫ec囲即陶耐)と呼

ぶ古構造定数 島 !″ は下の添宇ほついて、反対称である。   |

偽 i中 こ■Qttm

u7r場
替非…

“

ク
た
培ぼ算

とθ格
あ

“
Ⅲm

(f,ゴ ■ 1・ …7B)

(349)

(348)
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したがつて、

(351)



ベクトル場υ持を

υ持==|イ持
そす;冴                       (352;

と置くと、υたは代数となすとすなわち

p持 ,竹 ]革 C竹秘りぁ (れ,4=1・・・れ)     (353)
を充たすとベク トル場 υたの幾何学的な意味を理解するために、パラメータの
微小変化びaに対する任意の座棟あ繭数P(ぉ)の変化を見よう。

どP(。 )=こ 鍔
どFI車=苫告;|“

″
～
びαた

=ェ
びαんυたF孔          (354)

このことから、υ内を微少変換の生成子と呼ぶ。ベクトル場υ持にBgするヤコ
ビの傾等式 :           ‐

[竹 ,[υ持,7:]】 キ
[υ持〕pri竹コキ[υh tり ,υ内]]=0  ‐

を書くと 構造定数島rれ に対する以下の条件 ;

9m・θ析秘+島mttar碑 +9■・9rttT=0    (355)

を充たす1 本文では、微少変換の生成子の例として、ハミルトェアン、運
動量、角運動量、ルシゲ ,レ シジの人クトメレを暴げた。    |
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