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中野藤生

と比べて,オーダーとしては弱い普遍性 と矛盾 しない (jln･J)/y二ASnll)-普遍 )｡より

定量的な結果は,収束のよい線形緩和関数3)を評価すると得られるであろう｡

結論 としては,動的現象でも弱い普編性が成立 しているようである｡これからの方向

に関して次の点を示す.(i)繰り込み群によるアプローチ｡一つの方法として連続体模型

を作ることがある｡ EightVertex 系では普通のG-L系 と違って, 2つの場が必要
a

にな-てくるo帖摂動論50)臨界点でM(t)′イ W(W-p/dl))なので,Wが 吊こ放れ 揃

･(t)- 一 缶 lnt････という形がでるoこの場合 Intの項 が出ない事 を示せば, 館 -=

Oよ り机 (1)-W｡,A(1)-p/W.-告(1-号り-A｡(1一手)とな-て1次の範

囲で弱い普編性が有効であることがわかる｡しか し,非平衡での平均 を間勉にしなけれ

ばならないので,証明は難しい｡
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名大 ･工 中 野 藤 生

§1 序 論

本節は前おきであるo スピン変数 O.(±1, 0の3つの値をとる)によって表され る

i番格子点の各状態が D(0.) 重に縮退しているとするO格子全休の-ミル トニアンは

H-~J(lP,)010, (1)
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によって表され る｡論 を的確にするため最近接点対 (i,i)の間の相互作用のみに限定

した｡ D(1)-D(-1)とすると,全体系に起る相転移はパラメータZ…D㊥)/D(1)に紋

存 するo Zは格子点の相対的状態和と考えてもよい｡ Z>Zt(分子場近 似で求めると

Zt-4)ならば 1次転移がZ≦Ztでは 2次転移が起る｡ したがってZ-Z.は 3重

臨界点に相当するo Z- e-PF とおくと, 1図

のような相図が描かれる｡曲線内 (原点側 )紘

秩序相,曲線外は無秩序相に当る｡また点線は

1次転移,実線は2次転移を表す｡格子点上の

成分系の正体が分ると, ド-F用が温度の関数

として定まるので, これ を相図上に重ね描 く｡

これ が先の転移曲線と交る点が転移点で,交点

が破線 (実線 )上にあれば 1(2)次転移である｡

1重項 ･:i電項スピン系 (3重項がAだけ高い
｣

)U)場合 には, rl,ニ ーhTln(CkT +1 )となる

(2図 )0

T

l 図

T

2 図

§2 Two-DoubletSystem

ノ､ミル ト二アン(1匿 っいて 0.-± 1,±α とす る(Two-doubletsystemの特殊な場

合20)これで相転移の多様性は尽され る )｡縮退度 をD(0.)-D(-a)とし,比Z…t)(吟1

/D(1)を用いて相転移が分類さjt, 3図が得られる｡これは UI3 の 1次転 移を説明す

-F α二二0
ヽヽヽ

3 図

るのに用いられた｡§1の模型でZ<2の場合 にはLee-Yangの円周定理が成立っ｡

本節の模型では α-1/3 の場合 (ス ピン3/2に該当 )にはZ≦3で成立っ｡ 2次転移
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で円周定理の成立たない領域 はあるのかどうか?

§3 KDPまたはDKDP

徳永 ･松原の論じたKDPすなわちKI12P04の模型がある30)po4対の0-0対が1個

の陽子によって水素結合になっている｡その陽子に対するポテンシァルは double-well

型である｡このポテンシァルの下における基底状態の他に一つの励 起状態 を取入れた

two-doublet模型を考 える40)励起 doubletについては transfer32も考慮に入れるO全陽

子系のハ ミル トニアンとして

H--ipc1-9∑ユユ o;了 J ∑ ⊥ h oz也 oz1 2 1<j 2 11 2 1j

-Kle T lo.Z.呈 02Z了 L.5,等 01,す olj

l+ C.
(1)

を採 る｡ Aは励起のエネルギー, ciニ ー1, 1 は陽子の励起非励起を, olZ,,oZ2Jは

iボ ンドの陽子がどちらの谷にあるかを表す｡ 実験5)では4図のようにな り, 1次転移

温度が高い (1図 と逆 )｡(1)の解析によれば,適当なパラメータの下で 5図が得 られ,

4図が理解 され ること,また同位元素効果 (陽子一重陽子 )もよく理解 され ることが分

っ た ｡

P(圧力 )

4 図 5 図

A 暗影面 :1次転移

透明面 :2次転移
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九大 ･理 小 貫 明

臨 界点近 くの流体のダイナ ミックスは大きなゆ らぎのため通常の流休力学では記述で

きない今 までの研究は平衡のまわ りのゆ らぎを扱 ってお り,平衡か ら大きくはずれたと

きのダイナ ミックスの研究はほとんどな されていない｡ (スピノダル分解については川

崎が手がけている｡ ) ここでは ShearFlow が存在するときのゆらぎの分布 とダイナミ

ックスを考える｡高分子溶液 と共通 した問題がある｡ どちらも大 きな液滴 もしくは分子

の存在が通常の流体力学からのずれ を引きお こすのである｡

マ クロな流れは u(ri=Dyexで与えられ とするo オーダーパラメーター S(r,t)は

速度場 tT(r,t)で convectiveに運ばれる｡

is(r･t,･V(sv,-o

ただ し, Vの平均は今の場合 0ではなく.

<V(r･t)> -Dyex

一方,

∂
- V+(V･V)V--
∂t

kBT
Po

(1)

(2)

S槽 +更Av･1-(ど+?*)∇(∇･V)+FR 〈3-β β

ここに ¢｡は熱力学的 potentialo

計算の途中は省 き結果だけのべる｡

流れによってできる波数 として,
k ｡- (a D)i
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