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鈴 木 増 鍾 (東大理)

〔8月21日 受理) ･

最近､二次相転移の問題.特に. Spin系の転移点近傍に於ける sin･gulaT

riもyの問題が.いろいろな立場か ら､盛んに研究 されっっあるo しか し.ex-

ac七に解けているのは､磁場 のない二次元 工singmodelだけであるlo)磁気的

性質.特に､帯磁率等を誼ぺるには.磁場のあるSpin系の問題 を解 くことが

重要になってくる｡だが､その問題をexac七に解 くのは･非常に発かしいOそれ

は一つには.その数学的贋 造が ある(Spin)operaもorの双二次型式になってい

なlいか らである.磁場の無い場合は､二次型式になっている為. diagom jize

する ことが出来て､ e'xac七に解けたo

ここでは.磁場の有る Spin系の解を.磁歯 の_,無いSpin系の解か ら導 く

thecJTemを与える｡今.磁場の有る Spin系 (これをATlatも土ceとし よう)め

状態和 をZ(KA･誓)としよう(Spinの数N･J cn) ; KA-JA/僧 ,JA=

feTrOmagnetic Ising,冨eiserlbeTgの any_.Q_theTferromagnetic

inteTaC七iono次に.同じiaもtice s七ructureを持ち. feTrOmagne七ic

Ising7日eisenberg又は他の 軍eTTOmagneもic土nteTaCtio工lLA-1a七塩ce

と同じで無 くてもよいO)を持ったB-1atticeを A:latticeに対応 させるo

そして､ A-1attioeと R-1atticeを 工sing illもeracもionトもB)S盈･
r7

Si岩(JAB> 0Iiは1atticepoin'U)で結ぶ〇 このCOmPOund Spin sysi･

temの状態和をZOtA･竿娼 ･ KB);KAB=JAB/kT･KB=JB/軍 としよ曳

ここで･ もし･KA･竿ABを fixして･ ferromagnetic exchange i鹿 汀-

acもionJBを無限に大 きくしてやると､(又は･ B-1att･iceの温度 を零に近■

づける､ とにか くt KB--)a-latticeの全ての Spinが､ どんな次元でも

完全に ferroにそろってしまう｡即ち､ Spi工1aVeTage<S昌> - lo言い

か えれば.全ぺ てのB-Sp土nは.凍 りついて しまう｡すると､ Is土ng inteト
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acti｡n トJ適 )S晶.S晶 は (-JAB)S晶_とな り､ A-Spirlには･磁場JAB/m

(m ;Spin一個当 りの磁気モーメ ント)が apply されたのと等価になるO

依って.次の もheore皿が成 り立 っ O .

lTheoTemj

Z(KA,冒) lim Z(lIA,軸 ,KB)

鞄｢ - Z(KB)
(1)

●

'(何次元でも･ どんな ferromagneもic i串 誓 C伍禁 で もよいo) Z喝
は､磁場の無いB-1atも土ceの状態和0分琴は.規格此の為に必要であるo

この 七heoremか ら､p容易に.自発磁北に対する次の公式が得られ るO

鴫 - m･lim tim < S孟S芸>
Jj8-0K王｢ -

(2)

｢7 ｢フ~

とこに･ S左,S芸 は∴それぞれ.A-lattice,a-1atticeの隣 り合った任

意のSpi_n であるO

この theoTem を checkする列として.磁場のある一次元 Isingmodel

をとりあげようQ これは. 既に. eXaC七に解かオぎている｡ Fig.1は, この

場合のCOmPOurld latticeを表わしている｡

JA
Arlatも土ce

B-1atも土ee

F土g.1

次のような もbTarlSfeTmaもTixVを用いて. Z(耳A,KAB.KB)を容易 に求め

る事が 出来る ;

Ⅴ ==

1/abc h′a a/b

b/a. C/a-b abc

a/b ･a桓 C/ab

a払.C a/b b/a 二 --二

a - expト KA)

b - expト KB) (3)

- e軍p(-KAB)

このmatTixVは.中心関して対称であるか ら.(2次元)x(2次元)‡温t-

rixに red71Ce出来 る (App-endix)8 依って. こCu最大固有値 Iqは､

｣_
転 …Z(KA,鞄β,KBj- 2cQSh(KA+KB)cosbKAB+D2,
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D- cosh2(KA+KB)cofh2KAB-Sinh2KASinh21tB ･

Z(KA･冒)

故に

1土m 玩(KA,KAB.鞄 )

鞄｢- 2coshXB
KAB=mモレltT≡也

l
… expKA･iCOShh+ (sin打h+exp(-4KA)lETi

これは.普通得 られている公式 と一致する20)同様にして

∂
<sAs昌>-- 1ogZ(KA･iLAB,KB)∂KAB

cosh(KA+KB)sinkKAB

si血2KASi峨 〉icosh2匹打卜琴か osh2琴AB-

:. 1im<S孟S昌>-sin:nKAB/icosh2Krw- (1-e-4KA)請
K B - -

故に

･S - 轟 憲 m< S孟S昌> - {::'.震 oo
I

これは点 く知 られた結果である｡

次に.磁場中の二次受 Isingmodeユを解 くには. Fig.2のような 七町C

1ay･ers rsingmodelを解 くか又は. Fig.3のような nextneare-st

Fig_2

f･･･B Fig.3
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inもeTaCもiQnmOdelを解 きさえすれ ばよい｡第 2のCaSeでは, 七Peo-
remは次のように表わ されるQ

Z(KA･｡)= li血 Z(KAlmH/4kT,KB)/Z(KB)
KfT-舵

(10)

最 後 に､ 上 の もheoremを用いて､磁場があるとSpin系a)状態和の

singulaTiもy は消えることを議論してみ ようo ferromagn占七ic Ising

model(又 は1attice gas)の場合には､･Leeと Yang3)が これを証明したO

さてI COmP｡und･A-Bla七七iceがIJABキ0では. ただ一つの Sipgular

point(即ち､ Curie点)持っという,物理的にnaもilralな要請を認めるな

らば.次のようtJCして､上の事をもつと一般に示す ことが出来るO(ユ)式に於い

て､ Z(Kdの SingulaTPOin七はI JB-∞ と共に･ infiniteになるO 叉

A(KA･KAB｡KB)の SinglaTPOinもTcは ･次のように表わされ るo

f(JA/kTcIJAB/kTb･･JB/l屯 )- 0､…; (11)

蓬 ここで､ この解 T｡がただ一つ ということか ら.(ll)式を､次の ように書き直

せ るol

kTc- JBg(JA/itTc,JAB/kTc) i (12)

故氾TJBアoQと共に Tc一cc(g(0,0)≒0でなければならない)o 故に.

冒キ0の場合糾 まt Z(KA･冒)の Singularpointは無 くなるo

有意義なdi早CllSSionをして下 さった久保先生に感謝致しますC
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(Appendix)

中心対称の行列式は､次の ように redllCeされる｡ n次元中心対称行列を

(㌔)とすると･

Ⅹij･= 雪ト3･+1,a-i+ユ
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〔公式 1〕 n-2p (p-1.2,･･･)の時､

3ql+雪n,●●●,雪p+雪p+1

物

性

四

の
六

deも(㌔ )=
jbl+ⅩfP･'t●･㌔p+㌔p+1

〔公式2〕 a- 2p+iの時

xll+㌔1,-,雪p+jqp+2,2雪p+1

deb(%･)=
事+海n･''･･海p+海針 2･235,p+i

驚+llI ,謡h l,P ･ Ⅹ針1,P+1
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xll~雪n,●●●IXip~Xip+1
lt'- y I t r + t f + t I I t + t t f

等1~琴n,'''･葦亘~海p+i

xil~㌔1,'''･XIp-ちp頼

一●●●●■事■●●●●●●●●●一

% r 海 n･'''･海妄｢海‡汁2

iJ I




