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研究会報告

3次元 土Jスピングラスの

マルチカノニカル ･モンテカルロ計算

青山学院大学 ･理工学部 ･物理学科 羽田野直通 1

1 はじめに :3次元スピングラスの低温相の性質

有限次元スピングラスの相転移は､長い間､統計力学の重要な研究対象となってきまし

た【1]｡しかし､その平衡状態にさえ未解決の問題が残されています｡最も重要な課題の一

つが低温相の ｢液滴描像｣と ｢平均場描像｣の対立です｡近年の計算機の能力の向上とア

ルゴリズムの開発によって､ようやくその課題が数値計算の対象となってきました｡

液滴措像 【2]では､通常の強磁性体と同じように､有限次元スピングラスの低温相には

平衡状態が二つしかなく､それらは秩序変数の符号が違うだけと考えます｡一方､平均場

措像 [31は､スピングラスの平均場模型 【4]と同じ性質を有限次元スピングラスも持ってい

るとする考え方です｡つまり､低温では巨視的に異なる (秩序変数の異なる)平衡状態が

無数に存在すると考えます｡そこで､低温 ･熱力学的極限においてスピングラス秩序変数

qの確率密度分布 P(q)を調べると､液滴措像が正しければ図 1(a)のように2つの催し

かとらない分布となり､平均場措像が正しければ図 1(b)のように様々な値をとる連続分

布になります｡特に秩序変数がゼロであるような平衡状態も有限の確率で実現されると考

えるのが､平均場描像の大きな特徴です｡後でも示すように､有限系の数値計算そのもの

からは図 1(C)のような分布が得られます｡したがって L- ∞ の極限で P(0)がゼロに

収束するか有限に留まるかが数値計算の焦点の一つになります｡

これまでの多くの計算では､Lを大きくしてもp(o)がほとんど一定であるという結果

が出ています [5,6,7]｡しかし､その温度領域はr≧0.7程度であり､転移点 ㌫ -1と比

べると､この程度の温度領域で真に低温相の固定点を観測できるのか疑問を否めません｡

この点を指摘する研究が Migda1-Kadanoff近似によって行われました【8]｡この近似では

必然的に絶対零度で液滴措像の結果を与えるにも関わらず､低温相でも転移点に近い側で

は一見 P(0)が一定になるように見える領域があるのです｡このことから､より低温での

数値結果を見なければ液滴描像や平均場描像の正否を判定できないことがわかります｡

そこでこの研究では､二変数マルチカノニカル ･モンテカルロ法を使って3次元 土Jス

ピングラスの状態密度を求め､そこから低温での P(q)の振舞を計算しました[9]｡系の大
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図 1:低温における平衡状態の秩序

変数の確率密度分布｡(a)液滴描像

によると平衡状態は符号の違う秩序

変数を持つ二つだけです｡(b)平均

場描像によると異なる値の秩序変数

を持つ平衡状態が無数に分布 してい

ます｡(C)有限系の数値計算では連

続的な分布が得られます｡

ききが L-4,6,8と増えるにしたがって､低温 (T≦0.5)で P(0)は減少する傾向が見

られ､液滴描像を指示する結果を得ました｡

2 士Jスピングラス

スピングラスの Edwards-Anderson模型 【101のエネルギーは

Eニー∑JijSiSj
(i,3)

(1)

で与えられます｡ここで和記号は立方格子上の最近接格子点間についての和を表 していま

す｡スピン変数 tSi)は熟的に揺らぐイジングスピンで j=1の値をとります｡一方､ボン

ド変数 (Jij)は熱的には揺らがない交換相互作用で､士J模型では確率 圭で +Jの値を､

確率 圭で -Jの値をとります｡

フラス トレーションのために､温度に関わらずイジングスピンの向きはそろいません｡

しかし､低温ではそのようなバラバラの向きにスピンが凍結するという秩序が考えられま

す｡これがスピングラス相です｡

スピングラス秩序変数を定義するには ｢レプリカ｣を導入します｡これは (JiJ･)の値は

同じだが､熟的には独立 している二つの系です｡エネルギー (1)を二つのレプリカ

E--∑ ∑Ji,･St(a)S,(a) (2)
α-1,2(iJ)

に拡張 します｡低温でスピンが凍結 した秩序状態になると､二つのレプリカは独立だが同

じ状態に凍結すると期待されます｡そこで､二つのレプリカのスピン配位の重ね合わせ

q≡妄∑st'1'si'2) (3)i

を秩序変数とします｡なお､以下では熱平均 (-)は常にレプリカ ･エネルギー (2)に関

してとります｡またサンプル平均 ト ]は物理量を計算 した後で 抽j)に関してとりますo

以下で説明するモンテカルロ法では､各サンプルのレプリカ ･エネルギーEと秩序変

数 qに関する状態密度 D(E,q)が計算されます｡秩序変数の確率密度分布は

p(q)≡[(D(E,q))i-[妄/D(E,軒 βEdE]7 Z≡ND(E,q)eWEdEdq (4)
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図 2:秩序変数の確率密度分布 p(q)の片対数プロット｡(a)T-0.7と (b)T-0.3｡

見やす くするために印は一部のデータ点にしかつけていない｡(b)の太い点線はデータを

△q-0.1刻みで選びだして最小 2乗法でフイットした結果｡中抜きの印がついているの

が選び出したデータで､黒丸が得られた P(0)の評価値｡

で与えられます｡つまりP(q)は､ある温度で秩序変数 qを持った平衡状態が実現される

確率を表 しています｡

3 数値結果

先に数値結果について述べましょう｡ 図 2に示すように､T-0.7程度では P(0)が

L-4,6,8に対してほとんど一定なのに対 して､T-0.3では減少傾向が見られます｡図

3は 0.3≦T≦1.1の範囲で P(0)の値を Lに対 してプロットしたものです｡低温で L

の増加に対する減少傾向ははっきりとしています｡

ところで､図 2(b)を見る際に注意しなければならないことがあります｡図中の誤差は､

秩序変数 qの各値に対するデータのばらつきから計算 した統計誤差です｡しかし現実には

様々な qの値に対するデータの間には相関があります｡実際に､図 2(b)の L-8の曲線

は fql≦0.6の範囲で揺らいでいますが､これは相関による統計誤差を反影したものと理

解することができます｡そこで､データを間引いて滑らかにフイットしたのが図 2(b)の

太い点線です｡図 3には､この解析を反影したデータをプロットしています｡

-●-r=/./-｡oL-T=).0+ T=0.9 EI二二二㌃二二トー--一一--1-------■

2 3 4 5 6 7 8910

L,

図 3:秩序変数がゼロの状態の実現される確

率 p(o)｡温度 0.3≦T≦1.1､系の大きさは

L-4,6,8.
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4 数値計算法

上の数値結果を出すために用いた二変数マルチカノニカル法 【11,12]について説明しま

す｡まず通常の (一変数の)マルチカノニカル法を説明するために､マルチカノニカル法

を重み無 しサンプリング､ボルツマン重み付 きサンプリングの二つと比較します｡物理量

(Q)-妄/Q(- βE'*)dO (5)

に寄与する状態 何,)をモンテカルロ ･サンプリングで計算するとします｡

重み無 しサンプリングでは全ての状態を等確率でサンプルします｡このとき､サンプル

された状態をそのエネルギーで分類 してヒス トグラムをとると､ヒス トグラムは状態密度

D(E)に比例 します｡これは積分測度が d4,-D(E)dE となるためです｡ところで､統

計力学に登場する多 くのモデルでは､基底状態付近で状態密度が非常に小さくなります｡

したがってエネルギー ･ヒス トグラムは図 4のように低エわ レギーで非常に小さくなり､

低エネルギー状態をほとんどサンプルしないことになります｡低温での性質には低エネル

ギー状態が重要ですから､重み無 しサンプリングは低温で精度が非常に悪 くなります｡

そこでボルツマン重み付きサンプリングでは､各状態 4,をそのボルツマン重み e-PE(ゆ)

に比例する頻度でサンプルします｡このときエネルギー ･ヒス トグラムは e-βED(E)に

比例 しますので､特に低温では図 4のようになり､狙い通 り低エネルギー状態を多 くサ

ンプルします｡しか し逆に高エネルギー状態をサンプルする頻度が指数関数的に少なくな

り､スピングラスでは準安定状態から抜けだせないという困難が生じます｡

マルチカノニカル ･サンプリングではこの両者の弱点を補うために､エネルギー ･ヒス

トグラムが図 4のように平らになるような重みを使って重み付 きサンプリングを行います

【13,141｡状態密度の逆数 W(E)-1/D(E)を重みとして使 うと､これが可能になります｡

こうすれば､低エネルギー状態のサンプル数を確保 しつつ､準安定状態から抜け出すため

の高エネルギー状態も十分に出現させられます｡もちろん始めからD(E)を知ることはで

きないので､最初はヒス トグラムを平らにすることはできませんが､徐々に平らにしてい

く手順が与えられています 【15】｡

スピングラスに対 しては上のようなマルチカノニカル計算 【16]や､秩序変数に関する状

態密度 D(q)を求めるマルチカノニカル計算 【17]が行われてきました｡本研究では二変数

の状態密度 D(E,q)を求めるマルチカノニカル計算を行いました 【9]｡これは一変数マル

Y
小
<d
エ
Y
山

図 4:エネルギー ･ヒス トグラムの概念図｡一

般に､サンプリング重みをW(E)に設定すると､

エネルギー ･ヒス トグラムは W(E)D(E)に比例

したものになります｡重み無 しサンプリングでは

W(E)-定数､ボルツマン重み付 きサンプリング

では W(E)-e-βE､マルチカノニカル ･サ ンプ

リングでは W(E)-1/D(E)に設定されます｡
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図 5:マルチカノニカル計算による時間相関

長の体積依存性｡二変数の場合のエネルギー

Eの自己相関関数の積分から求めた時間相関

長 7-E､秩序変数 qの自己相関関数の積分か

ら求めた Tq､理想的なマルチカノこカル計算

の場合 T∝N､-変数マルチカノこカル計算

の場合 [17]｡

チカノニカル計算では､理想的な相関時間が見出せなかったためです｡ある簡単な議論か

ら､理想的なマルチカノニカル計算では相関時間 (掃引を単位 として)が系の体積に比例

します｡図 5に示すように､-変数マルチカノニカル計算ではこれが達成できなかったの

に比べて､二変数マルチカノニカル計算では達成できています｡

答え合わせのために他の数値計算の結果 と比較 しましょう｡ まずエントロピー密度の計

算結果 (図 6)が低温ではほとんど一定値に収束 していることから､T≦0.3ではエント

ロピー密度が基底状態の縮重度に対応 していると考えられます｡この値は､基底状態の数

を数え上げる計算 [18]の結果と非常によく一致 しています｡このことから､二変数マルチ

カノニカルで縮退 している基底状態を過不足なく取 り込めていることが確認できます｡

また､転移点付近における Binder変数の温度依存性 (図 7)も他の計算 と誤差の範囲

で矛盾 していません｡低温領域 と高温領域で他の結果 と矛盾 しないことから､全温度領域

で信頼できるデータが得 られていると考えています｡なお､マルチカノニカル計算は様々

な温度領域を同程度の精度で求められることが一つの特徴です｡高温領域だけを取 り出し

てみると通常のモンテカルロ計算 よりも精度が悪いことがあ り､転移点付近の Binder変

数の精度は､他の計算 よりも悪 くなっています｡
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5 まとめ

三次元 土Jスピングラスの二変数マルチカノニカル計算を行い､一変数の計算よりもよ

い振舞をすることが分かりました｡得られた結果は基底状態や高温において他の計算と一

致 し､低温領域で秩序変数の分布関数が液滴描像を示唆 しました｡
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