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反強磁性量子スピン系へのアプローチ★

東工大･理 雑賀洋平,中村統太,西森秀稔

(1991年 12月9日受理 )

第1章 はじめに

多数の要素からなる系において要素間に相互作用があるとき,温度等の系をコントロールするパラメータ

が変化すると,系全体のマクロな性質が急激に変化する場合がある.相転移である.特に,相転移がちょう

ど起きようとしているとき,遠くはなれた要素の状態の間に強い相関が存在するのが臨界現象である.個々

の臨界現象の本質を左右するパラメータには,空間の次元,要素の持つ対称性の程度など様々なものがあ

る.ところで,スピン系の臨界現象においては,スピンの大きさSは一般には臨界現象の本質に関わりな

い.tされ,量子性 (Sが有限のとびとびの値しか取らないこと)を無視 した古典近似で臨界指数などの計算

がなされて,実験と比較検討されることが多い.たいていそれでうまく行くのだが,最近,低次元系の低

温での性質に量子効果が重要な役割を果たしていると思われる例がいくつか見つかってきた.低温での状

態が量子性を大きく反映したものだとすると,高温側から低温相に至る臨界現象にも,量子効果が何らか

の役割を果たすであろう.

本稿では,この分野での研究に興味をもっている人のために,おもに2次元系の基底状態における量子

効果の問題について私たちが行ってきた研究を解説することによって,計算の詳細をある程度理解しても

らうと同時に,物理的な側面について現状を把接してもらうことをねらっている.もちろん完全に包括的

な解説ではなく,私たちの視点に偏ったものではあるが,解析的な近似計算,数値計算,厳密証明など幅広

い方面からのアプローチを総合することによって,現状とその問題点を立体的に捉える可能性を提示 して

いると考えている.

本稿で取り上げる話題はすべて反強磁性体の低温相,特に基底状態に関するものである.計算技術自体

は空間の次元を問わないものがほとんどであるが,実際の計算は2次元系について示したものが多い.構

成は,第2章がスピン波理論,第3章は量子スピン系における長距離秩序の存在証明の問題,第4章は量子

モンテカルロ,第5草はハミルトニアン行列の数値的対角化という順で,最後に第6章でまとめを述べる.

*本稿は,編集部の方から特にお願いして執筆していただいた記事である｡
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第2章 反強磁性体の基底状態

§2.1スピン波理論の基礎

量子効果を正確に考慮した反強磁性体は,量子ゆらぎのためにNiel状態が厳密な意味でその基底状態と

ならない.まず量子ゆらぎの起源を,∫=1/2の2スピンの場合に見ていくことにする.2体の反強磁性-

イゼンベルグ-ミル トニアンは,

H 2千 Jg l ･S2-言(sl･S,-ISl-S2･). JS IZS,I

と書ける.この固有状態は,

帥 iplet,-喜叫 plet,

H2Jsinglet,-一言JIsinglet,

である.ここで,

ltriplet,-恒 2), 志 向 β2+ β1α2日 β1β2)

tsinglet,-志向β2-β1α2)

(2.1 ･1 )

である.αは上向きスピン,βは下向きスピンを表わす.

古典極限では,αβあるいはβαが最も安定な状態であり,その基底エネルギーは-J/4になる.一方量子

系では,単純なαβの状態が上記の2体の- ミル トニアンの固有状態になっていない.また,基底エネル

ギーについても古典近似と比較して,3倍低い値をとっており,基底状態が非縮退である.このような量子

効果が無限系においてどのように基底状態に反映されるのかは興味深い問題である.

この量子多体系を吉己述する手法の一つとして,ArLderson(1952)とKubo(1952)によるスピン波理論があ

る.この手法は,はじめBlochによって3次元強磁性体の低温での振舞いを記述をする方法として導入され

たものが基礎になっている.強磁性体の場合,絶対零度では量子ゆらぎが全 くなく,桓α- α>が厳密に

固有状態になっている.有限温度では熟ゆらぎで反転したスピンが存在するが,この欠陥が局在するのでは

なく格子全体に広がったものが低エネルギーの励起であり,基底状態とGoldstoneモー ドとしての第一励

起状態の間にはエネルギ-ギャップが存在しない,すなわちいくらでも長い波長の励起は,いくらでも低い

エネルギーをもつという描像を言己述するのがスピン波理論である.この3次元強磁性体の低勘起モー ドを記

述するスピン波理論を,反強磁性体の基底状態での量子ゆらぎを吉己述する手段として使ったのがAnderson

とKllboである.

反強磁性体におけるスピン波理論の表現法としては様々なものが考えられるが,ここではスピン欠陥を

ボーズ粒子に書き直す HolStein-Primako∬変換を使った手法を紹介する.スピン波理論の出発点は,量子
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効果が全くない完全秩序状態で反強磁性体の場合にはネール状態である.つまり,

S.f=S

S3=-S

(Asublattice)

(Bsublattice)

これは明らかに量子性を無視しており,このネール状態に順次量子効果を取り込んでいくのがスピン波

理論の処方篭である.そこで,量子効果が入ったことによる完全秩序状態からのずれをボーズ粒子で表す

Holstein-Primako肝を導入する.

S,f=S-aIà,Sl=jià, Sl=alJi (Asublattice)(2.1･4a)

S,f=-S+bI･bj, Sf=fib,I, ST=fjbj (Bsublattice)(2･1･4b)

ここで,niをボーズ粒子の個数演算子として,ji=[2S]1/2【11nJ2S)1/2である.この変換によりスピン

の交換関係とボーズ粒子の交換関係の間には,一方が満たされれば他方が満足されるという関係が成立す

ることが直接交換関係を計算することによって確かめられる.これを使って最近接(nearestneighbor)のサ

イト間に相互作用がある系のスピンハミルトニアンを,ボーズ演算子を使って書くと次のようになる.

H=-DIAIS2+S∑(aIai+b3･b,I+i(a),･aibjJ(a)j+afJ(a).･J(a)jb3･) (2･1･5)
7Z,.れ.

このボソンハミルトニアンは,Jが無理関数であることからわかるように,ボーズ演算子に関して無限次の

項を含み,現実問題として厳密な取り扱いは不可能である.しかしながら,励起されているボーズ粒子の

数がSに比べてあまり多くないときには,

i(a)=vW ･一意-Jig(l一色一望土色4S32S2+-) (2･1･6)

であり,Sが 1より十分大きいと,ボーズ演算子に関して2次の項までで十分良い近似になっていると考え

られる.そこで,以後はハミルトニアンをボーズ演算子に関して2次までで切る調和近似をとる.

ボーズ演算子について2次までで切ったハミルトニアンは,

H=-DJAIS2+S∑ (atai+b,tbj+a,･b,･+aIb,I)
n.n.

(2･1･7)

と書ける.

この-ミルトニアンは次のようにして対角化でき,固有値,固有ベクトルが求められる.まず,系が並

進対称であることから,フーリエ変換を施して波数空間の表現に直す.

(2･1･8α)

(2･1･8b)
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次に,-ミルトニアンを対角化するために,次のBogoliTLbov変換を施す.

αh=akCOShCk+b王sinhCk

pk=-a王sinhek+bkCOShek

(2.1.8a,b)と(2.1.9a,b)杏-ミルトニアン(2.1.5)に代入し,αとβについての非対角項 (｡£αk,Plβk以外の

項)が消えるという条件を課す.これは,ekが

tanheh=-7上 (2･1.10)

を満たすという条件になることがわかる.対角項｡と｡h+β王βkの係数から,卸 托近似における反強磁性ハイ

ゼンベルグモデルの励起スペクトルEhを知ることができる.空間の次元をDとし,Tk=去∑ £=lCOSk.n

とすると,

Ek=4Ds (2 ･1 ･1 1)

である.波数の小さい極限(k-i0)で上式を展開して励起スペクトルを調べると,Ek- kとなって波数

に関して線形になっている.このことは,一般に反強磁性体に共通の性質である.

同様にして,エネルギー,副格子自発磁化等の物理量をa,.,biで表現し,αk,Pkで書き直してこれら調和

振動子系での統計平均を取ることにより,期待値を求めることができる.その結果エネルギーは,

E=-DlAIS(S+1)+4DSEh

1
n k=eβEh-1

1-7k2(nk+ (2･1･12)

(2･1･13)

となる.ただし,

は励起 したスピン波の数の熟平均を表している.特に,基底状態は1個もスピン波が励起しない状腰とし

て定義される.また副格子自発磁化の基底状態での期待値は,

･sf,-S- < ǹ ,-S昌 一古宇義 (2･1･14)

と求められる.このようにして,反強磁性体の基底状態の性質をスピン波近似を用い評価することができ

るのである.

最後に,一般のD次元空間での立方格子 (例えばD=2なら正方格子)上の反強磁性体の副格子自発磁

化の,β依存性を調べておこう.(2･1.14)式で熱力学的な極限を取り,和を積分にすると

･S̀,-S昌 一喜/

dDk i

不 平 1-TA?

- 712-
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反強磁性量子スピン系へのアプローチ

である.この積分の収束性を調べるために,被積分関数のk- 0のふるまいを抜き出すと,

くSi)～S･ト /dkkD-2
(2･1･16)

となる.この積分は2次元(β=2)および3次元(刀=3)では収束することから,反強磁性体の基底状態

の副格子自発磁化は有限に残り,したがって対称性の破れが起こっていると解釈できる.一万,1次元格子

(D=1)の場合は積分が発散する.このことは,古典値Sに対する量子補正が大きく,<Si>が0でない

値を取るという古典的な描像が成立しないことを意味している.このように,スピン波の励起スペクトル

のk依存性から,長距離秩序の存在 (対称性の破れ)が議論できるのである.

また有限温度においては,(2.1.15)の被積分関数に(2.1.13)の温度の因子がかかる.この効果により,

D=1,2では積分は発散する.すなわち,有限温度の場合1次元及び2次元格子では副格子自発磁化が発

散して長距離秩序が存在しないことを示唆している.このことは,第3章で説明するように,Merminと

Wagner(1966)によって厳密に証明されており,スピン波理論が低励起を正しく記述することが明らかにさ

れたと解釈できる.

§2.2フラストレーションのある系への応用

スピシ披理論を使った量子スピン系の応用例として,正方格子上で次近接相互作用を考慮したためにフ

ラストレーションの効果が入ってくるような場合に,スピン波理論でどのようなことが言えるのかを説明

する.この系のハミル トニアンは,

H = ∑(S,PS,?+S,yS,y+S,FS,1)+α∑(S,PS,?+SrS,y+S,PS,1) (2･2･1)
A.a. n.A.n.

である.第1項が最近接,第2項が次近接相互作用を表わす (図1).

第1項と第2項は,単位正方形の対角線上にあるスピン対の互いの向きについて相反する効果を与える.

第1項は平行にしようとし,第2項は反平行にしようとするのである.これはフラストレーションの一種

である.フラストレーションが存在すると,古典的にも基底状態が必ずしも自明でなくなる.
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2.2.1古典的秩序状態

今考えている系(2.2,1)は,古典的には最近接交換相互作用に対する次近接交換相互作用の比αにより異

なる基底状態を取る.それが図2で与えられている.

0_<¢く0.5での古粥的秩序状.憑

図2

0,5≦○ての書的的扶序状.ti

o≦α≦0.5では通常のN6el状態であるが,α≧0.5では2つずつの副格子の相対角Cが任意に取れる連

続縮退状態が実現している.後者の場合,量子補正をスピン波理論で求めようとすると,どの状態を出発

点にとるかが問題となる.Kubo(1990)は任意の角βの古典状態から出発したときの量子補正をスピン波理

論で求め,collinear状態 (♂=o)が安定になることを示した.

さらに,α=0.5では図3で与えられるさらに高次の連続縮退が存在する.

Ik '♂′一′

I

〇･=0.5での'む爪的玖序状.43

図3

この連続縮退が量子ゆらぎでとれるかどうか見るためには,Knboと同様にして,任意の古典状態から出

発して単純なスピン波理論で量子効果によるエネルギ-の低下を評価すればよい.その結果,N6el状態が安
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定であることが分かる.しかしながら,次の節で見るように,スピンの大きさを計算 してみると,α=0.5

では量子補正が発散して長距離秩序が存在 しないという描像が得られる.α=0.5で 副格子磁化や 2点相

関が発散するために,このような単純なスピン波の結果が特にスピンの縮みについてどれだけ信頼できる

かは明らかでない.ただしこれは,スピン波理論を適用するに当たって単純に相互作用を無視 した近似が

悪いのであって,必ず しもスピン波の描像自体が全 く成立しないわけではないのであろう.以上をまとめ

ると,スピン波理論の出発点としては,

(冒.555aa50･5 C".eLeiln瓢 態

を選ぶのが妥当であると考えられる.

2.2.2スピン波間相互作用を無視したスピン波理論

前節で求めた古典的秩序状態にスピン波による量子ゆらぎを取り入れて基底状態を評価する.このよう

な方法が,フラストレーション系の基底状態をどこまでうまく記述できるかは明かではないが,まず何も

工夫しない普通のスピン波理論でのアプローチからみていくことにする.

ここでは古典的執事状態としてN6el状態をもつ場合(0≦α≦0･5)のみ説明し,collinear状態(0.5<α)に

ついては結果だけを記す.ハミルトニアンにHolsteim-Primakoだ変換を施 してボゾンの表示にする.Holstein-

Primako∬変換は,

S.2=S-aTat

S,+=而 ト * a, (l∈Asublattice)

S£=-S+bLbm

S孟=､乃勤し

S忘=n 1-% bm

と書かれる.ポゾンで-ミル トニアンを書き換えて2次までで切ると次式が得られる.

H=-DIAIS2(ト α)
A.～.

+∑(aib,I+afb,T･-afai-bj･bj)
i,}'
7L.†一.7t,.

+α∑(àaI･+alai,-a,!ar aI,a,･･)

りt
7L.A.A.

+α_∑(b,･bI･･+b,f･b,･･-b,t･bj-a,t･･bj,)
j,)'l
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スピン波の措像を作るためにフーリエ変換

を施す.

これによって書き直された-ミル トニアンは,

∬=-plAlg2(1- α)

･21AlS∑(Tkahbh･Tha!b仁 ata h (1.α (n k - 1)) - bib h (1+α(叩 k - i )))

A

である.ただし,Tk=i(coskG+cosh,),恥 〒､coskGCOSkyである.これを Bogoliubov変換

ah=｡hCOShek+β王sinhOk

bと=-αkSinhOk+β!coshCh

によって対角化してやれば良い.対角化の条件は,

tartLOh=
-'TA;

1+α(恥 - 1)

となる.この結果 Niel状態 の基底エネルギーとスピンの大きさは,

(E29)=-(1-α)DIAIS2+8Ds∑ 【k

(sZ)-S･;宣 写

となる.同様にしてcollinea.r状態においては

くE49)--W lAIS2+4Ds∑【i
'4Ds;[

(sZ)-S･喜一古 宇

-i Ti:

(1+α(恥-1))2-7k2-1】

1+α(Tlk- 1)

tl+α(r7k-1))2-･yk2

(1+lTk,)2･(小 ATk∬)2-1]

二元 -;)打て㌃二 元3車-1]

1+iJYky
[(1十人Tk,)2-(Tlk+ATkS)2】

1-lJYky

[(1-人JYk,)2-(Tlk一人Th.)21
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で与えられる.ここで,人=1/2α,Tk,三COSkG,Thy=COSky としている.さて,副格子磁化<Sl>

は古典近似ではβであるが,量子効果によりこれより小さい値となる.(2･2.9),(2･2･11)の和の項がこのス

ピンの縮みを表わしている.もし量子効果が古典値とまったく同じ値になり<Sl>=0となると,古典的

な秩序状態の描像は破綻すると考えてよい.そこで(Sl)=0の条件から古典相と非古典相の相境界を求め

ると,相図が図4のように得られる.

0.485 0.490 0.495
CL

図4

0.500 0.505

この相図で着目するべき点は,αpS0.5でどんな大きなSでも有限である限り,くSl)が負になるという

意味において古典的長距離秩序が破壊されるということである.すなわち,今説明したような単純なスピ

ン波理論は破綻を来す.この結果を導いたCha.ndra･(1988)紘,この現象は単純なスピン波理論という近似

のためではなく取り扱っている系本来の性質であるという見解をとり,スピン波理論の破綻 した先の状態

のことをSpimliquidと呼んでいる.しかしながら,'実は単純なスピン波理論で求めた副格子磁化 (2.2.9),

(2.2.ll)はα=0.5で発散している.本来有限値をとノるべき量が発散しているということは,スピン演算子

をボーズ粒子で書き換えスピン波間の相互作用を無視した際に非物理的状態がはいってきていることを意

味している.この非物理的状態をとり除いてもまだ古典措像が何らかの矛盾をきたすかどうかを十分に検

討しなければ最終的な結論は得られない.そこで,次の節でスピン波間の相互作用をある程度考慮するこ

とを目的とした修正スピン波理論を紹介する.

2.2.3修正スピン波理論

これまで見てきた単純なスピン波理論は,｡が小さくフラ女トレーションの効果が小さいところでは長

距離秩序が存在していることを示しているので,このアプローチは破綻をきたさないと考えられる.ただ,

フラストレーションの効果が最も強い α=0.5で副格子磁化や2点相関関数が発散して非物理的な結果に

なってしまうという欠陥があり,フラストレーションの効果の強い領域での言古重に問題がある.そこでス
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ピン波間の相互作用を取り入れることによって近似をいかに高めるかが問題となる.ひとつの工夫として

Ta.ka.hashi(1988)の修正スピン波理論を紹介する｡この方法ではスピンーボゾン変換としてDyson-Maleev

変換を用い,さらに基底状態がsingletであることからくる条件 (Sl)=0を課すことによって,無制限にボ

ゾンが励起されるのを抑制する.(前節で出てきたくSl)の負の発散は,ボゾンがフラストレーションの効果

で無限個励起されたために起こったのである.)これによって自発磁化が発散しない状態での基底状態を求

めることができる.この条件のもとで変分をとり,最も安定な状態を基底状態として決定するというとい

う手順になる.DysorL-Maleev変換のメリットは,以下で見るように-ミルトニアンがポゾンについて4次

までで切れ,Holstein-Primako∬変換で存在した近似の精度による誤差の任意性を排除できることである.

しかしながら,一方では,,ハミルトニアンのエルミー ト性が失われ,単純なスピン波理論では入ってこな

かった非物理的状態が入るという欠点がある.ただし,この非物理的状態は基底状態よりも低いところに

は入らないということが知られており,そのために基底状態の議論には非エルミー ト性は影響しないと信

じられている.

a.Niel状態から出発した場合

古典的秩序状態としてN6el状態を仮定している場合から始める.0≦α≦0.5である.反強磁性的な

Dyson-Maleev変換は,

sl=a,･,S.-= (2S - afa `)a.I, S,?= S - 轟 (A sub Za iiice)(2.･2,12)

sl=-b,t･,ST=-(2S-b,tbj)b,･,S,1=-S十b,tbj(Bsubtaiiice)(2･2･13)
で与えられる.この変換によりスピン演算子及びボーズ演算子の交換関係が満足されることは容易に確か

められる.これを用いてハミルトニアン(2･2･1)を書き直すと以下のようになる.

H-DIAIS2(α-1)+∑【S(ataJ b,tb,･-afb,t･-a･･bj)･喜at(b,L all)2bj]7一.A.
･α∑ ls(aI-aI,)(a･･-a･･･)･錘 ,(a･･-air)2]～.7一.A.

･α ∑ ls(b,Lb,t･)(bj-bj･)･吉bjb,.I(b,i,-b3,)2]7L.a.7一.

これをスピン波で記述するためにフーリエ変換し,さらにBogolinbov変換

αk=ahCOShCk-bt_kSinhCk

βlk≡-atsinhek+b_kCOShek

(2.2.14)

(2･2･15α)

(2･2･15b)

をはどこした後,(S,?)=くSJf)=0のもとでCkについて変分をとる･i∈A,3'∈Bである.その際便利なよ

うに,ボーズ演算子について2次の期待値を(2.2･12),(2･2･13)と(2･2.15a,b)から求めておく.
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(a,Tb,･)=(aib,I)=0
くala3)=くaiaj)=0

(哩 )≡(棉 )=0

(afa,･)=(b,Tb,･)=I(ri-rj)

(aIb,I)=(aib,I)=9(ri-r,I)

反強磁性量子スピン系-のアプローチ

(2.2.16α)

(2,2.16b)

(2･2･16C)

(2･2･16d)

(2･2 ･16 e)

I(r)-古 宇cosL20he-ih''(nh･'喜)

9(r)-古 宇sinh20ke-ik.'(nk･喜)

(2.2･17α)

(2.2 ･17b)

ただし,

である.基底状態はスピン波励起が1個も生じていないnk=0で決定される.これを用いて- ミルトニア

ンを書き直す.こうして,基底状態におけるハミルトニアンの期待値として

豊 -∑ts･工 期 十g(p))2.α∑is･;-i(0)･J(6))2 (2･2･18)n.TZ,. n.n.7Z,.
が得られる.また (Sz)=0の条件は

(S,)- S･ト ! (o)-o

となる.これを用いてエネル嘉一極小の条件は次のように書ける.

孟 倍 一購 )】-0

この条件を具体的に書き下したのが次の式である.

tanheh= 9(p)Tk
9(p)- CyJ(6)(1 - 塞 ) - FL

ただし,

∫
JYk=COSkEcosky

である.Okを決定するためには,(2･2･18)-(2.2･21)から導かれる以下の連立方程式を解けばよい.

S･;-I(o)-古写

9(p)-古芋e-''k'p

I(6)-古芋 e-ih'6

JTm
恥Tk

Jl~二~~bh2h2
1

1-77言7言
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この解としては,〃=0のものと〝≠0のものがある.

まず,〟≡0の解について述べる.(2.17ト(2･19)において熱力学的極限を取って和を積分に置き換える

のであるが,その際にk=0のモー ドは長距離の相関を表わしているから特別な扱いをしなければならな

い.そこで,
a

no=1一軒

-0-S･ト& /o'

9(p)--o･&(
∫(♂)=mo+a(

coskGcoskyd2k

(2･2･25)

と振舞うとすると,

が得られる.ただし,mo=J576である.(2.2.26)紘(2.2･9)との比較より,高勝 子磁化を表わしていると

考えられる.この連立方程式を数値的に解 くことによってエネルギー及び自発磁化が求まる.ただし,ス

ピン波理論は1/Sでの漸近展開と考えられることから,基底状態のエネルギーは0(Sl)までについてのみ

取ることにする.するとェネルギーは,

E
TkT--29行 2af12

=-2(1-α)S2- 2S(1-αト 4S(Il-αI2)

･1-a /:

･2-a /:

coskacosky

(2･2･29)

ただし,

となる.(2･2･26)-(2･2･28)はβとαを与えることによって数値的に解くことができ,これから副格子自発

磁化 moとェネルギーが求まる.

一方,〟≠0の解についても同様の計算を実行すると,〟=0の解が常に低いエネルギーを与えること

が分かる.したがって,(2･2･26ト(2.2.､28)で記述される〝=0の解のみを考えればよい.
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b.Collinear状態から出発した場合

Collinear状態においては,4副格子に分割して計算する必要がある.DysorL-Maleev変換は次のように

する.

S,'=at,S,-=(2S-afal)al,S.I=S-afa.

Sp-=-bp,Sp'=-b!(2S-b!bp),Sp'=S-b!bp

SニニーC,A,Si=-cL(2S-cLc.n),sL=S-cLc,A

Sq-=dt,Sq'=(2S-d!dq)d9,Sql≡-S+d!dq

これを用いて-ミル トニアン(2.2.1)をボーズ演算子に変換する.Bogoliubov変換

JEak=αkCOSheh+β王sinhek+TkCOS帰 k+6lsinhQk

vYbh=α£sinhCk+βkCOShOk+TlsinhQk+6kCOShQk

vqck=α王sinhOh+βhCOSLOk-Tlsin帰 k-SkCOS帰k

vqdh=｡kCOSheh+βlsinLeklTkCOS蟻 -6王sin蟻

(A subla･ttice)(2･2･32 a)

(B subla･ttice)(2.2･32b)

(Csublattice)(2.2･32C)

(Dsublattice)(2･2.32d)

(2･2･33α)

(2･2.33b)

(2.2.33C)

(2.2.33d)

の変分パラメータ-Ck,¢kを (STl)=0の束縛条件のもとで動かし,エネルギーが最小になるボゾンが0個

の状態として基底状態を決定すればよい.結果は,

(H)ニーα聾 ∑ ts昌 一je(0日 .(0)+90(6)-9̂ 6))27一.A.A.

一望∑ (S･;-fe(0)-I.(0)+98(p)～ (p))27L.A.

･聾∑ ts･ト jH0)-I.(0).抽 )-9.(p))2Il.Il.

となる.ただし,

Je(p)-古芋e-ik'pcosh2ek

柚 )-古芋 e-ih'pcosh24k

9Hp)-古芋 e-ih'psinh2ek

9･(p)-古芋 e-ik.pco'sh24k

である.また,副格子自発磁化に対する制限 (S,)=0より,

(sJ)-S昌 一fe(0日 4(0)-0
- 721 -
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が得られる.未定乗数を FLとして (Sl)=0の条件のもとで,エネルギー極小の要請から,

∂
aOk
∂
両;

[(H)-FL(Sl)]=0

[(H)-JL(Sl)】=0

とおく.これからek,¢kに対する条件が求まり,

tanh2Ck = Tllh≡

ta.mh2¢k=T加.=

2α7去+Tkyu

2α+u - V(1-7hc)

2α亮+Tkyu

2α+u - V(1+TkG)

u=B(p)/A(6)

V=a(p)/A(6)

A(6)-古芋 e-ih'6(
B(p)-古芋 e-'k'p(

a(p)-古芋 e-̀k'p(

JYk.=COSkG

･yky=COSky

771k T72k
JiT石打'√丁有

りlk 叩2k
訴丁 有■√丁有

1 1

伺 IJTm

こ こ で,

ただ し,

(2･2･38α)

(2.2･38b)

(2･2･39α)

(2･2･39b)

(2.2,40α)

(2･2･40b)

(2･2･41α)

(2･2･41b)

(2･2･41C)

(2･2･41d)

(2･2･41e)

である.副格子自発磁化は束縛条件 (2.2.37)の中で k=0のモー ドを引き出して調べれば良い.副格子自

発磁化 moとすれば,

1 1
2 LAlkl.＼伺 √̀ニ有m｡-S･喜-ふ∑( ) (2･2･42)

これから,collinea.r状態の長距離秩序の存在を判定できる.基底状態のエネルギーはこれもN占el状態の場

合と同様にして,

E
何 --2αA(6)?-B(p)2+a(p)2

であるが,さらに0(51)まで展開すると次のようになる.

E
- =12αS2+2S(J4+J3-α(1-2Jl+2J2))lAJ
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Jl-嘉/.I/2d2k(
J2-;/:/2d2k(
J3-封
J4-嘉J

d2k(

1 1

TllA T12h
臼-乱川7r/2A_,1
JiT軍ご

7r/2_～_, 1
d2k(

coskGcosky

coskE
cosky

(2･2･45α)

(2･2･45b)

(2･2･45C)

(2･2.45d)

ただし,

である.

〝≠Oの解についても調べる.〝=0の場合と全く同様の計算により,

2αJY£+Tkyu

2α+u-V(1-7kS)+FL

2α7去+Tkyu

2α+u-V(1+TkE)+p
1 1

d2k

を解けばよいことがわかる.u,Vの定義についてはFL=0の場合と同じである.以上の式を解■いてパラメー

ターの領域によっては FL≠0の解も存在するが,IL=0の解よりも高いエネルギーをとることが明らかに

なる.したがって,〝=0のみ考えればよい.

C.相図

前節で得られた連立方程式 (2･2･21)-(2･2･24)および(2･2･46)以下の式をそれぞれ解くことによって相図

が描ける.結果は図5の通りである.

1/S

0.0

図5

0.5
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相境界は,長距離相関 IimMcD< Sos,>が 0になるところとして引いてある.α≡0.5付近でN6el,

col血ear両状態とも長距離相関を持つ領域においては,エネルギーの比較から基底状態を決定した.単純

なスピン波理論で求めた相図 (図4)では,任意の Sに対してSpinliquidが実現するが,今の修正スピン

波理論の結果 (図5)においてはこれと異なる次のような特徴が見られる.S≧1では,Niel状態から中間

状態を経ずにcollinear状態への1次転移を示す.また,S=1/2の場合は,Niel状態が破綻すると同時に

collinear状態が実現される.しかし,最もゆらぎの大きなS=1/2では転移点付近で構成分が大きくなっ

ているため,ほとんど副格子自発磁化が残っていない状態であることが図6に示される.

S=1/2のエネルギーについては,図6にみるようにα=0.61でNiel状態とcollinear状態の間にエネ

ルギーギャップがある.そのため N占elorderが縮みきってしまってN占el状態が破綻してしまうと同時に

collinear状態が出現するという-見奇妙な転移が生じているのである.
/

しかしながら,スピン波理論はいずれにしてもβが十分大きいときに有効な方法であるから,β=1/2

の系の振る舞いの詳細についてどれだけ信頼できる予言をしているかは明らかでない.ここで強調したいこ

とは,単純なスピン波理論ではどんなに大きなSに対しても常にα=0.5付近の有限幅の区間で古典措像が

矛盾をきたすのに対し,修正スピン波理論ではSが大きいと,どんなαについても古典状態が安定性を保っ

ているということである.ボーズ粒子の無制限な励起を,<Sz>=0の条件を強制的に課すことによって

抑制した結果,古典状態が安定化したということは,α=0.5付近での単純なスピン波理論の有効性に強い

疑問を投げかけている.
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第3章 長距離秩序の存在証明

§3.1フラストレーションがない正方格子反強磁性体

この事では,DysorL-Lieb-Simort(1978)によって提案された反強磁性体のN占el秩序の存在を厳密に証明

する方法を概説する.まずフラストレーションがない場合について,話の基本的な筋を見てみよう.ここで

存在を証明する長距離執事のオーダーパラメーターは,次のように定義されたものである.

m2-t放 く(lil-1∑ (-1)ask)2)-1島 (sisi9)p-(.I,, (3･1･1)α

αは格子点,lAlは系の大きさ (サイト数)である.iはスピンの成分 (3,y,a)を表わす.m2の下限を求め,

それが正であることを示せば良い.そのために,m2を別の表式で置き換えよう.最近接の相関関数をフー

リエ表示すると,
D

(sbsi)-嘉写(帆 )〈∑ cosh-) (3･1･2)7T1=1

であるが,この右辺から(7r,7r)のモー ドを引き出し,和を積分で置き換える.(7r,7r)のモー ドが長距離秩

序 m2を与え,

72〒棚 ,一去/蒜 9ilmf1-COSk-, (3･1･3,
が得られる.ただし,9と-<SとSLk>である.よってm2>Oを示すには,右辺の下限を調べればよい.と

ころが,宛の厳密な表式を求めることは｢股にきわめて難しい.そこで,9主の上限を評価し,それによって

m2の下限を求め,それが正になるかどうかを考えるのである.9iの上限を求めるために,任意のエルミー

ト演算子 Aについて,関数 b,C,9を

b(A)=(AT,A)=Ll
Tr(A†e-3HAe-(1~3)H)d37

C(A)=(lA,lH,Afln

9(A)-;(AfA･叫

と定義する･これらの間にはFalk(1969)によって証明された次の不等式が成畢する･

b(A)≧9(A)I(C(A)/49(A)) (3･1･5)

ただし,Jはf(3tarLh3:)=T~ltanh〇で定義される単調減少関数である.不等式 (3.1.5)が成立し,また

b,Cの上限がbo,coと分かっているとき,9の上限90は

90-を(boco)1′2coth√布 (3･1･6)

になっている.というのは,もし9>90であるとすると,C/49<co/490となるが,Jは単調減少関数であ

るから,9f(C/49)>9oJ(co/490)が導かれる.(3･1･6)の90は9oJ(co/490)=boを満たすことがfの定義よ

り容易に示せ,したがって9f(C/49)>bo≧bとなる.ところがこれは(3.1.5)と矛盾する.
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bの上限boCi,後で具体的に求めてみると分かるのであるが,T- 0でいくらでも小さくなる量であり,

したがって絶対零度にこの方法を通用する際には(3.1.5)のcothの引数はいくらでも大きくなる.すなわ

ち,cotllの部分は1としてよい.こうして,絶対零度の場合go=偏 /2が得られる.

量子スピン系にこの不等式を適用する場合,エルミー ト演算子 AとしてSLを使えば良い.(311･3)より

m2>Oは

-(sasi),去/
D

蒜 9臣 ∑ cosh-)m=1
(3･1･7)

と書ける.T=0の場合,右辺の元を上限(3･1･3)で置き換え,積分を-cosh.nの和が正の領域に限ること

によってm2>Oの十分条件が導かれる.

一朗 ,,去/(+'蒜 ;lBkCk]1/牛 写 cosk-)

ここで,Bk,Ckはb(Sk),C(Sk)の上限bo,coである.

β(Sk,S_A)≦Bk

(【Sk,H],S-k])≦Ck

そこで問題は,Bk,Cykを具体的に求めることに帰着される.

二重交換子の上限Ckの評価は比較的簡単である.実際に交換関係を直接計算することにより,

D

(lsk,H],SJ)I--4∑ (ト coskm)(S.ISLE)m=1

(3.1.8)

(3.1.10)

となることがわかる.したがって,最近接相関関数の下限を評価できれば上式の上限 Ckが求まることにな

る.一番荒い評価では大きさSのスピンの場合,

lSaSi)≦S2 (3･1･11)

とすればよい.また,特にハイゼンベルモデルの場合,変分法に基づいたAnderson(1951)の評価を使う

ことで,よりよいCkが求まる.これは

-(sisi)-<;S(SIi) (3･1･12)

というもので,(3.1.ll)より約3倍良い値になっている.

Duhame12点関数b(Sk)の上限Bhを求める問題は,Ckよりもはるかに難しい.以下に概説する格子の

反転対称性を使った議論からBkが導かれるが,この反転対称性(re且ectiorLpOSitivity)を満たさねばならな

いという条件があるために,正方格子や立方格子以外の格子や,強磁性体にこの方法を通用することが困
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難になっている.格子を,ボンドを横切るある面 (2次元ではある線)を境界として2つに分け,それ

に応じてハミルトニアンも211の部分 Hlとhlに分けたとき,境界面に関して格子点を反転するとHlと

耳1が互いに入れ替わるとする (図7).

このとき,A,B,Ctをェルミー ト演算子,D,nをエルミート演算子の純虚数倍,h,nを実数として,次の

式 (re且ectionpositivity)が成立することがDyson(1978)によ.って示された.

(Trlexp(X)])2≦Trlexp(Y)】Trlexp(Z)]

x=A+i-∑(ct- et- h')2+∑ (Dm -bm)2り F2iZ

Y=A+A-∑(ct-et)2+∑ (Dm -bm)2
I 7n

Z=B+A-∑ (01-et)2+∑ (Dm -Bm)2
J TTl

である.ここで,

(3.1.13)

(3･1.14α)

(3.1.14b)

(3.1.14C)

であり,AやB等はA,Bを境界面に関 して反転して得られる演算子である.正方格子上の反強磁性ハイゼ

ンベルクモデルの-ミルトニアンは,副格子のうちのどちらかひとっの上にあるスピンのa:,y成分の符号

を反転させることによって上の形に出来る.

演算子 A,Bなどをうまく選ぶことにより,(3.1.13)式は任意の磁場を書けたときの分配関数についての

次の不等式になる.

Z(h)≦Z(0)
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これを少 し書き換えると,

Trlexp(-βH)十g(∑∂,･h,･)]
Trlexp(-PH)

≦ex,【星 地 上三12 (3･1･16)

となる.ここで,g(h)=∑ ｡h(α)･S｡,∂ihi(a)=hi(cr+6,I)-hi(α)である.(3･1･16)において hの2次

の項を比較することによって次の関係を得る.

(q(∑∂ihi)T･q(∑ ∂ihi))≦β11∑ lh̀12I I llα
左辺はDllhame12点関数である.磁場 hとして

【h (̀α)】h=6 貢̀ expl- ip ･(α- 6)]-expl-ip･α 】)lAr l /2

を選ぶと,上の不等式よりDuLame12点関数の上限が

(Sh,S_A)≦(2β(1+cosy))-1=β-1Bk

(3･1･17)

(3･1･18)

(3･1･19)

と求去る.こうして,長距離秩序の存在の十分条件 (3･1･8)の右辺に出てくるBk,Ckが分かった.

(3･1.8)の左辺を評価するために,変分法を使ってエネルギーの上限を決める.エネルギ-は最近接相互

作用の定数倍だから,エネルギーの上限は直ちに -<Sas呈>の下限に書き換えられる.(3･1.8)で左辺の

-<sbsi>をその下限で置き換えた式が成立すれば,当然もとの -<SbSi>のままでも不等式が成立す

る.それゆえ,左辺を下限で置き換えたものは,やはり長距離秩序の存在の十分条件である.

こうして,2次元正方格上の反強磁性-イゼンベルグモデルの場合,長距離秩序存在の十分条件が,

S,;/'+'宗 主[

2(2-coskl- COSk2)

2+coskl+cosk2 ]1′2ト coskl- cosh,) (3･1･20)

となる.右辺の積分を数値的に実行すると左辺の積分は,0.915になる.したがって,S≧1では不等式は

満たされるがぶ=1/2では満たされない,つまりスピンの大きさが 1/2の場合についてはこの方法では長

距離秩序が存在するかどうかについて何も言えないということになる.スピン波理論やモンテカルロシミュ

レーションの結果はS=1/2についてもN6el的な長距離秩序の存在を強く支持しているが,今のところ厳

密な証明はない.Dyson-Lieも･Simonの方法のある程度の拡張で決着がつくものかどうかも明らかでない.

残された重要な課題の一つである.

§3.2フラス トレー トした系への応用

第2章で紹介 した2次元正方格子上の次近接相互作用があるハイゼンベルグモデルの基底状態の問題に

前節の方法を適用してみる(Kshi,1989).
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次近接相互作用があるとき(3.1.8)式は

-(sasi)-α頗 ),;/'''ilBhCk]l隼 coskl⊥cosk2-2αcosklCOSk2)d2k (3･2･1)

と書き換えられる.Bk,Ckの評価が問題になるが,Chはフラストレーションのない場合 (α=0)と同様に,

直接2重交換子を求め,相関関数の上,下限を変分法で評価すればよい.結果は

ck-言【(2 -cosk l - CO S k2)S(S･ ;)･ 2α( 1 -cosk lCOSk2)S(S･;) ] (3･2 ･2 )

である.

Bkについては,re丑ectionpositivityに基づく議論が適用可能になるようにひと工夫必要である.フラス

トレーションがないα-0のときには,一つの副格子上でスピンのC,y(あるいはa:,I)成分の符号を逆にす

るという正準変換でre且ectionpositivityの成立する(3.1.13)の形に- ミルトニアンを変換できた.α>0だ

と,最近接相互作用についてはこれでよいが,次近接相互作用はこの変換では符号が変わらず,(3･1.13)の形

にならない.Kishi(1989)紘,単位正方形の4つの隅にあるスピン演算子の適切な線形結合を取ることによっ

て,次近接相互作用を(3.1.13)の形に書き換えられることを示 した.ただし,この書き換えは0≦α≦0.5

という区間に限られる.α>0･5になるといくつかの項の符号が逆転 して,(3･1･13)と違ってくるのである.

なお,第2章で述べたとおり,古典的にはα=0.5を境にして秩序状態が全 く違ってくるのだが,古典秩序

とは一見何の関係もない議論であるDyson-Lieb-Simonの方法を適用しようとするとα=0.5という境界が

自然に出現することは興味深い.結果は

Bk-喜ll･coSkl･cosk2-2α(1-cosklCOSk2)]-1 (3･2･3)

である.このようにして,十分条件の式が数値的に評価することが出来るようになる.

･2(ト α),喜/(+'

d2k

(27r)2

2((ト coskl- COSk2)S(S+喜)+2α(1-cosklCOSk2)S(S+喜))
3(1+coskl+cosk2- 2α(1-cosklCOSk2))

×(-coskl-COSk2- 2αcosklCOSk2) (3･2.4)

各 β,αに対してこの不等式が成立するかどうかを数値的に積分を実行することによって調べると,図8の

斜線部の領域で長距離秩序の存在が確実であることがわかる.ただし斜線部以外の領域に関しては,この

方法の性格上長距離秩序が存在するとかしないということは何も言えない.
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0,0 0.( 0.2 0.5 0.4 0.5

α

図8

この長距離秩序の存在が証明された領域は,第2章のスピン波理論でも長距離秩序の存在が予想された

ところであるが,厳密な証明がなされたことの意義は大きい.

§3.3自発的な対称性の破れが存在しないこと

1次元及び2次元の強磁性 (および反強磁性)-イゼンベルグモデルは,有限温度では熟ゆらぎのため

に長距離秩序を持たない(Mermina.ndWagner,1966).Bogoliubov不等式を使ったこの議論を紹介する.

A,C をェルミー ト演算子,H をZ方向の磁場 hを含む-ミル トニアン,P=1/kBT とすると,次の

Bogoliubov不等式が成立する.

;p(ATA･AAT)-,
(lC,A])l2

(llCt,H),C])

これは,後で見るようにSchwaJtZ不等式を少し書き換えたものである.フーリエ変換

si=∑eik.as呈
α

したスピン演算子の間には次の交換関係が成立することが直接の計算によって確かめられる.

lSk+,Skl=2Sl+k,

Bogoliubov不等式における演算子A,CをC=Sk+,A≡S二kとして(3.3･1)の両辺を積分すると,

･∑ (【S二k･Sk',十)≧写 背 鰭k

(3･3･1)

(3･3･2)

(3･3･3)

(3･3･4)

となる.両辺に現れる交換関係を計算することは容易である.いくつかの量を自明な上限,下限で置き換

えたのち

S(S･1),古 宇

kBTm2

∑,n(1-e'rk-)S(S+1)+hm/2
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が得られる.m はZ方向の磁化である,外部磁場 hが0になる極限でmが0でない値を取るかどうかが問

題になる.kBTm2は積分の外に出せ,また左辺は有限であるから,もし積分が発散すればm=Oという

ことになる.積分の発散を決定するのはkが0付近の被積分関数の振る舞いである.1-expikmのmにつ

いての和は,1次元では1-coSk,2次元では2-coskl-COSk2,3次元では3-coskl- COSk2- COSk3

である.k～0ではいずれもk26こ比例する.よって,積分は

/g dk (3･3･6)

となり,刀=1,2では発散することになる.したがって1次元及び2次元格子では有.限温度において自発

磁化は存在しない.

以上はT>0の場合についてであるが,Bogoliubov不等式 (3･3.1)を少し改良することによって,絶対

零度の性質についても議論できる(NisLimori,1991).例として2次元正方格子上のフラストレートした量

子スピン系において,N占el状態を少しずっひねって出来るtwist状態(図9)の存在の可能性が取りざたさ

れているが,そのような状態は存在しないことを示してみる.

I /

I~~~~ー~~~~~~~~~~ー~~~~ ∠

が存在しない事を示す.

絶対零度に適用可能な不等式を作るために,もとのBogolinbov不等式 (3.10)の導出を思い出してみよ

う(DysorL,1978).交換子の期待値<【C,A】>はCとAのDuhame12点関数に等しい.

<lC,A]>=(lC,PH],A)

これは,直接の微分によって得られる式

gTr(e-3PHce-(1-3'PHA)
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を積分することによって証明できる(3･3.7)の両辺を2乗し,Duhame12点関数にSchwarz不等式を適用

すると,

l<lC,A]>[2=i(lC,βH],A)l2≦(AI,A)(【C,βH]I,【C,βH]) (3･3･8)

であるが,右辺第2項にもうー度(3.3.7)を使い,さらにtAT,A)をその上限 <Al.4+AAI>/2 で置き

換えて,

l<【C,A】>l2≦β(AI,A)<【Ct,lH,q]>

≦喜β<AlA.AA-,<粧 【- 】】,

となる.最後の(3･3･10)がBogolhbov不等式を与える.その一歩手前の(3.3.9)においては,右辺第1項

β(AI,A)紘,スピン演算子の場合,前節で見た (3.1.19),(3.2.3)のように温度に依存しない上限 Bkで置き

換えられるため,T- 0に通用しても無意味な結果にはならないのである.したがって用いる不等式は

β(AI,A)([【C,H],CID≧l(【C,A])12

である.

存在の有無を議論したいtwist状態を表わすオーダーパラメータは

mk≡∑ cos(k･α)SE
α

(3･3･11)

(3･1･12)

である.(kl,k2)=(q,7r)以外の kにおける秩序を問題にするのである.このようなねじれた秩序 (twist

order)を誘起する外部磁場をかけて,自発的な対称性の破れを考察する.

HI=-h∑coskSE
α

(3･3･13)

熱力学的極限をとり,さらにその後,磁場が0になる極限をとったときに自発的に秩序が残るかを調べる

のである.

C≡S三p-義 写 eip'asS,A≡Sp3- A-義 写 E-"p-k'.αS言 (3･3･14)

と選ぶと,(3･3.ll)の右辺は,

佃 A])'2-(古写cos小 ))2･(古写sin小 ))2 (3･3･15)

と書け,twist状態を表すオーダーパラメーターが現れる.(3･3･1)の左辺の2重交換子を直接計算し,2体

相関関数を上限S2で置き換えると,

Cp=(【C,H],CT])=4S2【2-cosq1-COSq2+2α(1-coSqlCOSq2)】+lhml (3･3･16)
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が得られる.ここでq=p-kである.また,Duhame12点関数の上限は,(3･9)で kをpにしたものでよ

い.こうして,不等式 (3･3･11)はαを負でない数として,

m…+a≦BpCp (3.3･17)

となる.ところが,(3･3･16)にq=p-kの関係をいれたものからわかるように,pを動かしたときqも動

き,Cpの最小値は外部磁場が0の極限で,q=0のおいて取る値 0である.q=0ということは,p=kだ

から,Bpが有限,すなわちp=(W,7r)=kでない限りmは 0である.こうして,N6el状態(k=(W,7r))以

外の波数の自発的な対称性の破れはないことがわかった.

実際には,Duhame12点関数の上限 Bp(3･2･3)だけからもtwist状態の長距離秩序がないことはわかる

(Kishi,1989).というのは,Duhame12点関数はスピン演算子の相関関数であり,スピン変数の期待値の

ゆらぎを表すが,Niel状態以外でBたが有限だという(3･3･17)の結果ほとりもなおさず,そのようなゆら

ぎは長距離まで伝わらないことを意味するからである.Schwarz不等式を用いた上記の議論は,このよう

なゆらぎの有限性が実際に対称性の破れを抑制していることを示したものである.
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第 4葦 量子モンテカルロ法

§4.1はじめに

量子スピン系の数値的なアプローチにも色々あり,対象となる系,コンピュータの性能などによってどの

方法でやるかが決まる.その中でモンテカルロ法は比較的メモTJ-が/少なくて大きな系ができるので,その

他の方法が使えない場合には有効な手段になり得る.例えば第 5章で説明する数値的厳密対角化や転送行

列法では,スピン配置の次元数のボンド数倍程度の大きさのメモリーを必要とするため,使えるメモリー

の大きさからS=1/2の場合スピン数約30ぐらいまでの系しか扱えないが,モンテカルロ琴では系の状態

と局所的なボルツマンファクター(BF)を覚えることができれば系の大きさはいくらでも大きくできるから

である.

モンテカルロ法は簡単にいえば,計算機の中に対象となる物理系を作り興味ある物理量を直接測定する

方法である.故に,calculationと言うよりはsimulationと言う方が的を得ている.以下で,具体的な例を

とって説明してみる.

§4.2古典スピン系のモンテカルロ法

考える系は,古典イジングスピン系でハミルトニアンが

H=J∑S,･Sj
ZEJr

(4･2･1)

で表挙れる.そしてN個の各スピンが正方格子上に置かれていて,その最近接間のみに相互作用が働いて

いるとする･系全体のエネルギーはこのN個のスピン配置で決まり,allupからaud_o血 まで全部で2N

通りの配置によってエネルギーEi(i=1･･2N)が決まる.この系の,ある温度T(≡1/kBβ)におけるエネル

ギーの期待値ほ,

･E,-≒ 賢 W･･ -e-βEi (4･2･2)

となる.∑は全てのスピン配置についての和である.これは,単純な2〃回の和であるからすぐに計算出来

るはずだが,Ⅳが大きくなってしまうとこの計算量は非現実的になってしまう.そこで,2Ⅳ 回の計算をし

なくても<β>を近似的に求められないかと考えるのである.

ここにⅣ個のイジングスピン系があったとして,それがある温度で平衡状態になっているとする.各ス

ピンは適当なダイナミクスにしたがって各時刻においてパラパラと状態更新をしている.そこで,ある時

刻 ilで時間を止め,系全体のスピン配置を見渡し,,エネルギーその他物理量を測定しこれをE(il)として

記録する.これが一回の測定.また時間を動かしてしばらくたった後にまた同じように測定してE(i2)と

する.これを延々とやっていきMCS回測定したとすると,エネルギーの期待値はMCS回の測定値の平均

･E,=#
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として求められる.精度という意味では(4.2.2)式の計算を真面目にやったときの値には程遠いが,ちゃん

とやれば当たらずとも遠からずの値を出すものと思われる.

では計算機上にこのイジングスピン系を実現するにはどうすれば良いのか.そのためには例えばnpス

ピンを 1,downスピンを0に対応づけて次に述べるように状態更新を行う.

離散的な時間間隔を十分小さくとれば,その間には高々一つのスピンしか状態を変えないであろう.し

たがって,ランダムにスピンを一つ選びそのスピンの状態を反転させるかどうか杏,反転前と後の系のBF

の比で決まる遷移確率で行う.これを続けていけば熟的平衡状態が得られる.ただし,平衡状態を得るた

めには詳細つり合いが成り立っているような遷移確率を採用しなければならない.これは状態 αから状態

b-の遷移のfhxがbからaへのそれと等しいという条件

Wa烏ーb=WbPb_ a (Wa:状態aのBF) (4･2･4)

を満たすようにPaーbをとるということを意味する.この式を満たす遷移確率のとり方には有名なものが二

つあり,熟浴法とメトロポリス法という.熟浴法は,

Pa_a=
Wb

Wa+Wb
(熟浴法)

メトロポリス法はEa>Ebとしたとき,

塑 (メトロポリス法)
p- b=1I Pb-a=wb

(4･2.5)

(4･2･6)

とするものを言う.両者とも(4.2･4)式を満たすので,各々ダイナミクスは異なるが,平衡状態には影響を

与えない.

詳細つり合いと同時に,状態更新のアルゴリズムが満たさなければならない条件がもう一つある.それ

はエルゴー ド性が成り立っているかどうかである.エルゴー ド性とは,十分長い時間をかければ系の可能な

全ての配置が必ず一回は実現することを言う.では,上で述べた 1つのスピンを反転するやり方で可能な

全ての配置が得られるであろうか.答は,.Yes.なぜなら,一つのスピンを順番に反転させていくことで,

各状態のBFが有限値ならば,スピン状態が allupからalldownまでの2N個の全ての状態を作ることが

できるからである.モンテカルロ法では,本来求めるべき物理量のアンサンブル平均 (4.2.2)式を時間平均

(4.2.3)式で置き換えている.この置き換えが出来るためには,実はエルゴー ド性が満たされていなければ

ならない.この条件が満たされているかどうか十分気を付けながらシミュレーションを行わなければなら

ない.

原理的には以上の条件 (詳細つりあいとエルゴー ド性)が満たされていれば,遷移確率を計算 しそれとあ

る乱数を比較 して確率の方が大きければそのスピン反転をテクセプトする,というのがモンテカルロの状

態更新である.
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しかし,他の方法より有用になるためには,さらに状態更新の局所性が必要である.メトロポリス法に

ついてこの局所性についてみてみる.

状態aから状態 bへの遷移確率は,

e-PE古

p- a= 声 訂 = e-β(Eb-E｡)≡ e-P△E
(4･2･7)

となる.aとbの差は局所的なものだから,△Eはスピン反転のターゲットとなったスピンの上下左右の最

近接スピンとの相互作用のみで決まり,その他の部分はキャンセルする.よってこのスピンの回りの局所的

な状態だけで,遷移確率が決まる事になり,よって局所的な状態更新が可能となる.この局所性がモンテカ

ルロ法の鍵で,実はこれが成り立たない場合にはモンテカルロをやる意味がなくなる.何故なら,系全体

のBFをあらかじめ求めるという事は既に問題を解いたことと同じであるからである.またこの局所性に

よって,メモリーの節約,計算効率の向上ができ,この時はじめてモンテカルロ法が有用な手段となり得

るのである.

最後に,モンテカルロ計算を行なう場合の注意点に付いて触れておく.それは各ステップにおける測

定が独立でなければならないことである.そうでなければ,測定値の和を測定回数で割る平均値が求める

べき物理量の最確値,またその標準偏差が本当の標準偏差とならないこ各測定が独立であるかどうかは,

autocorrelatiorttimeを見ればわかる.まず,

β〃(り=
<f(S)I(S+i)>s-<J(S)>誉
<f(S)I(S)>ぎー <f(S)>誉

(4･2･8)

とおく.ここでJ(i)は時刻iの測定量, <-･>はSに付いての平均を表す.これは時間方向の相関関数

で,この量が指数的減衰をするときの緩和時間,,eGPを見ることにより,系の初期状態から平衡状態へ落ち着

くために必要なステップ数の目安が求まる.例えば㌔ 叩 の十数倍程度を予め空回しした後に測定を始めると

いう風にする.一方,各測定が独立であるかどうかは,

･int-喜+云 p"(i) (4･2･9)t=1
を見る.モンテカルロ平均の誤差は,本来の独立測定の場合の約 2T,･nt倍であることが示される.よって,

有効モンテカルロステップはMCS/2Tintとなる.モンテカルロを行う際には以上の相関時間を見ることに

より,はじめの空回しの回数,独立測定に必要なステップ数,そしてそれらによって全モンテカルロステッ

プ数を決定しなければならない(Sokal1989).

以上が古典イジングを例にとったモンテカルロ法の概要である.大事なことをまとめておくと,

1.アンサンブル平均一時間平均

2.1･のためにエルゴー ド性
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3.平衡のために詳細つりあい

4.状態更新の局所性

5.時間方向の相関関数

§4.3量子スピン系への応用

では,こんどは量子スピン系のモンテカルロ法が古典系のようにできるかどうか見てみる(宮下 1988).

例にとる系は, S=1/2の 1次元反強磁性量子スピン系とする.-ミル トニアンは,

nn
H=-2J∑S.1･S,･･i,)I

オペレータAに対応する物理量の平均は

<A> =TrAe-PH _∑ 4.<QoIAe~PH椀 >

Tre.PH ー ∑4.<Qole-PH座o>

(4･3.1)

(4･3･2)

となる.ただし,410は任意の完全系(例えば今の場合Z成分を対角化した表示のイジングスピン)とする.こ

のアンサンブル平均を時間平均に直すには,<軸 e-PHl4,0>に従って状態更新をしなければならない.あ

る状態 砂o>からある状態 匝1>へ状態更新するときの遷移確率は

P=
< 4,1Ie~PH 陣 1>

< 4,oJe~PH陣 o>
(4･3･3)

となる.この式のHは系全体のハミルトニアンであるから,遷移確率はこのハミルトニアンを対角化しな

ければ求めることはできない.また古典系の場合と違い,-ミル トニアンの中のスピン演算子は非可換であ

るため,状態更新に関係する局所的な部分-ミル トニアンとその他の部分に分けたとき,(H=HA+HB),

e~P(H･+HB)≠e-PHAe-PHB (4･3･4)

となる.したがって,あるスピンの状態更新において古典系の場合の様に,状態更新に関係しないその他の

部分をキャンセルすることができず,結局,常に全系のBFの比として遷移確率を革める事しかできない.

モンテカルロ法の最大にして唯一の武器である局所性が失われているのある.BFがグtl-パルにしか求ま

らないのでは,わざわざ精度の悪いモンテカルロ法を使わずとも厳密対角化や転送行列法などを使って物

理量を求めた方がはるかに正確である.よってモンテカルロをやるには何とかしてBFを局所的なものの

積の形で書き表せなければならない.それを可能にするのがSumki-Trotter分解と呼ばれる近似法である.

- 73 7 -



雑賀 洋平･中村 統太 ･西森 秀稔

§4.4SuzukトTrotter分解

グローバルな全系のBFのe-♂(Ĥ+HB)を局所的なものの積に直すのが目的である.HAとHBを次のよ

うにとることにする.

HA=∑S2.･.･S2,･'1, HB=∑S2̀-1･S2,･
l 一

(4･4･1)

この様にボンドを一つおきにHAとHBに割り振ると,各々HAとHBの内部ではボンドがスピンを共有し

ないためスピン演算子は可換となり,局所的なBFの積に直すことが可能である.よって後はe-♂(HA+HB)

を二つの積へ分解できれば目的は蓮せられる.次の近似式を考えることにする.

eaH≡eGĤ+GHB=e号H▲eaHBeテĤ +o(C3)≡e2(I)+0(㌔)

e-pH=(e#H)m

-le2(-£)+0(芸 )1-

-le｡(-£)】-Io(芸 )-

-【eifĤe#HBeigHA]-+o(芸 )

したがって,

(4･4･2)

(4･4･3)

を使えばm - ∞ の極限で全系のBFが局所的なBFの積で完全に表されたことになる.実際には無限個

の積は扱えないため有限のmで切って計算をし,β3/m2で7n- ∞ の外拝をすれば元々の量子系での情報

が得られる.ここでのmをTrotter数という.(S.lZuki1976,1985,1986;Fye1986)

この式を使うと物理量の平均値は

<A>=EQo<- e-PHlQo>～=40<QoIAleか Ae#HBeか A]m帆 >

∑如く伸 ｢岬座o> ∑ 40<刷 eifĤ e書HBedĤ]-140>
(4･4･4)

と書ける.この式の各々のe…の間に完全系∑i恢 ><洲 =1をはさみ,かつTreA/2eBeA/2=TreAeBの

性質を使うと

<A> ∑ <4,.IeifHAAe諾HAI411><洲 e憲HBI4,2><42le謀HA軌 ><4,3ト-帆 >

∑ <4.le書H佃 1><Vllle書HBl4,2><i,le憲H佃 3><4,3ト IQ.>

<4.le諾HAAe諾HA帆 >

嘉 <伸 #Ĥ 軌 >

∑中,～中,m_1<柚 書H佃 1,<柚 #HBl4,2>'42I･-帆 '

=∑

∑4.～少｡m_1<Qole#H佃 1><柚 #HBl+,><4,,I･･･140'
(4･4･5)

と書ける.この最後の表式で第-項目を測定する物理量 (40,両で決まる),第二項目をそのQo,少1が実現す

る確率と読むことができる.

<A>= ∑ A帖 や1 × 叫 ｡,少1

中0,や1
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の形であるからこのアンサンブル平均を時間平均に直すには叫 ｡,中1のBFに従いながら状態更新をするモ

ンテカルロを実行すればいいことになる.

§4,51次元量子スピン系-2次元古典スピン系

では,実際のシミュレーションをどの様に行うかについて説明しよう.(4･4･5)式を見ると,その中に出

てくるBFはすべて局所的なものになっているが,そのかわり基底ベクトルが匝o>-何,2m-1>の2m個

に増えている.そこで,この2m個の基底である1次元イジングスピン系を用意し,(4･4･5)式を読み直す

と14,2>～匝2,～_1>に関してアンサンブル和をとってwQ｡,中1を決定し,それにしたがって 1410>,匝1>に

関して状態更新を行なうという形になっている.しかし,用意した2m個の基底の2m-2個に関してアン

サンブル和をとる事は明らかに実用上不可能であるので,この2m一声個の基底に関しても時間和に置き換

え,その代わりこの部分についても状態更新することにする.故に,用意した2m個の1次元イジングス

ピン系の基底lQo>～座2,A_1>の全ての状態が決まれば決まるBF

w =< 41.Le書ĤL4,i><QIIe書HBL4,2><堀e憲HA軌 ><4,3ト-軌 > (4･5･1)

にしたがって状態更新をし,40,411について測 定をすれば求めたい物理量の平均値が求まるわけである.2,m

個のイジングスピン系を縦に並べればこれを2次元イジングスピン系と見ることもできるので,Suzukト

Trotter分解は1次元童子系を 2次元古典系にマップすると言うこともできる.この時の縦方向をTrotter

方向,横方向をrealspa,ce方向という.またこの様にHAとHBをとる分解の仕方は図 10のようになるこ

とからclleCkerboard分解と呼ばれている(Hirschelal.1982).実際のシミュレ-ションではTrotter方

向に平行移動の対称性があるため,どの基底軌>と怖+1>について測定しても変わりがないので,全て

の基底について測定をしてこれを平均する.そうすることで測定サンプル数を実質上増やすことができる.

world1

●ー-●-●‥●-●-●-
12 3 4 5 6

1

1 2 3 4 5 6 1

図10N=6の場合の1次元量子系とSuzllk1-Trotter分解による2次元古典系(m=

3).影のついた正方形が相互作用のあるブラケット.
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ではもう少し具体的に図でも見ながら話を進めることにする.図 10た示すような系(N=6,rn=3)を

例にとると,これは36スピンの2次元古典系と見ることができる.ただし,上下と左右には周期的境界条

件が課せられている.<dole-PH /̂7nl4,1>はĤ の内部のスピンに関しては可換だから次のように書き直

せる.

<4,ole書H佃 1>=<1,2le憲S l･S2Lll2'>×<3,41e書S3･St13141>

×<5,61e書Ss･S61516J> (4･5,2)

ただし,プライム付きは41に属するスピンとする.この積で書かれた各々は,図10の網かけした正方形の

四隅の四つのスピンの状態で決まるBFである.他の<幼lと陣i+1>についても同様なことが言えるので

7nXN

(4･5･1)式=∩■̀ (4･5･3)i=1
と書くことができる.腋は図中の網かけ正方形のブラケットを表す.ゆえに,あるスピンを反転させるとき

の遷移確率を求めるには,そのスピンが属するブラケットtiのBFの比を計算すれば良いことになる.以

上で局所的状態更新が可能になった.

ここで一つ注意点を述べておく.d次元量子系をSu2mki-Trotter分解によってd+1次元古典系に移し

たものは,その時現れるTrotter数がm-∞の極限で元の量子系に戻る.よって,Trotter数をいくらで

も大きくして計算をすれば良いように思われる.しかし,β/mが小さくなると,各ローカルBFの非対角

成分がP/mのオーダーになる.

･柚 #HAJ両 ,空く仰 一芸HAl42,-<刷 2,-ま く岬 AI42, (4･5･4)

そうなると,BFの非対角成分に付随するフリップが起こりにくくなり,あまりスピンが状態を変えなくな

る.よって,相関時間が長くなりその分多くのMCSを必要とする事態が生じる.これをWieslerの凍結と

いう(Wiesler1982).よって,適度な大きさのβ/mを採ってモンテカルロを実行しなければならない.

では,次にエルゴー ド性を満たすようなスピン反転はどの様にすればよいのか.例えば,前出の古典ス

ピンの時のように1スピンの反転を重ねて行くことで実際にシミュレートする2次元系の全ての状態が作

れるだろうか.答えはNo.それは一つのブラケットのBFを調べることで説明できる.T̀=<1,2le諾Sl.S2llJ,2'> (4･5･5)

はeの肩に乗っているSl･S2の回転対称性のためにブラとケットでtota.1Szが異なる場合は零になってし

まう.つまりこの局所的なBFは<m lと日†>,<1日 と111>,(<HI+<1日)と(目上>十日†>)の間

にしかnon-zeroelemerLtを持たない.したがって,単一スピンの反転をする限りは, Sl保存則が破れその

ような反転の遷移確率は0になるのである.

-740-



反強磁性量子スピン系へのアプローチ

保存則を満たすためにはある閉じたループに沿って複数のスピンを同時に反転しなければならない.そ

うでないと必ず保存則が破られるブラケットが存在するからである.そこで2次元checkerboard上で白い

正方形の四隅のスピンを反転するタイプを考える.これは保存則を満たす場合がある.(上の二つのスピン

が†1で,かつ下も†Jの時)この反転をloop且ipという.しかし,このloop丑ipだけではエルゴー ド性はま

だ十分満たされてはいない.このタイプは系全体のtotalSZを保存してしまうため,異なるtotalSz空間に

移るタイプも考えなければならない.それが図 10に示すworldline丑ipである.このフリップは線上のス

ピンがすべてupまたはdowrLの場合に有限の遷移確率を持ち,系を異なるtotalS,空間に移 してくれる.

この他にも横一線のスピンを反転するものや,斜め方向に反転するものなど大域的な反転のタイプはいろ

いろと考えられており,扱う系によって随時それらを取り入れてエルゴー ド性を満たすように注意 してい

く必要がある.

以上,童子スピン系のモンテカルロ法についての初歩的な説明を 1次元を例にとってしてみた.量子系

に固有のことがらをまとめてみると

1･演算子の非可換性-Suzuki-Trotter分解 (これによりd次元量子系は(d+1)次元古典系に移る)

2･保存則-スピン反転のタイプ(エルゴー ド性)

この二つが量子系のモンテカルロ法を複雑にしている原因であるが,他の方法に比べて系の大きさを簡

単に大きくできるため様々なモデルに応岡され,性質のよい系に対してはよい結果を与えている(Regerand

Young1988).しかし,次に述べるような性質の悪い系に適用すると,新たな,厄介な問題が生 じてくる.

1

I:-I-/ _-i二 =-:I_:

====二コ

柑

T

l
d

]

･･二

図11-つの三角格子上の量子スピン系とSuzuki-Trotter分解による3次元古典系(m=1).影のつい

た部分が相互作用のあるブラケット.
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§4.6負符号問題くく量子モンテカルロ法の前に立ちはだかる大きな壁>>

一般にフラストレーションのあるスピン系に対してモンテカルロ法を用いるとき,負符号問題という非

常に厄介なものが出てくる.これを簡単な例で見てみる.

一個の三角格子上の反強磁性ⅩⅩZモデルを考える.

1,2,3
H =∑JC,(SfS,?+S.FS,y)+JzS.FS,fi,j

=Hl+H2+H3 (4.6.1)

これはSuzuki-Trotter分解をすると,三角格子を縦に積み上げた3次元イジング系に移る.またこの時,相互

作用を各Trotter層の間にはさまないスピンも存在している.そのようなスピンの間には<Sl,S2leoISi,S妄>

=<Sl,S2lSi,S妄>によるトロッター方向のスピンの保存則が成り立つことに注意する.

ローカルBF<Sl,S21e--PHl/7nISi,S妄>の行列要素は4,ll=l††>,410=日1>,401=I1†>,4,00=

111>として,
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a=exp卜βJl/4m】
b=exp【βJZ/4m]coshl-βJSy/2m】
C=exptβJl/4m]sirthトβJsy/2m】

(4･6･2)

となる.この時,対角成分は正であるが非対角成分が負になっており,したがって正であるはずのBFに負

のものが出てくることとなる.ということは,モンテカルロの状態更新の中で遷移確率が負になるものが

出て,その時には確率過程そのものが破綻してしまう.

ここで注意しなければならないのは,フラストレーションがない場合でも反強磁性なら負になるBFが必

ず存在することである.しかしそのような場合には,負のBFを持つスピン反転が必ず偶数回現れ,遷移確

率自体は常に正になるので,遷移確率には負符号は出てこない.また,フラストレ⊥ションがない場合には,

系を二つのsllblatticeに分けることができ,その一方のsublatticeに属するスピンをS∬--SE,Sy- -Sy

と変換しても系の物理的な性質は影響を受けないことから,この変換によってJEy- -Jay,したがって,

BFの非対角要素が正の場合と同じ系に移すことができるので負符号問題が生じないとも言える.

では,フラストレーションがあって,負符号が出てくる場合のシミュレーションはどの様に行えば良い

かを説明する.まず最初に思いっくのは,-負の確率を正にするために手っとり早く絶対値をとってしまう

方法である.元のアンサンブル平均の式に戻って,

･A長 与第 -∑仰 +∑･TA"∑.+ll',+∑,-lt･･'.

∑lÀ阿 仁∑.TÀ明 l

∑告W,･I-∑.Tト町
(4.6.3)

と書き直す.ただし, ∑[とは正のBFを持つものだけを集めた和,∑Jは負のBFのものの和.これを時

間平均に置き換えるには絶対値をとったBFを使って状態更新を行いながら,測定の際に実際に実現してい
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る状態が正のボルツマン重年を持つものか,負の方を持つものか認識 していなければならない(図 12).そ

こで,測定の時に正の空間にいたなら十の方の和に,負の空間にいたなら-の方の和に物理量及び測定回数

を足し上げて行くことをする.Z+を正の空間で測定した回数, A十を正の空間で測定 した物理量の和とし,

Z_,A_は負の空間でのものとするとモンテカルロ時間平均は

<A>=A十一A-
Z+-Z_

Tvt･p<owj
図12

となる.

(4･6.4)

負符号問題とは低温に行 くにしたがって,また系が大きくなるにしたがって上の式の分母と分子が同時

に0に近づくことをいう.そうなってしまうと,平均値が誤差の中に埋もれてしまって意味のあるサンプ

リングができなくなる.たとえば, 100万モンテカルロステップを行ってもZ+-Z-が 100程度のオー

ダーになってしまい,実際には100モンテカルロステップのシミュレ-ションと同じ精度しか与えず,残り

の99万 9900回は無駄になる事が起こってしまう.これは大問題である.

負符号問題の深刻さの目安としてNegativeSignRatio(NSR)を次のように決める.

<β>= (4･6･5)

これは全モンテカルロステップ数に対する有効モンテカルロステップ数の比と見ることもでき,またアン

サンブル平均の描像でみると本来の系の分配関数とBFに絶対値をつけた仮想的な系の分配関数との比と

見ることもできる.

Zt,ve e-PEg+･･･
<S>=+ =

Zl e-PEi+･･･p-i
ー e-β△ (4･6.6)

絶対値をつけた仮想的な系に関するものには 'をつけている.上の式は,両方の系での基底エネルギ-杏

Eg,E;とすれば, β- ∞ でNSRが△=E9-E;の指数で減衰することを言っている･モンテカルロス

テップをいくら大きくしても追いっかないほどの苦しみが低温では起こってくるのである.
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§4.7CorrectionRatioMethod

それでは量子モンテカルロ法でフラストレーションのある系の基底状態の物理量を求めるにはどうすれ

ば良いのか.今の所,負符号問題をクリアする決定打は出ていないのだが,しかし,負符号の性質をうま

く利用して基底状態の物理量を推定する方法が提案されているので,それについて説明してこの章は終わ

りにする.

古川と今田によって提案されたCorrctionRatioMethod(Furukawaandlmada1991)では,上記のNSR

がe~β△的振舞いをすることを積極的に利用する.以下の式を基本式とする.

A十一A_

<A>=A+-A_

Z+-Z_

A++A_..A十十A-

訂 =~富ニ ×石7万二=-β
=旦ま ×A･ (4･7･1)

Z++a_

この式の最後の部分の第二項A'は負符号を無視して絶対値をとった系での物理量.よって,負符号の問題

はなく,定値で精度良く求まる.罪-項の分母はNSRであるからβ- ∞でe~β△となる.ゆえに,<A>

がβー ∞で定値なら第-項の分子 QAもe-β△的な振舞いをしなければならない.

(4･7･2)

よってQA/Sを毎回測定すればこの量はβ- ∞で定値になるはずであるが,通常はβ- ∞で負符号問題

が生ずるため有意義なサンプリングができない.よって,この方法がうまく行くのはQA/Sが負符号がひ

どくなる前に早めに一定値に収束する場合のみである.また,負符号を無視したA'についてもβ- ∞ や

m ー ∞ についての外挿を慎重に行わなければならない.絶対値をとった系でのTrotter分解の補正項の

オーダ-がm~2になっている保証は無いからである.これらの事に注意してQA/SとA事のβ- ∞ の値を

決めてやると,両者の積が求める基底状態の物理量になる.

全ての場合にこの方法でうまく行くとは限らない.本当に負符号問題が深刻になるとQA/Sの収束より

も負符号の方がさきに悪くなりこの方法は使えない.負符号問題の抜本的解決には何か画期的な方法が必

要ではないだろうか.(HatanoandSllmkipreprint,1991)
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第 5章 数値的対角化

§5.1-ミルトニアンの行列表示

量子スピン系の性質を数値的に調べる方法として,モンテカルロ法と並んで重要な役割を果たしている

のが数値的対角化法である.ハミル トニアンは演算子だから,それを実際に行列として書き下し,固有値 ･

固有ベクトルを数値的に求めようというものである.まず,量子スピン系のハミルトニアンをどう行列と

して表わすかについて,簡単に復習しよう.

2つのS=1/2のスピン演算子 Sl,S2が相互作用している系

H-Sl･S 2- ;(SlSH Sl-S,')･ S lB S芸
(5 ･1.1 )

において,全スピンのZ成分が0の状態SB=0を考える.αをZ成分が 1/2の状態,βを -1/2の状態とす

ると,Sz=0の空間の自明な基底はαβとβαの2つである.前者は,Hの中のS+,S-の項の作用によって,

後者の1/2倍になる.つまり,(αβlHIβα)=1/2である.同様にして他の行列要素が求まる.

H-(-llf芸 l/12/4) (5 ･1 ･2)

スピン数が大きくなっても,基本的には全く同じことである.ただし,行列の次元数がスピン数とともに

急速に増加する.上のS=1/2,N =2では,Sl=0の空間の次元は2個のスピンの中から1個の下向き

スピンを選ぶ場合の数で2だった.これが,N=10では1005=252,N =20だと20010=184,756,さ

らにⅣ =30になると30C15=155,117,520と,ほぼ指数的に増大する.計算機上で扱える行列やベクト

ルの大きさは,計算機の記憶容量で制限され,現在はβ=1/2の場合Ⅳ=30程度が限界である.

記憶容量による限界を少しでも緩和するために,-ミルトニアンをブロック対角化して,ブロックごと

に固有値･固有ベクトルを求めることがよくある.上の例でも,実はこれを行なっている.可能な状態は全

部で 22=4で,ハミルトニアン(5.1.1)の行列表示をまじめに書くと

(1′H 2/4 抽 (5･1･3)

である.第 1行の基底はααである.この行列は明らかに1+2+1次元にブロック対角化されているから,

それぞれのブロックで個々に対角化しても差し支えない.これは,-ミルトニアン(5･1.1)が全スピンの Z

成分と可換で,SBが一定の空間の中だけに0でない行列要素があるからである.例えば,N=20だと全空

間の次元数は220=1,048,576であるが,SZ=0に限ると,上に書いたように次元数が 20010=184,756

に落ちるのである.Slの保存だけでなく,ハミルトニアンが対称性を持つ場合には一般に対称性の異なる

部分空間同士を結ぶ行列要素はなく,行列はブロック対角化される.よく使われる例は,並進対称性であ
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る.並進対称な系では波数 kが保存されるから,kが一定の基底だけを持ってきて,それらの作る空間の中

だけで行列を作ると,すべての波数について一度に考えるのに比べて次元をかなり減らすことが出来る.

-ミルトニアンを行列表示したときの著しい特徴は,特に行列次元が大きいとき,行列要素のほとんど

が0になるということである.これを疎行列 (sparsematrix)という.その理由を見てみよう.

S=1/2のハミルトニアンを相互作用しているボンドごとに分け,さらに各ボンドで(5･1･1)と同様に昇

降演算子のある(十一)の部分とZ成分に分けて書く.

H=∑ (Hi(T~)+H.Fj)
くi)'>

(5･1･4)

各サイトのスピンのZ成分を対角化する表示での任意の基底を4･とする.例えば,¢=桓ββα-)である.

この卜 の(5･1･4)のHの作用は <ij>の和の項ごとに考えればよい.ところが,各 吋 ~)4,H紳 まいず

れもせいぜい1つの別の基底41に移行するだけである.前者吋-)¢は,ijスピン対が腔 反平行のときこ

の対の状態を反転させた状態だし,平行なら0になる.後者H,FJ少は,ijスピン対が平行か反平行かに応じ

て4･の士1/4倍になる.それゆえ,卓にHが作用して得られる0でない行列要素の数はボンドの総数の2倍

を上回ることはない.行列次元は,例えば前に挙げたⅣ=20の場合では 184,756だが,各行中の 0でな

い要素の数はせいぜい数十である.このような疎行列の計算機上の表現としては,ほとんど0である行列

要素を各行･各列にわたってすべて記憶させるのではなく,各行中で0でない要素のある列番号とそこでの

行列要素の値を使う方が記憶容量の大幅な節約になる.以下,こうした大規模疎行列の固有値問題につい

ての数値計算の基礎を解説する.

§5.2べき乗法とLanczos法

行列の数値的対角化法には大きく分けて2通りある.行列を少しづつ変形して,次第に非対角要素を小

さくしていく方法 (Jacobi法,Householder法など)と,行列は変形せずにベクトルを順次更新して固有

ベクトルに近づけていく方法 (べき乗法,Lanczos法など)である.｢般に,前者ではすべての固有値 ･固

有ベクトルが求まるのに対し,後者では絶対値の大きい順に数個だけが安定して求まる.スピン系の基底

状態やごく低温での性質を調べたいときには,ハミルトニアン行列の固有値 ･固有ベクトルのうち低い方

から数個だけが必要になるので,後者も選択肢のうちに入る.さらに,扱う行列が大規模疎行列だと,節

節の最後で指摘したように,0でない行列要素の位置と値を記憶させることにより記憶容量の大幅な節約に

なるから,行列自体を変形しないべき乗法やLa.rLCZOS法が大幅に有利になる.そこで,後者の系統の解法

を取り上げることにする.

まずべき乗法 (反復法)とは,行列Hの絶対値最大の固有値を求めるのに,適当な初期ベクトルvoから

始めて,繰り返しHを掛けていくと絶対値最大の固有値を持つ固有ベクトルに収束するという原理に基づ

くものである.つまりm 次元の行列 Hの固有値,固有ベクトルをE,･,Qj(j=1,･･･,m)とするとき,初期
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ベクトルvoを固有ベクトルで展開すると

である.これにHをk回掛けると

帆

vo=∑ a,･4,･
)'=l

帆
vk≡Hkvo=∑ ajE,94･j

J'=1

(5.2. 1)

(5.2･2)

となり,kの増加につれて指数関数的に絶対値最大の固有値を持つ固有状態の相対的な重みがjiこついての

和の中で増加するのである.したがって,計算は同じ行列 Hを次々に生成されるベクトルにかけていくと

いうきわめて単純なものである.第 2章の例 (2･1)でも分かるように,反強磁性スピン系の基底固有値は,

正の最大の固有値よりも絶対値が大きいから,べき乗法で反強磁性スピン系の基底状態が求まる.

以上の単純なべき乗法の収束を加速する方法として, vkからvk_1以前のベクトルの成分を引くことに

よって,任意に選んだ初期条件の影響を出来るだけ速く脱出して正しい固有ベクトルに到達するという操

作が考えられる.この,前のベクトルの成分を差し引くという操作が実は3垂対角化する (対角要素とそ

の隣の要素一副対角要素-のみが0でないようにする)のと同じことになっている.3童対角化されたあとの

最終的な対角化にはbisectioIl法などのよく確立された方法があって,記憶容量,計算時間いずれの面から

も実行は容易である.そこで,3重対角化とべき乗法の収束の加速との関係を調べよう.

3垂対角化されたあとの行列をTとし,そのための変換行列を Vとすると,T =V~1HV,すなわち

VT = H Vとなる. Vの列ベクトルをvl,V2,- とし,Tの対角要素をα1,α2,･-,副対角要素をβ1,β2,･･･,

とするとVT = HVという関係は

Hvl= α1Vl+β1V2

Hv2= βlVl+α2V2+β2V3

Hv3=β2V2+α3V3+β3V4

Hvm_1= β,n_2V,a_2+αm_lVm_1+βm_Iv机

Hv.a= βm_lV,A_1+α,nVm

と表わされるが,これをvkを順次求める形に書換えると

V2=(Hvl- αlVl)/βl

v3=(Hv2- β1Vl-α2V2)/P2

V4=(Hv3-β2V2- α3V3)/P3

V,n=(Hv.n-1-P,n-2V,a-2-α,n-1Vm-1)/β,n-1
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となる.(5･2･4)の最後の式は(5･2･3)の最後から2つめの式に相当しており,(5･2･3)の最後の関係が(5･2･4)

の最後と矛盾しないためには,(5･2･4)を形式的にm+1まで拡張したときV.n+1が0になれば良い.順次

求めるvkの列のm+1番目が0になるためには, vkをそれ以前のvk_1,Vk_2,･･･と直交させておけば良い.

空間次元がm だからm+1以上の直交するベクトルは出来ないのである.うまいことに,(5.2･4)式は以前

作ったベクトルの成分を差し引いてと直交させていると見ることが出莱,実際

αi≡V.THvi

β.II"H vi- ♂,･-1Vi-1- αiVill

とするとすべてのvkは互いに直交することが確かめられる.ところで,これは前述の通りべき乗法の改良

に等価になっていて,それゆえ,基底固有状態などを求めるためには,m-1回の(5.2･4)式の操作をすべ

て実行しなくても,適宜途中ですでに3重対角化された部分だけについてbisectiom法で固有値を調べ,満

足できる精度で収束していれば打ち切ることが許される.

Lanc2;OS法で固有ベクトルを求めるには,固有値の収束が確認された時点でその3重対角化された行列

の固有ベクトルを計算しておく.3重対角行列ともとの行列の違いは表現の基底の取り方にあり,これらの

間の変換は行列 Vによる.したがって,もとの行列表現での固有ベクトルは3童対角行列の固有ベクトル

の成分 cl,C2,･-を Vの列ベクトルvl,V2,- に掛けて和を取れば良い.しかしながら,通常数十回かかる

収束までの間これらの列ベクトルvl,V2,-･のすべて(数十個)を記憶しておくことは大規模行列では不可能

である.最も簡単な解決方法は, cl,C2,･-(これはせいぜい数十個の実数)を記憶しておきもう一度 Lanczos

法の手続きを繰り返して次々に生成されるvl,V2,･･･にcl,C2,･-をかけてたし上げるという操作である.な

お,3重対角行列の固有値 ･固有ベクトルを求める方法 (もisection法など)については,解説書がたくさ

んあるし(戸川 1971,森 1986),プログラム･ライブラリとして計算センターやワークステーション上にあ

る場合が多いから,詳細は省略する.

§5.3逆反復法とCG法

La.rLCZOS法だけで固有ベクトルを求めることも前記のように出来るのだが,非常に高い精度で固有ベク

トルの各成分がほしい場合には,IJa.nC2iOS法で求めた近似的な固有値Eaを使って,それに対応する固有ベ

クトルを逆反復法で求めるのがよい.逆反復法とは,任意の初期ベクトルvoから出発して,(HIEa)~1

を繰り返しかけるのである.つまり,voをHの固有ベクトルで展開して,
7TI

vo≡∑aj41j
J=1

とすると,(H-Ea)-1を咽 かけたとき
m

vk≡(H-Ea)-kvo=∑ a,.(Ej-Ea)~kQjj=1
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となり,Eaに最も近い固有値 E,.aの成分が他の成分に比べて指数関数的に大きな重みを持つようになる.

Eaの精度が良いほど収束は速く,Lanczos法で求めた固有値を入れると普通 1回か2回で収束する.

(H-Ea)-1を掛けるという操作をそのまま実行しようとすると逆行列を求める必要が生じ,簡単には出

来ない.しかしながら

vh=(H-Ea)-1vk_1

を書換えると

(HI Ea)vk=Vk_1

となり,これはvk_1からvkを求める連立方程式だから確立した解法が適用できる.

(5･3･3)

(5･3･4)

大規模疎行列による連立方程式を解く方法のひとつにCG法がある.これは,ひとことでいうと連立方程

式M33-a=0を残差r≡a-MZ;I(2;'は近似解)についての2次形式J(3;I)≡(r,M~lr)の極値問題として

解こうというものである.ここで(,)は内積を表す.i(2:I)を極値に持って行くために,近似的な解2:'を逐

次改良する方法としてf(2:I)の3;'の関数としての最急勾配方向に3;'を変えてみて,その方向でf(2:I)を極値

にする地点を新たな近似解とするというのがSD(SteepestDescents)法である.CG(ConjugateGradient)

法はSD法の改良であり,修正方向を最急勾配方向のベクトルからそれ以前の修正方向すべての成分を引き
ノ

去ったものを選ぶ手法である(戸川,1971).

§5.4TITPACXVer.2

スピン-ミルトニアンの数値的対角化の原理は以上説明したとおりであるが,実際にプログラムを自分

で組むとなると,実用に耐えるものが出来上がるまで少なくとも数ヶ月かかるのが普通である.そこで,

ある程度汎用化 していろいろな問題に使えるLa.nczos法などのプログラムを,田口善弘と私で開発した

(TITPACKVer･1).その改良版 (Ver･2)を最近公開した (西森 1991).

TITPACKVer.2は,S=1/2の系

H=-2∑JLj(S,FS,?+S,FS,y+△ijS.FS,f)
くiJ>

(5･4･1)

をLanczos蔭などを使って数値的に対角化し,基底状態といくつかの励起状態を求めるプログラムパッケー

ジである.パッケージはたくさんのサブルーチン群とサンプルメインプログラム群からなり,自分の扱い

たい系に応じて適当なサンプルプログラムを選んで必要な箇所を書き換えれば,すぐに走るようになって

いる.つまり,扱いたい系の大きさ,それに応じた行列次元,格子形,固有値だけでいいのか,固有ベクト

ルまでほしいのかなどの条件を適当なサンプルプログラムに入れてメインプログラムとし,サブルーチン

群とリンクするのである.

詳細な説明は,物性研究 1991年 8月号や ｢操作説明書｣を参照されたい.｢操作説明書｣は西森 (Fax

03-3748-1211)まで請求して下されば,プログラムの入ったディスケットとともに無料でお送りする.
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第 6葦 おわりに

量子スピン系-のさまざまなアプローチを紹介してきた･筆者たちの興味や最近の流行に流されて,低

次元反強磁性体の低温での性質の解明についての方法論がほとんどであったが･相転移の性質への量子効

果や1次元反強磁性体でのいわゆるHaldaneconjectureの話など,量子スピン系での話題はつきない･厳

密な話が好きな人でも,数値計算しかしない(できない?)人でも,また若い人にとっても,必ずしも若く

ない人にとってもこれから参入してもいくらでもすることがある分野である･
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