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｢相転移研究の新手法とその応用｣

18.Window-CID-CAM によるContactProcessの研究

東大理 ･室蘭工大A 香取実理,今野紀雄A

§1.ContactProcessの臨界現象

Contactprocess(cp)1)は伝染病の伝播の簡単な確率模型である.格子点 nEZd上の確

率変数 で(a)はおのおの0または1の値をとり,それぞれ健康な人と感染者 を表わす｡感染者

は ratelで自然治癒するのに対して,健康 な人は隣接す る格子点上の感染者の数 に比例して

感染する｡ いま一人あた りの感染率をスと書 くと次のように書けるであろう,

ヤ(a)-1 ---- O atrate 1

(1.1)

で(a)= 0 - 1 atrate 翫_(HF=･1
この動的模型において次のような相転移が起こることが, コンピューター ･シミュレーショ

ン2)ぁるいは〝高温展 開〝-Pad占近似3)による研究 から予想 されている.すなわち,初期状態

として t-0ですべての格子点上で 符(a)-1をとり,オーダーパ ラメーターとして時刻 t･で

の感染者である確率

pt(0)-E[甲(0)] (1.2)

を考えると(初期状態及び時間発展のルールがともに並進対称であるため,オーダーパラメー

ターを どの点で定義 しても同じである.ここでiま原点 0での期待値をとる ),ある臨界値 スC

が存在 して･1≦ スCでは tliimwPl(0)-Ok対 して ス> スCではtliimmPt(0)≠0となる01-10

での臨界現象は,次のように臨界指数 tp,A,♂)で記述 されるであろうヲ･3)

}< スC: ,ot(0)一 eXp(-i/T)

T～ (}O-A)~A

A-lc: ,ot(0)- {∂

}>スC : p(0)- lim.ot(0)～ (i-10)P･
i→∞

(1.3)

この伝染病の模型では,感染者が周 りの人の状態に依存して拍癒 した,り,また自発的に発病

する場合はない｡つま り(1.1)のダイナミックスでは詳細っ りあいは成立 しない｡この,動的
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イジング模型 との違いは, 1次元系でもCPにおいては相転移が有限の Icで起 こるとい う顕

著な差違を生む｡

次元 d≧1で確かに相転移が存在するとい う数学的証明はあるが,1)現在ま_でのところ,}Cや

臨界指数の値は 1次元においてす ら厳密には求められていない｡我々は, コヒーレン ト異常法

(CAM)の手法4)を用いることによって, 1次元 CPの Ic及び臨界指数 を評価 した5.)

§2.Window近似

1次元 CPを考える.(1･1)の時間発展 は:,相関関数 tpt(nl,･･･,nk))に対する運動方程式

によって記述できる｡ これは次のような無限に続 く連立線形微分方程式である,

♂
∂ipt(o)ニー (1121)pt(0)-2).ot(01)

∂
前Pi(01)--2(1+i)pt(01)-2スpt(012)

+21 pl(0)+2スpl(02)

∂
訂Pt(02)--2pt(02ト 2スpt(012)-2lpt(013)

+21,ot(03)+21pt(01)

∂
前 Pt(012)ニー(3+41)pi(012ト 2スpt(0123)

+21pl(013)+2}JOE(01)+2}JOE(02) (2.1)

我々は,相関関数をあるルールに従って切断 ･分割することによって近似を得る方法を提案

した｡このルールはWindow(蘇)を用いた方法と言える｡まずWindowの大 きさ仏を指定

する｡一つのWindowで張 られる領域内におさまる格子点からなる相関関琴はそのまま取扱

うかわ りに,はみ出すものはdecouplingしてしまう｡例えば W-3の場合には,,ot(013)と

いう相関関数は次のように分割される,

pi(013)- l p't3'(o)pf3'(02)･i pt'3'(o)p'13'(01)･ (2･2)

重要な点は,このようなdecouplingの結果 (2.1)の無限鎖が有限一与分割 されることと,元

来の線形の方程式が (2.2)のような操作の結果,2次の非線形項を含むようになることである｡

各近似払 この非線形項のために有限の値 ltw)で相転移現象を示すことになる｡このようにし
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て近似的に得られたオーダーパラメーター pl(W)(o)は,一般に次のような漸近解を持っことが

示せる,

pfw)(o)-p(W)(o)+Fc(W)･i-∂0･｡X,(-

(ただしi≫ 1),

(6(W)<0)

p(W)(o)-

6(W)-

ここで,

i;方(W)･6(W)Po (6(W)～>0),

A- lew)

:JLと̀l)

β｡=∂｡=do =1･

(2.3)

(2.4)

§3. コヒーレン ト異常法による解析

(2.4)式で与えられる臨界指数は,CPについての古典的値 と考えられる｡(2.3)式で与えら

れ る臨界係数 くす(W),i(cw),7iw)itも Windowの大きさWを逐次大きくするとコヒー レント異

常を示すと思われる｡この発散の漸近形から真の臨界値 .}Cと臨界指数 を推定する｡ 用いる関

係式は

〆W)～♂(W)i p,

元 W) 一 ∂(W)-n c,

亨(W) 一 ∂(W)~97,

β= 1~ ?〟

a- (1- Pp)/(1-(?p- pp))･e

a(W)-
le- i(ew)

および,

ただし,
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である｡

我々は実際に, ∽を2から11まで変えて計算 を実行 した結果, 1次元CPに対 して次のよ

うな値を得ることが出来た,

スC = 1･649

β = 0.283

∂- 0.163.

また,(2.3)の臨界係数の間に

7(W)- ie(W)/才(W)

という関係式が Wの値に依らず常に成立することを示 し,真の臨界指数の間に

｣- ♂//)

というスケーリング関係が成立することを導いた｡

(3.4)

(3.5)

(3.6)

§4.まとめ

CAMはいままで主に磁性体のスピン模型に応用されてきた｡これは,CAMが近似理論の列

に基づく解析方法であり, スピン模型においてはいわゆる平均場近似が容易に作れるためであ

る｡これらの近似は,平衡分布 を記述するノ､ミル トニアンの切断 と平均場の導入によって得ら

れたe)

これに対 して,CPでは平衡分布がギプス分布では表わせない｡別の言い方 をすれば,平衡

系を記述するために通常用いられるハ ミル トニアンに対応する量が知られていない｡このため,

相転移を表わす近似を系統的に構成する新 しい方法を考えなければならなかった｡

ここでは,相関関数 を切断 ･分割することによって近似を得る手法7)を提案するとともに,

実際にこの方法によって系統的な近似の列を構成 してみせた｡CAMによって推定された臨界値

Ic及び臨界係数の値は,シミュレーションや高温展開法によって得 られている値2,3)とほぼ

一致 している｡また,真の臨界指数の間に成立するスケー リング関係をCAMの枠内の議論に

基づいて導いてみせた｡

今後,高次元のCPあるいは別の確率模型の相転移 ･臨界現象 も,同様の手法によって系統

的に解析 されるものと期待 される｡
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