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｢統計物理の現状と展望 -STATPHYS19に向けて ～｣

相 転 移 研 究 の 現 状 と展 望

東大理 鈴木増雄

1.はじめに

この研究の主題 は ｢統計力学の現状 と展望｣というものであるが､私の話では､

相転移の研究 にテーマをしぼって議論 したい｡

2.相転移 と臨界現象の統一的解明

相転移の理論 として顕著なものを列挙すると次の通 りである:vanderWaalS,P.

Weiss,L.D.Landau,L.N6el,P.G.deGennes等による平均場近似､およびそれと

等価な現象論である｡また､臨界現象の理論 としてはM.E.Fisher,L.P.Kadanoff,
K.G.Wilsonによる理論をまずあげることが出来る｡さらに､最近の相転移 と臨

界現象の統一的理論 としてCoherent-AnomdyMethodをあげたい｡この理論は､

系統的平均場近似に現れるコヒー レン ト異常の発見に基づ く｡

3. コヒー レン ト異常法の基本的なスキーム

どのような平均場近場近似 において も､例えば､磁化率 は､近似的な相転移点

Tcの近傍で

xo(T)巴響 ,E=三才 (1)

のようなキュ リー ･ワイスの法則に したが うよ うな古典的な振舞 いを示す. この

事情はクラスターのサイズを大 きくして､ゆらぎを充分 とり入れたクラスター平

均場近似に拡張 して も同 じである. しか し､(1)の平均場臨界係数 k(Tc)に着 目

すると､極めて面白い事実が見出される｡すなわち､近似的な相転点 乙 がその系

の真の相転移点T:に近づ くにつれて､i(Tc)は発散する.すなわち､

k(Tc)- - , Tc-T: (2)

となる｡ これを ｢コヒー レン ト異常｣ と呼ぶ.他の応答関数に対 して も､一般に

同様のコヒー レン ト異常が現れる｡今､この異常性を 7‡の近傍で
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文(Tc)巴
(Tc-T: )や

(3)

として､｢コヒー レン ト異常指数｣中を導入 し､い くつかの系統的な平均場近似の

列か ら､これ を評価 してやれば､磁化率 の真の臨界的振舞 い

xo(T)～
(T-T:)7

を特徴づける臨界指数Tは

7-1+4,

で与え られる｡ これが CAM理論の基本的な関係式である｡

(4)

(5)

4.単純な-様な系の相転移か ら複雑 な系での相転移へ-エキ ゾテ ィックな相転

移の理論 と超有効鳩理拍

1973年の J.M.KosterlitzとD.I.Thoulessによる2次元での渦対に伴 う トポロジ

カルな相転移 (いわゆるKT転移)の提唱の時期か ら､多 くの研究 は ｢Complex

Systems｣で のエキゾティックな相転移 と関心が移 って行 った.1975年 の S.F.

EdwardsとP.W.Andersonのスピングラスの理論の出現 により､フラス トレー ト

したスピン系 の研究が益々盛んになった｡初期の うちは､ス ピングラスの相転移

は､通常の相転移 と全 く異質で､それまでの相転移 ･臨界現象 の理論 は役 に立ち

そ うもない と思われていたが､Landau理論の拡張である筆者 の現象論 に基づ く

非線型帯磁率 の負の発散 と非線型磁化のスケー リング則の提唱 によ り､スピング

ラスの臨界現象の研究が活発 に行なわれ るようにな り､現在 まだ続いている｡特

に､磁場の存在す るときにスピングラス相転移があるか どうか､すなわち､短距

離相互作用の スピングラス系にAT線があるかどうかは未だ未解決の難問である｡

このようなエキゾティックな相転移を一般的に扱 う方法 として超有効場理論が提

唱 された. これは､今までの有効場理論 を極めて一般的に拡張 し､ トポロジカル

な相転移の研究にも役立つように した ものである｡ この理論 の特徴 は､可能 な秩

序パ ラメー タを adhocに導入 して､その有効場近似を作 るところにある｡いわ

ば､物理的考察か ら､最 も効 きそ うな効果をいち早 く取 り込んで､先読み して理
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論を作 り､近似の有効性 を一段 とよ くす る方法である｡そのスキームが適切か ど

うかは､系統的な超有効場近似を作 って､ コヒー レン ト異常を調べればよい｡す

なわち､コヒー レント異常がよく現れておれば､最初にadhocに導入 した秩序パ

ラメータは物理的に妥当な ものであると結論できる｡そ うでないときは､別な秩

序パ ラメータを考えて､同様の議論を繰 り返す｡

5.結び

最近の高温超伝導の メカニズム解明 と関連 してカイラルオーダーのようなエキ

ゾティックな相転移 の研究が注目されている｡ このような問題 にも､上 に述べた

新 しい方法､すなわち､超有効場理論 とコヒー レン ト異常法は大いに役立つ もの

と期待 される｡

今後益々複雑な系で新 しいタイプの相転移が研究 され､新 しい展開が次か ら次

へと見 られ るであろう｡物理学､特 に物質科学 においては､相転移 とい う概念 の

果たす役割 は益々大 きくなるものと思われる｡
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