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｢/,Oターン形成,その運動と統計｣

29･ ScalingandCAM Theoryin

Far-From-Equilibribrium Systems

東大 ･理 鈴 木 増 雄

§1. はじめに

まずはじめに最近筆者の提唱 した協力現象の一般論である ｢コヒーレント異常法 (Coherent

AnomalyMethod, 略 してCAM )｣1)の要点 を解説 し,その後で,臨界現象および非平衡系

-の応用2ト7)について述べる｡特に,スピングラスやパーコレーション-の最初の簡単な応用

例を説明する｡

協力現象 を扱 う最 も簡単な方法は,ワイス近似8)である｡この近似では,無限個の原子やス

ピンの効果を1個の原子やスピンに働 く有効場で置き換え,それ を閉じた形に決める｡したが

って,ワイス近似では,ゆらぎの効果は入 らず,非線形の分岐の効果だけが入る｡その結果,

古典的な臨界指数で記述される異常性が現れる｡ 非古典的なフラクショナルな臨界指数 を求め

るには,ウィルソンのくり込み群の理論のように,何 らかの方法でゆらぎをとり入れなければ

ならない｡そういう方向-の最初の試みは,べ-テ9)によって行われた｡ベ-テ近似では,小

さなクラスターのまわ りの無限個の粒子 (またはスピン)の効果は有効場で置きかえるが,ク

ラスターの中は統計力学的に厳密に計算 し,ゆらぎの効果をとり入れる｡このベ-テ近似の相

転移 TSBethe)は, ワイスの平均場近似で求めた相転移点 75mf)より低 く,真の値 T苦に少 し近

づ くO しかし,帯磁率 xoのような応答関数の異常性 は,依然 としてワイス近似の結果 と同

じくキュリー ･ワイス則

T-T

xo=e T c

-:E= - ここ~ (1.1)

に従 う｡このために, どんなにクラスターを大きくしても,相転移点 r｡は少 しずつ改良され

るが,臨界指数は古典的な値 しか得 られない近似 として,クラスター平均場近似は長い間見捨

てられていた｡ところが, (1.1)の古典的な発散の係数 言に着 目してみると,それはクラスタ

ーのサイズ上を大きくして近似の度合 をあげるにつれてコヒー レン トに (系統的に )異常に大

きくなることに気付いてミ)それを ｢コヒー レント異常｣ と名づけた1.)近似の度合をTc-Tc*を

用いて表わすと,
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言(Tc)～(Tc-Tc*)-¢ (1.2)

となり,いくつかの近似を系統的に適用 して 言(Tc)をTcの関数 としてプロットして,少を評

価 してやると,次式で定義されるxの真の臨界指数 γは

γ=1十¢ (1.3)
(T-Tc)r

となる1.)"′7) このように,コヒーレント異常を調べることによって,真の臨界指数を精度よく

評価することができる｡

§2.スピングラスのCAM理論

スピングラスの相転移を特徴づける物理量は,非線形帯磁率 x2である1.0)それは,次のよう

に定義される1.0)すなわち,磁化 7nを磁場Hで展開すると,

m-XOE + x2E3十･･･ (2.1)

となる.このとき,非線形帯磁率は, Edwards･Andersonの応答関数11)xBAに比例して負に発

散するloO)

x2～ ~ XEA ～ ~

(T-Ts*g)γS

(2.2)

ス ピングラス相転移は, くり込み群の理論によると4次元以下では起 らないとされていた｡

しかし,最近のモンテカルロ･シミュレーション12)-14)によると, 3次元で相転移が起 り,そ

の転移温度 Tsgはrsg=1･2J/kBと見積 られているoまた, γSの値は,rs=2･9と報告 さ

れている｡高温展開法によっても同様の結果が報告されている1.5),16)

CAM理論をスピングラスに応用するには,Ts*gとして,上の値を用いるとしても,少なく

とも2つのクラスター平均場近似が必要である｡ここでは,ワイスの平均場近似 と藤木一桂の

ペア近似の結果を組み合わせて,スピングラスの非線形帯磁率の臨界指数 γS を評価 してみる｡

よく知 られているように,平均場近似による璃 f)は,

I(S;f)--
p昌 1 言(S冒f)●

2zJ2 6 6

となる1.0),17)但 し, Zは最近接格子点の数を表わし
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T-T(S冨f)

Ts(glf)

T皇冨f'- zl/2I/kB. (2.4)

同様に藤木一種 18)のペア近似の結果を整理 して,我々のコヒー レント異常が見えるようにスケ

ル トン化すると,

璃 air)--

言(pair)-

Z/(Z-1)

(kBTsg)2 1-(Z-1)tanh2(I/kBT)

pB4 Z

∫2 2(Z-2)(Z-1)1/2

(tanh-1(I-1)-1/2)

となる｡ これらの解析的な表式で, Z-6とおくと,

言≦gm f)- o･083 333 ; kBTs(gm f)/I-2 A 495,

および

言S(gpair)-o･16141 ;kBTs(gpair)/I-2･0780･･･,

とな り,Ts*g= 112J/kBを用いると, CAMの理論より,

γ sg - 1十

1og言(pair)/言(mf)

logaT譜f)/logaTs(gair)

-1十 1.874=2.87.

(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

但 し, ∂Tsg-Tsg-Ts*g｡ 0 gielski達の数値計算の結果 γsg=2･9と比較すると,大変良く一

致 している｡本当に良い精度の結果を得るためには, もっと大きなクラスターを系統的に研究

しなければならない｡それについては別に近 く報告する｡

§3.パーコレーションのCAM理論

次にパーコレーションの問題を考える.この間題は,格子のボンドを確率pで浸透 (パーコ

レー ト)させるか,格子点を確率pで浸透させるかによって2通 りある.それぞれボンド(ま

たはサイ ト)パーコレーションと呼ぶ｡大きさ∫のクラスターの数 を全格子点数〝で割ったも

のを nsとして,次のような物理量を定義する:
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pb'-頴 ens～ (p-pc)pp,

sb'-志学32ns～Jp-pcI-γp
(3.1)

これ らをCAM理論 を用いて研究するには,一般論1)に したがって,適当な ｢クラスター平均

場近似｣(パーコレ⊥シヨンの問題では,これらの近似法は自明ではない )により,

Pb)=戸(pc)(p-pc)

S¢)二言(pc)/(pc-p)

のように,平均場臨界係数 P(pc),S(pc)を求め,そのpc依存性

p(pc)～(pc*-n )~Qp,

S(pc)～(pc*-pc)-隼

(3.2)

(3.3)

を評価するoこれ らのコヒーレント臨界指数 ¢pおよび ¢γが求まると,CAMの一般論1)によ

り

β｡=1-¢β,γ｡ =1十¢γ (3.4)

のようにして,パーコレーションの臨界指数 β｡, γ｡等が求められる｡他の臨界指数にっいて

も同様である｡

ここでは, もっとも簡単な平均場近似 (最近接格子点の数 Z がZ--の漸近解 )とベ-テ近

似 (ベ-テ格子の解 )についてコヒー レント異常を調べる｡ その結果は次の通 りである｡ (こ

こまでの近似では,ボンドパーコレーションでもサイ トパーコレーションでも同じである｡ し

かし, pcが異 なるので,臨界指数は異なる結果が得 られて大変都合がよい｡ )

a)平均場近似のパーコレーション

p(mf)b )-PI(mf)(p- pc) ; p-(mf)- 2Z ,

S(mf)- 育(mf)/ (pc-p); 言(mf)- 1 / I,

p!mf)- 1 /Z .

b)べ-テ近似のパーコレーション19)
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p(Bethe)-戸(Bethe)(p-pc); 戸(Bethe)-2Z(Z-1)/(Z-2),

S(Bethe)- 言(Bethe)/ (pc- p ) ; 育(Bethe)- I / (Z- 1)2 ,

p三Bethe)-1/(Z-1). (3.6)

以上の結果に他の方法で求めた臨界濃度 p…とを組み合わせると, CAMの一般論,すなわ

ち,

i(Bethe)

5(Bethe)

4'p= log

¢ γ = log

および

pc*-pEmf)
(3.7)

(3.8)

によって ¢p,¢γを評価することができるo今, pc*(a-2,Bond)-1/2(exact),pc7(a -3,

Bond)=0･247±0･005(series), pc*(a-2,Site)=0･598±0･010(serieP),P:(a -3,

Site)=0.307±0.01(series)を用いると,ボンドパーコレーションでは,次元 d-2では,

P p=0, γ｡=2･42, a -3では, JC｡ =0･58, γ｡= 1･68とな り,サイ トパーコレーション

では, a -3で,P｡=0･177, γ｡=2･345とな り, もっともらしい結果が,上のような極め

て簡単な近似でも得 られる｡

上の議論で,変数をp-pcでなく,p/pc-1等 を用いると少 し違 った値が得 られるが,ク

ラスターを大きくしてやれば,どちらの変数 を用いて も同じ値に収束するものと期待される｡

大きなクラスターに対する系統的な研究は,近い将来に発表する予定である｡

§4.結 び

以上,簡単な場合について CAM理論 とスケー リング則にっいて議論 してきたが,この他に

も, aggregation(DI.A,-･)やスピノーダル分解等-の応用 も計画中である｡最後に,研究

室の院生,香取真理,胡暁,伊藤伸泰君達の協力に感謝する｡さらに高安 さんご夫妻のパーコ

レーションの計算結果に関する議論にも感謝 したい｡
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