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ゆらぎの定理―非平衡な世界の対称性―
Keyword: ゆらぎの定理

1.　ゆらぎの定理が問うこと
物質は有限個の原子からなっており，熱力学量を精度よ
く観測するとその値は本質的にばらついている．このばら
つきのことをここでは単に「ゆらぎ」とよぶ．特に，マイ
クロメートル程度の「小さな巨視系」では，熱力学的量は
定義されるが，何をするにもゆらぎが伴っている．平衡統
計力学や線形非平衡統計力学が構築される際には，この
「小さな巨視系のゆらぎ」に対する洞察がオングストロー
ム程度のミクロな力学世界とセンチメートル程度のマクロ
な世界の橋渡しを担った．本記事のテーマである「ゆらぎ
の定理」1）の主たる舞台もそこにある．
例えば，異なる温度の物質（小さな巨視系）をそろっと
接触（熱接触）すると，エネルギーが移動する．温度 THの
高温物質から温度 TLの低温物質に時間間隔 τ で移動したエ
ネルギーをQ（τ）と書く．ここで，τ はエネルギー移動の特
徴的な時間スケールよりは十分長く，二つの物質の温度が
等しくなって全体が平衡化する時間よりも十分短く選ぶ．
このとき，測定時間 τ や温度など条件を固定して多数の測
定を繰り返すと，Q（τ）の値はばらついている．「ゆらぎの
定理」はこのとき得られる頻度分布Pτ（Q）を問題にする．
図 1を見ながら，頻度分布についての基本的な性質を確

認しよう．まず，Q（τ）は時間間隔で積算した値なので，τ
を大きく選ぶとQ（τ）/τ のゆらぎは小さくなり，ほぼ決ま
った値をとるようになる．その確定値を J*とすると，熱
力学第 2法則「熱接触によってエネルギーは高温から低温
に流れる」により，J*>0である．また，ゆらぎの程度は τ
に依存しない正の量 χQ≡〈（Q－J*τ）

2〉/τ によって特徴づけ
られる（〈 〉はPτ（Q）による期待値）．エネルギー移動率の
確定値 J*  ，エネルギー移動のゆらぎ強度 χQ ，そして究極

的には，ゆらぎQの頻度分布Pτ（Q）の背後にある「普遍的
な法則」を考えたい．

2.　ゆらぎの定理以前の風景
J*の値を定量的に議論するために，THと TLの差が非常

に小さい場合を考える．この場合，アインシュタイン，オ
ンサーガー，ナイキスト等によって見出された「揺動散逸
関係」が成り立つ．具体的には，エネルギー移動に関わる
熱力学力（全エントロピーの低温物質のエネルギーに関す
る微分）をX≡1/TL－1/THと書くとき，関係式

eq1
* 2 QJ χ X=   （1）

がXについて 1次までの寄与に限定した範囲（線形非平衡
領域）で成り立つ．χQ

eqは熱接触する二つの物質の温度が
等しい熱平衡状態で測定された〈Q2〉/τ を表す．*1  表記を簡
単にするため，ボルツマン定数は 1とし，温度はエネルギ
ーの次元で与えるものとする．X >0のとき，熱力学第 2法
則 J*>0は（1）式から分かる．
（1）式を一般化するために，時間間隔 τ における全エント
ロピーの増分率 σ（τ）に着目する（非平衡過程でこの量が意
味をもつためには，エントロピー増分を担う部分系で局所
的に熱力学エントロピーが定義されている必要がある）．
熱接触の場合には， σ＝（Q/TL－Q/TH）/τ＝JXなので， （1）式を

2

2
τ

σ σ〉=〈 〈 〉  （2）

と書き直せることを，代入して確かめることができる．た
だし，（1）式が成り立つ線形非平衡領域では〈σ〉がX 2に比
例するので，（2）式ではX 3以上の寄与を無視している．（2）
式が揺動散逸関係の「マスター関係式」である．実際，外
力で駆動される場合や化学ポテンシャル差が存在する場合，
あるいは，複数の非平衡性が関わっている場合でも，線形
非平衡領域で熱力学的力と流れからエントロピー増加率を
一般的に定義することで，（2）式がそのまま成り立ち，輸
送係数の相反性を含む一般的な揺動散逸関係が導かれる．
揺動散逸関係は，物質を構成するミクロな力学世界を記
述する法則にもとづいても議論された．線形応答理論と総
称されているこの体系により，エネルギーが高温から低温
に流れる，というような非平衡現象に関する基礎法則が確
立したと思えるかもしれない．しかしながら，マスター関係
式（2）式は揺動散逸関係を統一的に記述しているが，線形
非平衡領域でしか成り立たない．それを一般原理にまで高
めるには，「平衡から遠く離れた系」に向かわねばならない．

図 1　Qの頻度分布の概念図．Q/τ を横軸にとり，異なる測定時間 τ の
頻度分布を示している．測定時間 τ が大きくなるにつれて，分布は確
定値の周りでシャープなピークを示すようになる．熱の移動による
エントロピー増加率は σ＝（Q/TL－Q/TH）/τ＝JXとなる．
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3.　ゆらぎの定理の登場
（2）式が「平衡の近くで成り立つ近似として」導出される
一般的な形を想像してみよう．例えば，

〈e－τσ〉＝1 （3）

を考えると，X 3以上の項を無視することにより，（3）式か
ら（2）式を確かめるのは容易である．さらに，自明な不等
式 e－x≥1－xを（3）式にあてはめると，〈σ〉≥0を得る．これ
は「全エントロピーは減ることはない」という熱力学第 2

法則の表現である．（3）式が一般に成り立つには，σ のゆら
ぎの頻度分布Pτ（σ）に特別な性質が必要であろう．例えば，

Pτ（σ）＝Pτ（－σ）eτσ （4）

が成り立てば，（3）式が成り立つのはすぐに分かる．
以上の議論は御都合主義的な論法を使っており，（4）式
が成り立つことを示しているわけではない．むしろ，こん
なに都合よく成り立つはずがないと思うのが健全であろう．
しかし，この（4）式こそが「ゆらぎの定理」である．（4）式は，
確率過程によるメソスケールダイナミクスの記述，古典力
学による記述，量子力学による記述などにおいて，条件や
仮定等についての但し書きをつけた上で，幅広い非平衡系
に対して成り立つことが知られている．そして，（3）式は
「積分されたゆらぎの定理」と呼ばれる関係式である．さ
らには，平衡状態にある系に対して，外から系に操作をし
た際に系に行う仕事のゆらぎを自由エネルギー差と結びつ
ける「ジャルジンスキー等式」2）は，（3）式においてエント
ロピー増加率 σ を不可逆仕事に読みかえれば得られるので，
ゆらぎの定理と本質的に同じである．
ゆらぎの定理（4）式の内容をもう少し詳しく見てみよう．
まず，典型的にはエントロピーは増えるので，Pτ（σ）は σ＝
σ*>0で鋭いピークを持っている．τ を長くとればとるほど
ピークはより鋭くなる．当然，エントロピーが減る事象を
観測する頻度はより少なくなる（図1参照）．ところが，（4）
式によると，奇妙なことに，そのエントロピーが減る事
象 σ＝－σ*の頻度が，典型的な値 σ＝σ*をとる頻度と法則
によって結ばれている．「稀にしか生じないゆらぎも含め
た統計的性質の対称性が平衡からの近さに関係なく成立す
る」というのがゆらぎの定理の主張する驚異的な内容であ
る．

4.　ゆらぎの定理からの展開
ゆらぎの定理は何をもたらしたのだろうか．少なくとも
理論的には風景が一変した．例えば，これまで難解だった
「熱力学第 2法則のミクロな力学世界からの理解」につい

て，何を前提として何を結論できるのかについて，簡単に
答えられるようになった．煩雑で見通しの悪かった様々な
計算を簡潔に行うことができるようになった．エネルギー
移動の解釈に便利なこともある．さらには，エントロピー
増加率 σ を色々な形に取り換えることで，（3）式，および，
それに付随する不等式〈σ〉≥0を無限に導出することがで
きるようになった．このような考えは，定常状態熱力学と
して「拡張された第 2法則」の提案 3）によって始められた．
そして，現在までのもっとも有意義な応用として，いわゆ
るマクスウェルの悪魔問題とも関係した測定＝フィードバ
ックを含む操作に関する「一般化された第2法則」の導出 4）

を挙げることができる．これらはゆらぎの定理そのものと
いうより，「恒等式の利用の仕方」という技巧的な面から
きている．しかし，物理的に意味のある恒等式群の背後に
より基本的な構造があるかもしれない．
ゆらぎの定理と実験の関わりはもっと萌芽的である．ブ
ラウン粒子を使った単純な設定で検証実験がされて以来，
いくつかの検証が行われた．特に，半導体素子を使った非
平衡条件下の電流ゆらぎに関して，ゆらぎの定理から期待
される「3次以上の相関と応答に埋まっている対称性の検
出」に向けた実験 5）については，ゆらぎの定理の本質的側
面である「稀にしか生じないゆらぎの物理」とも関係して
おり，新しいアイデアが必要とされている．また検証する
だけでなく，実験に対するゆらぎの定理の有効利用法 6）も
試みられている．
近年では，強相関系や高エネルギー物理においても，強
外場中の非平衡現象に関心が高まっている．これらの現象
に対して，見通しのよい記述を与えることは非平衡統計力
学のひとつの目標である．その際，ゆらぎの定理ありきと
する段階ではないが，頭の隅においてもよいかもしれない．
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*1 熱平衡状態では J*＝0であることに注意．


