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森 ･西川

ではPF和 0.21, fcPで はpc和 0.17 とい う結果が え-られるO なお ここ

での方法はfieisenbergスピン紅 も拡張できるが相転移 と関連 のある問題

は考えていないので省略 したa

r･二)
Heisenbergかbdelのス ピン系 小 口 ◆1武 彦 (東京教育一大 )

強磁性分 子場の一体のHamiltonianは

Hn(i)- -2Jヱ言sL･E (1)

スピンは 1/2とし ,外場は簡単に入れ られ るか ら省略 し ,他 は通 常用い られ

る記号で あるe. ス ピンの乎均値は

<Sそ> -TrSiZe朝 .)/Tre-PHtv - (1/2)tailhPZJ言 (p-1施T)

(2)
一方全系 の状態和を最大にする<SZ>の解 は (2)-で SをくSZ>でおきか

えた.もーのになるからS-<SZトは selトconsistentで あるb

これを拡張 した著者 の二確ス ピンtlamilto'nianは

Bi2,(i･j)ニ ー21沃 ･キ ト 2J(Z-1)S (Sir+sJ･Z) (5)･

く S7,-7号

1-■-■-
2

Tr(SL･Z十 SJZ)e一卵 (2)

T, e一卵(2)

coshP2J(ヱ-1)義

coshP2J(2-1)言十e~βLcbshJ9J
(4)

然 し (4)は全系の状態和 を最大にする解 と一致 しない,.一方革as,te.leijn-

Kra?endonkの cOnStantCOupling近 似では

う ｢㌢

鞄 ti･j)--2J(Si･Sj)-a(SiZ十S12) (5)

とaを parameterに残 し ,全系の 状態和 を最大にす-る ようにa'を求 めて-

a-(之-1/之β日 og〔(1+2<SZ>)/(1-2<SZ>)〕 (6)
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二次の相転移

著者が滞米 中江.B.Callenや W.Marshallに きいた所に よると (2)か

らS%-求めて(5･1潮 紅代入す a･t(朝が求 まや?

この理由を考 えてみるE,全系のエネルギーは

<H>-･Trユ∑ ト 2J･)‡∑(S･L-･Sk)-+==コ ⊆;岩

之 <ll.j> k

→ → --> う
慧⊥(sj●Skト (Sf'SJ')lpⅣ

冨岩 ⊆岩岩】

-(N/2)< -2J(Si･Sj)-'2J(I-1) S (ギ 十SJ･Z)> (7)

i･) はnearestneighbor (n･n･)の格 子点 ･∑k, ∑･k･は夫 々i--,/

)のn.a.の和であるa -方 また

/b -TT(-2J) ∑
<t,k>

･-⊥ゝ →

(si･Sk)pN-(N/2-)<-2JZ宮S-3> (8)~王
/'

但 しPN は全系a)密乾布恥 (7),(8匝 言は夫 々 Tr'(i-i)SkPN,T,(i)SkPN

の多少 の釦 ､はある○ ここに TT′(iJ･)及 び TT'(i-)は夫 々i･}及びiを

除いたすべてのス ピンの TraceであるO(7日 al は勿論 (5)I(1)と.ii致 .

している,,これか ら結局

TT/(i-)H2(り )pN-<H(V(i)十 const･>

つ まり密餐行列を知 らな くてもLf(1)(i) 〔(1)式〕を知れば ,

a(2)(去,j十〔(5)式 〕が準走出来 る_O そ こで (5)を拡張 して
｢′7
●→･.→

鞄 )'(a･j)-⊥2J(S三･Sj)-(a-As)(SiZ十S13)--bSt-as12

とおき_constan_I coupliTlg近 似に

O-i=TrSiE-sjze一年tz/yTrer舛昌

を追加 して議論 を進 める こと牟申来るd 然 し (9)の考えを拡張 して

Trl(L･,j)HS(i･j･k)Joy- -<H(2;(i･j)+ const>
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森 ･西川

にな るようにH(5) をきめると (i･j･kは一列に並 んだ ス ピン ) I

→ → -う →

H(,_)(i･j･k)- -2J巨 Si･Sj) 十 (Si･Sた)′巨 blsiZsJZ十 SjZskZ]

-csiZskI-〔2J(Z-1)S-bS-cS](SL-2十SkZ)

-〔2J(2-2)育-2諦 〕sjz

変数 S ,b ∴'cJ,<sZ> は次 の四式か ら求 まるcl

<sz>-Tr恥 SiZ-T, 42.;I(1/2) (SL-I十 S;)

-TTP(5)(1/2日 SiZ十SkZ)- TTJO(5) S･ZJ

(15)

(14)

但 し 鮎 ･o(;.,, 梅 は天 女(蟻 (10),(15)よ り~作 った規格化 された密蜜

行列で あるE,

一次 元 のTdeisenberg模型 桂 重俊 ,猪苗代盛 (東北大 )

anisotropicな Heisenberg朗odelの Hamiltonian

a--弓 ∑ Ji(reXuef,+ γ言 reI . )十 稲 γ eL .- 写 rez

を考 え る ,-Ill-J⊥<0の場合 pN芋6.g_rdnnd state.wav?が Jl1-

0の場合 のそれ にきわ めで近い性質を示すので ,Jllに比例す る項を相互 ･

作用 と して 5次 Ojorder まで ,分配函数 ,Ground-stateの Energy,

帯磁奉等 を求 めた? 摂動 項は発生 消或演算 子のー2次 aj項 と4次の項 を含むが ,

前者の現 われ る過程 は常に対応する後者の過程 と一緒VTして考えやこと紅 よ

りmodified linked cluster expansionoj定式化 が得 られ たB

Grollnd State 主知ergyは2次 まで 0-3近l似で

-ごIZLi-
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