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｢準 安 定状 態 と異 常 揺動 ｣

京大理 村 上 力

京大教養 冨 田 博 之

§1 Introduction

熱平衡から遠 く離れた熱力学的に不安定な状態からの非線型緩和の問題は.非平衛統

計力学の重要なテーマの一つでありミ)～6)特 に核形成及び凝縮過程 (order parameter

が保存されない場合 )でぁるいは二成 分混合系におけるス ピノダル分解 (Orderparam-

eter が保存 され る場合 )などの相転移の勤的な側面の研究が最近多くの人々によって

なされているC ここでは,特に orderparameter が保存され ない場合に対 し,従来主と

して扱われてきた TDGLmode18)～10), kineticlsingmodelll)～14)よ りもさらに取扱

いの容易な kineticmodelを導入することによって,一次相転移に特徴的な hysterisis,

metastablestateの出現等の動的 な側面について論 じてみたい203)

modelの導入に先だって, dynamicsにおいて重要な役割 を果たすと思われるいくつ

かの物理的な効果について予備的な考察 を行なっておくことは意味があるだろう｡次の

TDGLFokker-Planck方程式を例にとってみよう｡

前 P({<T,,;i,-∫dr′両 ilLiW ,･6TTT H p(.s(T,,;t,

∂ ∂ ∂¢ ∂

ここで, S(r)は localorderparameters̀pin'であ り

め -pldrt一言S(r)2･号S(r)4-Hs(r)･妄(∇9,,)21

(1.1)

(1.2)

は freeenergy.functional, a>0(i.e･T<T ), 9>0, J>O であるO 空間的なC

一様性 を仮定すれば,longrangeorder(LRO)

<S>.-Is(r)p日 sWi't)d(S(r))

の従 う方程式

去 品 <3,-宅<S,了 書くS3,I+左t
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を得 る｡ 但 し, k-βJ,A-βH,a′- a,/J,9'-9/J とおいた｡ さて, (1.3)式の

右辺 をみてみると,これ らは大まかにいって 2つの部 分からなってい るこ とが わかる｡

即ち,系の C0-0perativityの効果 を表わす最初の二項 と,外場H･7)効果 を表わす第 三項

である,3前 者は,系 をその ｢大勢｣に従 わせ るように働 くであろ うから,場合によって

は外場 とは逆向きの変化を LROに引き起 こす｡一方これ らの二つの効果が引き起こす

変化 の時間 スケー ルは,臨界点近傍 を除けばそれ ぞれ T1-1- exchangeenergy/spin, √ 11

-zeemanenergy/spin程度 であろ うから,外場 が十分弱ければこれ らの時間スケールは

分離 している｡従 って以上の様な条件の もとでは metastablestateの出現 が期待 され る｡

ところで,C0-0perativityに 由来する最初 の二項 の うち非線型項<∫3>tは特 に重要であ

る｡この項の存在は, saturationの効 果及び hierarchy構 造 を通 じてのゆらぎと LRO

の結合 の効果 をもた らすO以上の点 をふまえて,我 々が hysterisis,metastability等 を問

題 にす る際に考慮 に入れなければならないと思われ る事柄 を,次 の様に要約 しておこう｡

④ C0-Operativeeffectと externaleffectの競合 .

② saturation効果の非線型性O

③ LROとゆ らぎ,特に空間的 に非-様 なゆらぎとの coupling .

§2において導 入され るmodelの基本的な点 は上述の事柄 をsum rulecondition,即ち

M(i)2+lx(q･i)dq-<S(r)2>.- const･

とい う形で dynamicsに取 り入れ るこ とである｡但 し･.

M(])- <S>i･I(q･i)-∫dre~i9･r<∂S(Jl)∂S(r)>l

(1.4)

であ り, ∂s(rF s(r)-<S> であるo KineticIsingmodelにおいては S?- 1 であるI

ので,条件 (1.4)は改 めて要請す るまで もな く常に満たされている｡しか しなが ら,

この様 な一種の保存 量が存在することが, LRO とゆ らぎの時間発展の しかたに一つの

制 限を加 えてお り,逆 にこのことからそれ らのふるまいについてある程度予測 すること

がで きる｡例 えば､ M(j)が比較的ゆっくり正の値から負の値に変化 していく様な緩和過

程 を考 えてみよう｡ この時,系が速かに局所 平衡に到達することを考 えれば,短波長部

分に対 してはすでに

x(q,i)-～ x 6g) forlarge lqEeq
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となっているとしてよいだろう｡従 って, (1.4)が満たされておれば.〟(≠)=oとな

るあた りで長波長のゆらぎが増大 しなければな らないことがわかる.｡

§2 Kineticmean-sphericalmodel

(1.4 )の sum ruleconditionは, staticな問題 にお いては Berlin-Kacの Spherical

model15) をさ らに簡単化 した,いわゆる meansphricalmode116)における制限条件

去 iS言 -1 (2.1)

と同等であり,これは Gaussianspin系 での低温 における磁化の発散等の困難を救 うた

めに saturationの効果 を取 り入れることに相当する(図 1)｡この考えは著者 の一一人に

年aLLSSiaれ Mode乙

1 -1

図

M eaれ Sp he,ま c aZ M ode l

よって dynamicsに拡張 され･ス ピノダル分解 の問題に適用され T=107)以下では同様の方
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法 を Orderparameterが保存 されないよ うな問題 に適用 してみ よう｡ まずGaussianspin

系 の tsi;i- 1･-･･Nlの dynamicsを導入するO 即ち･系を記述する確率蘭数 p((

S.巨 i) が次の Fokker-Planck方程式に従 うとする｡1

吉 A p({si,;i)-法 官 ･g ip'{si';t'J J J
但 し.

め( 早 )-真 上 錆 J i,SiS了 βHF s.

(2.2)

(2.3)

であり, α, よは正の定数,他の定数 は通常の意味である｡系 の空間的並進対称性 は常

に保たれているとすれば,時間に依存するLRO

･(i)-i<Es･,I-ホJsiP(ts吊 ,n ds,iI I jYil- 3 )
ゆらぎのスペ ク トル

x(q･i)-<S(q)S(-q)>了 M(i)2∂(g)

但 し

S(a)-藷 宇 sjeXp[iq･r]∫

の従う方程式が次の様 に得られ る｡

A
ま M(i)ニ ー与rM(i)+蚕

gx(q･i)ニ ー(r+A(針 x(q,i)･Kl

(2.4)

(2.5)

但 し,相互作用は nearestneighborpair<i,j> 間に限 りJ -J(>o )とし･K-PJ,ij

A-PH,r- (i-βJ(0))/K, AGg)-(I/;0)-J由))/I,

J(g)- ∑ J･.exp [ iq ･(r了 r)]jり I J

とおいた｡又αは 2Katをあらためて tとお くことによって消去 したO

ところで, (2.6), (2.7)で記述され る系は,Gaussianmodelと同様 T(p-CC
〟J(o))以下で安定な平衛状態 をもたない｡そこで,改めて条件 (2.1)が各時刻で満
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たされ るように γ を時間とともに selfconsistentに決めて行 くことにす る｡ 即ち,

持<S?,-M(i)2十Ix(q,i,dq-11I

あるいはこれ と同等な

r(i)-妄(1+hM(i)ト ∫d,n)I(q,i)dq

M(o)2+Jx(q,o)dq- 1

(2.8)

を (2.6), (2.7)と連立 させ る.但 し.積 分は firstBrillouinzoneについて行 なうも

のとするっこの様にして定義 される dynamicsは mea∩-sphericalmodelの dynamicsとも

いうべきものになってお り,平衡状態でのM,I(a)は mean-sphericalmodelのそれ と一致

することがわかる｡

ここで導入された もの と類似した model が,多少異なった観点か らではあるが,すで

にSuzuki18)･あるいは RAczと T6119)らによって調べ られてい るO

§3 Somerigorousresults

前節で導かれた方程式 (2.6), (2.7)と (2.8)あるいは (2.9),(2.10)は非線

型の方程式であり一般には数値的に解 く以外にないが, h- 0という場合には線型の方程

式に帰着 し. いくつかの厳密な結果を導 くことがで きる()それ らを以下に示すことにする｡

塾ヨ
iiJ

∠

R(i)…exptJr(S)dsi , f(i)…JeA(q)i dq
0

とおけば, (2.6), (2.7)でh- 0とした ものか ら

1

M(i)- R(i)2 M(0)

x(q･ i )-R (i)- I I I(q, o )e- A(9)i+Ki lote-A(q n - 3)R(S)d s i

を得るo -方 R(i)cま上の二式と (2.8)より

R (i)-M (o)2+ J x(q･′o )e-A(. 'tdq･ 妄 J.e-A'qX t- 3)R (S)ds

(3.1)

(3.4)

という方程式 を満たすことがわかるoこれは線型方程式であるか ら, Laplace変換によっ
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て解 くことができる｡ 即ち, Imw<0 に対 し,

p(W)-了 R,i)e~iwtdi
O ∞-iwt

Ko(iw)-Jf(i)e di-I0
とおけば, (3.4)より

1

j

膚

に

二
秒

β

i(山+A(a)
dq

料
(3.7)

を得るO 特 に初期値 M(o), 五q, o ) としてある温度 K-K. での平衡状態での値 をとl

れば

M(o)- 1-Ko(r･)/K･I x(q, o)- 1/K･(r･+A(a))1 1 1 1

よ り, (3.7)紘

p(49二-
iw [1-Ko(iw)/K]

･iKo(ri) iwKo(iw)

K.(iw･-r ) K.(iw - r.)
1 1 1 1

(3.8)

となる｡ この右辺 をWの小さい ところで展 開することによって,温度をK.-K と変化l

させた ときのM(i)の漸近的なふ るまい をみることができる｡ 但 し, Appendixに平衛状

態における諸 量とK.(I)の展 開式 を与えてお く｡それ らを用いれば次の結果を得 るo

a) K>K の時, t≫1に対 しC

R(i)-R(- )～
AR(- ) ′-a

I'(1-a)(K-K )C

R(∞)- (1-K.(r.)/(1-K/K)I C

従って (3.2)より

〟(≠)-〟(- )-
2KIl(1-a)

1

(1-K/K ) 2 t-aC (3.9)

但 し, (Z)はガンマ函数 であ り,｣, α等の定数は AppendixB に与えられているもの

であるo

b) K-K の時, t≫ 1に対 しC

R(i)～
M(0)2Kc

dr( 1+α)

従 って (3.2)より
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〟(≠)～dr(1+α )

)行 a/2
(3.1())

(3.9),(3.10) は格子の次元 Dが2<D<4の場合 の a-(D-2)/2を用いればR畠cz

とT61の得た結果19)に-一致 している｡

次 に,特に h- 0,M(o)二-07)平衡状態にある系を quench した場合 を考 えよ う｡こ

の時, (3.2)よ りM(i)… oとなる｡簡単のため,初期状態として T.-∞ (K- 0)を1 1

とれば,

x(q,o)=1

であるか ら, (3.7)紘

p桓)-Ko(iw)/[11Ko(iw)/K]

とな り,

i(q,W)…JmR(i)x(q,i)e-iwt
O

K 1

K-K.(ia')ia'+A(i

を得 る｡ この結果は, qが小 さなところで d(功～q2となることを考え合わせれば x(q,

i)がqの小 さなところで,漸近的に

qc(i)C 了d2 (3･11)

とい う特性波数 でスケールされ ることを示 しているといえるO この 了J2則はKawasaki

etal.10)によって導かれ, kineticlsingmodelの MonteCarlosimulation13)あ るいは

cu3An についての実験 20)等で見出されているOさらにこの結果が次加 によらないこ

とも注意 してお こう誉)

§4 Resultsornumericalcomputations

この節では, (2.6),(2.7), (2.9 )をD--3の場合について数値的に解いた

結果 を簡単に紹介する｡数値計算を行な うにあた り,次の連続体近似 を採用 した｡

1
A(a)- q2,I･･･dq- ∫ -3q2dq

0

従 って sum ruleは次の形になることを注意 したいo

M(i)2+J13q2dq,i)dq- 1
0

又.以下では温度 としてスケールされた温度 T≡K/K を用いることにする.C

- 9 5 -
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我々の興味があるのは次の様な緩和過程である｡ 即ち,初め温度 T.,外場 k,の もと1 1

で平衡状態にあった系が,突然温度,外湯の変化を被 った結果,新たな温妾 T,外場k

のもとでの平衡状態に移って行 く様な場合である｡数値計算を行なう際に,問題 をさら

に二つの場合 に分けた｡

(A)quenchingproblem (T<Ti,h<0 )

(B)fieldinversionproblem (T-Ti,hSo)

但し･ A.≧0 とする｡各場合の図式的 な説明を図 1に示 してある,,不安定領域 (図 11

斜棟部 )における初期状態は(Aの quenchingによって与えられる｡

紬,㈲の各場合における代表的なM(t)の変化の様子 を示 したのが図 2であるO

図 2

二つの場合の差異は,主に初期 における速い変化にみ られるのみで,十分時間がたった
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ところではほぼ同 じような変化を示すことがわか るo I(q,i)について もこれは同様の

結果であった｡図 3はWの場合について外場の強さを変えたときのM(i)の緩和の様子で

あるoこの図に示 してある範囲では,初期の速い変化の時間スケール Tl は外湯にほと

図 3

んどよっていないO但 し,非常に強い外場に対 してはM(i)は単調に減少し,従ってちょ
●

うどM(o)- oとなるような k が存在するO-方,初期の増加に続 く比較的ゆるやかなC

変化の時間スケールはこの図に示 してある範囲でも大きく磁場によってお り,特 に,外

場が十分弱い時には lifetimeの長 い準定常状態 (metastablestate)が現 われる.⊃これ
13)

と非常に似た結果が, kineticlsingmodelの simulationで得 られている｡さらに,この

準定常状態の Iifetimeの 目安 として,M(i)- oなる時刻 T2 , ならびに tの大きなと

ころで

- 9 7-
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Mrj)-M(cx,)cEe-i/T;

-1

と近似 して得 られ るT′ をとり,その外場 依存性 を示 したのが図 4であるo T2 , T′~12 2

共にほぼ kに比例 していることがわかる｡

-0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0

-0.1 10.08 -0.06-0.04 -0.02 0

図 4

6x10-3

4x1013

2x10-3

4xl0-2

2x10-2

図 5a, bはWの場合の x(q,i)のふるまいを示 した ものである｡ qの大きなところは
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速かに平衡状態の値に達 する(局所平衡 )のに対 し, h ≠ 0の場合にqの小さなところ

即ち長波長のゆらぎが途中ちょうど坤 )=oとなるあた りで,非常に大きく｡｡ha｡｡｡さ

れ ることは注 目すべきである｡ この点はすでに§ 1でも述べた｡

図 5, a
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100
0 2 0 0 4 0 0 6○○ 800

図 5, b

図6は(Bの場合 に対する結果で,特に h･- -ん ととりx(q･,o)- I(q,- ) となる様1

にしてあ るOこの場合 qの大 きなところはほとんど変化 していない,即ち短波長部分は

常 に平衡状態にあ ることがわか るO
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図 6

最後に図 7は, A- A.- 0･M(i)≡0で T 以上に quench した場合 とT 以下にqu-I c c

ench した場合 の x(q,i)のふるまいである｡Tc以下に quenchした場合 には,3q2

x(q,iHこpeakが現われ,peak の位fEqc(i)がほぼ≠-d2に比例して長波長領域-移

動 して行 くことがわかるoさらに･この peakが (1-T/Tc)･∂(dに漸近 して行 くこと

紘, (4･2 )式 をみれば容易に推察され るであろう｡この様な状況は一見スピノダル

分解 の場合に似ているが, I(q,i)その ものの peakは常に q-0のところにある

という点で本質的に違 っていることを注意 したい｡
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0.5

図 7

§5 お わ り に

以上の様 な結果 と系の staticなふ るまいとを比較 してみよう｡ 図 8にみ るように sp-

h｡ri｡alm｡d｡1にお いては安定な branchの延 長としての metastablebranchll)は存在し

ていない し,外湯 を無限にゆっくり変化 させ る限り hysterisis もあ り得ない｡にもかか

わらず,われわれは不安定状態か らの緩和過程にお いて, hysterisis,metastabilityに相

ー102-
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当するものを見出したし,quenchedsystem においては coercivefield H を定義す るC

こともできる｡従 って,これ らの動的なふ るまいが staticな概念にどの様 に対応するか

とい うことがさらに問題 となるであろう｡

図 8

最後に･ ここで導入された modelが,実はある条件のもとで TDGI｣系の近似 として

17),22),23)
の意味 をもっていることを注意 しておきた い｡

AppendixA.

mean-sphericalmodelの平衡状態における諸量は, parameter r(K A)と

K.'r)-J志 dq

を用 いて次の様にあらわせ るD
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1)Magnetization M- A/Kr

2)Fluctuationspectrum 五d -I1/K(r+Ak))

3)Criticalpoint Kc-Ko(0), A- 0

4)Spontaneousmagnetization M - ±ノ1-K/K(K_2K)∫ C C

又 parameter r(K,A)は sum rule

(A/Kr )2+Ko(r)/K- 1

から, A - 0のときは

Ko(r)-K (K<K)C
から決まる｡又,

r(K,0 )-0 (K≧ K )C

であるO

AppendixB.

A(q)- q2の場合,複素数 Zに対 して

Ko(Z,- Il.g dq

と定義する｡ 但 し,複素平面の負の実軸にそって cutを入れておく.このとき fzl≪1

に対し,

Ko(I)-K -AZa+･･･C

但し

∞

K =Ko(0)-C

A= i
l

α= ∫
l

(D=<2)

D/(D-2) (D>2)

D7t/2sin[(D-2)7E/2] (2<D<4)

D/(D-4) (D>4)

(D･-2)/2 (2<D<4)

1 (β>4)

特 にβ- 4では

Ko(Z))-Kc- 2zh(午 )-～Kc･2Z.nz十･･･

-104-



｢準安定状態と異常揺動｣

D-3では

1

K.(Z)- 3 [1- I arctan(Z2 )]--3-g zl/2 ･ ･･･

1/2

とな る｡
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