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物性研究54-1(1990-4)

モンテカルロシュミレーションに於けるDecoupledCellMethodの検証

愛知大学 教養部 長谷部 勝也

(1990年3月 8日受理)

第-節 問題の提起

本間東男 1) 等は､一次元 XYモデルのモンテカルロシュミレーションを行った｡厳密解の

知られたこのモデルによって彼等の提唱する近似方法 DecoupledCellMethod(DCM)の有

効性を確認することが目的である｡

H を系の-ミルトニアン､ βを温度の逆数とする.メトロポーリスのアルゴリズムは現在の

状態 IS>(規格化されている)から次のステップで実現するかも知れない状腰lSt>(同じく)

への遷移確率を

< SIIexpトβH)lSt>

< SlexpトβII)IS>

で与える｡但しこの値が 1を越える場合,遷移確率は単に 1とされる｡本間等は系の状態を表すの

にサイト表示､即ち格子点毎のスピン状態 (アップ又はダウン)の直積､を採用した.jSJ> とし

ては IS>の(確率的に選ばれた)ある格子点上の のスピンの向きを逆転した状態を採る.系が大

きいとき正確な遷移曜率を計算することは困難なので彼らは次のような近似を採用した｡まず逆転

したスピンを中心にして左右に L/箇 合計2L/+1筒の部分系を切り出す｡この系を支配する-ミル

トニアンHIはH から部分系外の相互作用を捨てたものである｡王′の値があまり大きくないなら

ば JI'は適正な計算時間内に対角化出来る｡そうすればII'に依る IS>からISt> への遷移確

率が計算でき､これを正しい遷移確率の近似とするのである｡

全体から切り放された (Decoupled)部分系 (Cell)において遷移確率が定まるとするのが

DCM の仮説である｡ 彼らは 〝-1,3,5,6の場合を実行した｡シュミレーションの結果は次ぎ

の通り｡高温 β- 0に於て厳密解を再現する｡低温即ちβの増大とともに厳密解との一致は夫

われるo近似の破綻する βの値 Pc は大体 l/に比例するようである｡

JβC六ゴZ/

ここで Jはスピン-スピン相互作用の強さである｡

･I-一言∑ (q･F.16- T..U,y)暮
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モンテカルロシュミレーションに於けるDecoupledCellMethodの検証

自明のことながら〝を大きくすれば近似の限界 β｡をより低温側に延長できる｡しかし困雄

は指数的に増大する｡例えば 〝-6,2〝+1-13の場合で 6スピンがアップ 7スピンがダウ

ンであるステートの数は (163)-1716である. シュミレ ションを1ステップ実行する度に最悪

の場合 1716×1716のマトリックスを対角化しなければならない｡現在の計算桟では､これ以上

L'を増すのは不可能Iと近い.次元数が増大すれば困難はこれに留まらない｡DCMの仮説は理解で

きるにしても､もっと能率的な遷移確率の計算法が必要である.また JβC宍ゴZ/の意味は何であろ

うか?

第二節 遷移確率の計算

本間 等は様々なケースについてシュミレーションを実行している｡その中で本稿の説明に都合

の良い例を引く｡

Hニー言責(- +- ,

J>0

として (外磁場 -0に於ける)垂直帯磁率

.〟

x-若く(∑q.4)2,i=1

を求める問題である｡ここで Nは系の大きさであり､系は周期境界条件を満たすとする｡

N+i=i

ヒルベルト空間のベースとして

q芸q22･･･qん

の規格化された固有状態を採る｡即ちベースは

lS>-i+十一十一--- ～
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長谷部 勝也

等の 2Ⅳ 個の集合で

<SIS>-1

を満たすものである｡ここで (+) はスピンアップ ト )はスピンダウンを表す｡

本間 等とは違って-ミル トニアンを対角化することなく遷移確率を求めることを試みるo

中 吉(車 iqy)

Jl-去 (qlF- ･qly)

〟
G-∑(坑 Iql+ql+1万);=1

9-PJ

-PII-gG

によって

と書かれる｡ql(ql)は第 i格子点にあるダウン (アップ)スピンを反転させるオペレ ターで

ある｡故に G は隣あった逆向きのスピンの組があればそれを2つとも反転させるオペレーターで

ある｡例えば

GI+十一一-++ >-I+一十一-++>+I++一一+-+ >

以下､アップスピン+ を実在と見倣し､ダウンスピンーを単なる背景 -空白と見ることにする｡

この時 G は + 印を､若しその隣に空白-が有れば､そこへ移動させるオペレーターである｡ +

が移動した跡には空白 -が残る.
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モンテカルロシュミレーションに於けるDecoupled-CellMethodの検証

Ia.･,a,+)-6.I,･

i,3-1,2,...,N

さて Ⅳフェルミオン系

a.･IO>- 0

を導入し格子点j-(jl,j2,-jt)のスピンがアッ1.残りがダウンであるスピン系の状態 lS:i>

にフェルミオン系の状態

lj>-l3'1,j2,･･･3't>-a,ta三･･･a,Ilo >

を対応させる｡今

.〟

G'-∑ (aよ.la,･+●ala.･+.)i=1

とする. lS:j>に Ij>が対応するならば GIS:j> に G'I3'>が対応する.それはG'が

フェルミオンを移動させるオペレーターであり､Gが + 印を移動させるオペレーターであること

を見れば分かる｡叉

<.S:JlS:j'>-<jI3''>

は明らかである｡従ってスピン系 (lS:j> とG)の組 とフェルミオン系 (I3'>､とG') め

組とは同一視して構わない｡これからは G′をG と書き必要に応じてスピン系の問題をフェルミ

オン系の問題に翻訳して議論を進める｡

次ぎのユニタリー変換によって G を対角化できる｡

ck-孟三ex｡ト 音 'a,･j=1

a,･-蒜皇ex｡(iT )ckk=1
Ick,CtI-Sk,q
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ckl0>-0

G-EG(k)nk

G(k)-exp(幕 +exp上背

nk-Cfck

さて

Ij,-蒜 ∑exp(igk･j)cI.cf,･-cf,lO,

ここに∑は各 k.Alこついての和であり､k･j-∑;=lki3liであるo 伊 のうちlj>に作用す

る部分を抜き出せば

n!

nl!n2!...nt!
G(kl)nlG(k2)n】-G(kt)n'nklnk,..･nk,

となる. ∑ は各 kiの和､及びnl+n2十･.･+nt-nを満たす非負整数 nの和を表す｡

<jlGnlj>-∑

但し

n!

nl!n2!...nL!a(kl)nlG(k2)n2 ･･･G(kL)n･exp(iS (k-p)･j)X(p,k)

X(p,k)-<OIcp.･･･cpICfl･･･Cf,IO>

に於て､最後の因子X(p,k)はp-(pl,P2...Pt)が k=(kl,k2...kL)の置換

p-kP

の場合のみ Sign(P)-士1であり､それ以外は 0である.故に

<jIGnlj>-∑sign(P)

-∑sign(P)

n!

nl!n2!...nt!

n!

nl!n2!...nt!

G(kl)n,G(k2)n2･･IG(kt)n･exp(igk･J)

(量)(量)-(量)
ここで iを転置記号として J-i(1-P)Lである.また上の式では次の三つのものの和が

行なわれる｡
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モンテカルロシュミレーションに於ける DecoupledCellMethodの検証

1)全ての置換 P

2)nl+n2+...+nt- nを満たす全ての非負整数 ni

3)次の性質を持つ全ての L.･

即ちJ-(Jl,J2,...JL)を素に Li-J.･,J.･土N,J.･士2N,･.･であって n.･と同じ偶奇性

を持ち且つ 0≦L.･≦n.･であるもの.

幾つかの L.･が現われるのは周期境界を採用したことによる.しかし以下ではLt･の中で絶対

値最小のものを選びそれ以外の効果を無視する近似を採用する｡この Liを改めて J.･と塞く.J.･

の符号の正負は問題にならないので正符号を採用する｡そうすると Jiは3'.･が置換 Pによって移

動した く格子間隔を単位とする)距離である｡(周期境界に注意 ;例えばjl-1,j2-N-1と

するとjlとj2の距離は 1である.)

<jIGnlj>-∑ sign(P)
n!

nl!n2!...nt!(量)(量)･-(量)

･丑exp(gG)Jj,-云 慧 <jIGnI,･,

-∑sign(P)∑gnI(nI
nl+J1,.nl-Jl

2 2
-1

･) ･･･∑ gn･(T ,竺』,)-12
nl

〒∑sign(P)IJl(2g)IJ,(2g)･･･ZJ,(2g)
P

nの柏によってn-nl+n2+-+ntの制約が解除された結果 niの和が実行され､積因子と

して変形された第-種ベッセル由数 Iv(x)が現われる｡但し〝は非負整数 Jiであり言 の値は

29-2βJである.

上の式は行列式の定義と一致する.即ち2点 jm,3'n間の距離をfjm-jnIとして m,n要
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素を

とするlxl行列 X によって

Xmn-II)･m-3･nl(2g)

<jlexp(gG)Ij>-del(X)

が結論である｡

前節で例とした 13 スピン の部分系で 6 スピンが アップ 7 スピンが ダウン の場合､

本間 等は 1716×1716のマトリックスを対角化せねばならなかった｡本節の方法では6×6の

デクーミナントを計算すれば良いoXYモデルであって qZを対角化すると言う限定によって画

期的高能率を獲得したと言うべきである｡

第三節 DCM(DECOUPLEDCELLMETIIOD)の検証

FIG.(1)は幾つかの Lに対するIL(2g)を示すo

FIG･(1)

Lの値によって決まるある gまでは ZL(2g)F30であり､それ以降急激に増大する.FIG.(2)

は IL(2g)-1となる9と Lの関係を示す.

FIG･(2)

L記2.5gと見徹して良いであろう.gが与えられたとき､この L以上離れた二格子点の相関は

無視して構わないと考えよう.これが第-節で述べた y記PcJに対応することは特に説明を要し

ない.問題は ファクタ1 2･5のずれである｡?まりIL(2g)記1を相関の切れる境目とする考察

は粗雑過ぎると言うことであるo この点を解明するために次のような数値実験を行なう｡lS>と

して十分に長い一次元環状格子上スピンが全てアップ (+)である状態をとるolS'> としてどれ

か一つのスピンが逆転してダウン仁)となった状態をとる｡前節とは反対に 仁)を実在 (+)を空
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<Slexp(gG)IS>-1

< SIIexp(gG)IS'>-Io(2g)

白と見徹すことにより､

が得られる｡従って遷移確率は

Prob-< S'Iexp(gG)ISl>/< slexp(gG)lS>-to(2g)

である｡DCM 仮説を検証するために次の状況を考える｡即ち同L'-次元帝伏格子の連続した2〝+1

個のスピンはア･pプ(+)だが残りはダウン仁)とした状態をISv>と表す｡次に ISv> のアッ

プスピンの中央の一個だけが反転してダウン(-)となり､残り2〝個はアップのままに留まった状

態をfSL> とする.-ミルトニアンは変更しないO(土の点は本間等の状況設定と違う)ここで

probL-<sLlexp(gG)ISL>/<svlexp(gG)lSv>

がどれほど Prob-Zo(29)に近いかを検討するo問題意識は Z,以上離れた格子点上のスピン

状態が注目するスピンの反転にどれだけ寄与するかにある｡FIG.(3)は Prob'が誤差 10%で

Probを近似する9と〝 の関係を示す.

FIG.(3)

略 9記〝と見てよいであろうo即ち JPc?〟_o再現であるo(曲線の下が近似の成立領域

である｡)FIG.(4)は〝-10のところで Prob'/Probをgの変化に対して塞いたものである｡

FZG･(4)

興嘩深い点は <SIexp(gG)lS>とくSvlexp(gq)ISv>(<StJexp(gG)lS'> と く

sLlexp(gG)lSニ>)とはまったく異なる値 となるにもかかわらず､比は (妥当な9の範囲で)
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正確な値を与えることである｡その数値の一例を示す. 1ノ-159-6の場合

<S〝lexp(gG)lSv>-4.3112×1015

< Sこfexp(gG)ISL>-8.1693×1019

である｡ これらの値は

< Slexp(gG)lS>-1

< S'!exp(gG)!S'>-Io(2g)-1.894893×104

と全く異なっているが､その比

< sLlexp(gG)ISL>/< sylexp(gG)JSy>-1.894887×104

は

< S'fexp(gG)lSl>/< slexp(gG)fS>-Zo(2g)-1.894893×104

と驚くべき一致を示す. 結論としてDCM仮説は支持されたと考えられる.

第 4節 二三の補足

1) dei(X)は 9-βJ の偶関数である.

まず ZL(2g)は Lが偶数ならば gの偶関数､Lが奇数ならば 9の奇関数である.さて

dei(X)は

JJ)I.-jJX IT3･.-3･fIX - ×Ib･,-1･.I

を因子として含む幾つかの式の和である｡この因子の偶奇性は

M -Ija-jbI+lib-jcI+- +fjz-jal

の偶奇性と一致する｡さて 〟 は偶数である｡なぜなら〟 は 格子点

a,b,C,...,I

を一巡する (即ち aから出て aに帰る)距離と見倣しうるからである.故に del(X)は 9につ

いての偶関数の積の和となり､それ自身偶関数である.このことは H のスペクトルが正負対称

であることを意味する｡
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2)二次元正方格子-の拡張占

周期境界を持つ大きさN xN の正方格子を問題にする?一個の格子点をj-(jc,jy)と

表示し､l個の格子点をj-(jl,3'2,-jl)の様に表す.また ii,3'> で二つの格子点 i,jが最

隣接格子点であることを示す｡-ミルトニアンは

H-一言∑(弼 +車,y)
くり >

である｡第二節で Gと書いたオペレータをここでは Eと書くことにして

E-∑(ala,･+ aIai)
<1,3>

βの対角化は第二節の二次元版である次ぎのユニタリー変換による｡

Cや-妄∑exp(-i等互)a,A∫

Ick,Cq+‡-Sk,q∴

a,･-緩exp(程 'ck

k-(kc,ky)

kc,ky-1,2,...,N

j･k-jckc+jyky

E-∑E(k)nk
A

nk-Cfck

-101-
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E(k)-E(kc,ky)-G(k∬)+G(ky)

と表される｡ 第二節で定義されていたように

G(p)-exp(i2 )+expトi%)

i-(jl,3'2,...jt)

である｡さて

のスピンが 十 であり それ以外が - である状態を

lj>

と表す0第二節の計算ルールは次のように拡張される09-βJとし

Xm,n-IL(2g)/M(2g)

L-協 -jncl

M-lj監-jEI

である lxlマトリックスX によって

< ilexpトβH)lj>-dei(X)

である｡以上を見て分かる通り高次元への拡弓尉こ対する障害はない0

3) 強い斥力を受けた半充頃状態 (格子点数 - フェルミオン数)にある二次元正方格子上の

-バードモデル のスピン系-の翻訳
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ハバードモデルとは次のような格子上のフェルミオン系のことである0

H-UHo+iHl

IIo-∑n.･Tn.･lI
H.- ∑(ala,･+a,+a,･)I+≡(ala,･+a,+all)↓

<1,J> くり>

U>0

i>0

ここで †いまフェルミオンスピンのアッ71ダウンを表も 叉n.･T-(ala.･)T等である｡

強い斥力U≫ iの場合､

HeJf-i(Hl)2

を II の有効-ミルトニアンとする近似が知られている｡その場合(Hl)2が作用するヒルベルト

空間のベースとして､各格子点上にアップまたはダウンスピンのフェルミオンが必ず一個だけ存在

する状態の全てを採る｡これらのベースをギリシャ文字を使って

匝>,lβ>,-

と記す｡二重占位 (同一格子点上にアップとダウンスピンのフェルミオンが存在している)状態は

ベースから排除される｡ベースに着目する限りスピン系と区別がつかない｡この点を通じてスピン

系への翻訳が可能となる.(Hl)2のマトリックス要素を計算するのに中間状態として二重占位状態

を一回だけ許すのがこの近似の特長である｡このマトリックス要素の内､非対角成分は隣合った逆

向きスピンの交換を惹起するもので､可能な中間状態が二種類 (左のスピンが右に移動した後右の

スピンが左に移動する場合とその鏡対称の移動の場合)あることに注意して､非対角要素について

(Hl)2-2≡(qlqT+中 J)-≡(瑚 +車,y)
く1,J> くり>

ここで ～ はスピン系での対応物を表す｡(Hl)2の対角成分 乍可(Hl)2lα> は二重占位を一つ

だけ含む中間状態を経て元の状態へ戻る作用に対応し､その値は中間状態の数に等しい｡そのよう
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な中間状態の個数は匝> の中にある逆スピン対 (隣接格子点上のスピンが逆向きになっているも

の)の数の二倍である｡右のスピンが左-移ってから右-戻るか､またはその逆の運動が可能なの

で二倍となる｡従って対角要素について

(Hl)2- ∑(1-車 ,4)
<t,)>

と書けるが∑ <.･J,(1)は単なる定数なので無視してよく結局

(Hl)2- ∑(申,T+車 ,y一g,fq,1)<I,∫>

となって異方的-イゼンベルグモデルに帰着する｡

4)酔歩の問題

第2節で現われた

･jIGnlj,- ∑ ･･･∑ <3lGljl干<3'lIqj2,･･･<jn-.IGJj,
3'1 1'" I

は次ぎのように解釈できる.即ちjの中の + 印のどれかが隣の空白に移動して3'1となる｡

次ぎにjlの中のどれかが移動して j2となる｡...という動作を n回繰り返した後で最初のjを

実現する手順が和の各項に対応する.そうして<jlGnlj>は相異なるそのような手順の総数に等

しい.+ 印が一つだけの場合は丁度 n歩で出発点に戻る酔歩の総数を求める問題である｡-#ILの

場合は + 印の数だけの人数による酔歩の問題であって総歩数 (全員の歩数の和)nによって元の

配置を再現する多人数酔歩の総数を求める問題となる｡言うまでもないことだが二人以上が同時に

同一場所を占めることはできない｡計算の結果は

∑ sign(P)
n!

nl!n2!...nt!(量)(量)･･･(量)
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であった｡
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この裏式は次のように理解できるo まず一人西捗 の問題としてある格子点を 出発してn歩で

Lだけ離れた格子点に行き着く酔歩の数は

(,A;T･)

である.1人酔歩の問題としてお互いに重なり合っても構わないのであれば (ボース的酔歩)総歩数

nによってもとの配置を再現する酔歩の総数は

n!
(量)(量)･-(量)

である.歩み終わった後､全体として最初の配置が再現されていれば辛いのであるから∑ にはl

人の位置のあらゆる置換についての和も含まれるo重なりを許さないq)で卒れば (フェルミ的酔歩)

Sign(P)が因子として加わる0第2節で‡才幾つかの Liを絶対値最小のただ一つの J.･で近似し

た｡その意味は境界を巡って来る酔歩を無視することである｡
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