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繰り込み群と物性物理学
臨界現象，そして多様な展開へ

菊 池 誠・岡 部 豊

1. はじめに

もともとは場の量子論の概念だった繰り込み群

は，まずは臨界現象を研究するための方法として，

Wilsonによって物性物理の世界に導入された1)．

臨界現象というのは，強磁性体など 2次相転移

を示す系の相転移点付近で見られるさまざまな異

常のことである．たとえば，一軸性の異方性を持

つ強磁性体のモデルであるイジングモデルは，2次

元以上ではある温度を境として高温での常磁性状

態から低温での強磁性状態に相転移する．低温の

状態は平均として一方向にスピンが揃っているの

で，ハミルトニアンの持つ上下反転についての対

称性を失っており，対称性の自発的破れの典型例

となっている．この相転移温度（臨界点）で，比熱

や帯磁率などが異常な発散を示す．たとえば，ス

ピンの揺らぎの相関距離 ξ は

ξ ∼ |T − Tc|−ν (1)

のように，温度が臨界点 Tc に近づくにつれてべ

き則に従って発散する．ν は臨界指数と呼ばれる

ものの一つである．臨界指数は平均場近似や次元

解析からは出てこない非自明な値をとり，系の異

常を特徴づける重要な量となっている．臨界現象

の本質は，このように揺らぎの長距離相関が異常

に増大するところにある．Wilsonはそのような揺

らぎが繰り込み群によってうまく扱えることを示

した．

一方，やはりWilsonによる近藤問題の計算を

嚆矢として，臨界現象ではない問題も繰り込み群

で扱われている．

Anderson はその著書『凝縮系物理学の基礎概

念』の中で重要な概念の一つとして繰り込み群を

取り上げ，臨界現象もさることながら，むしろそれ

以外の問題への応用がより重要であると説いた2)．

同書で Andersonは，繰り込み群とは「よいモデ

ルの作り方」についての一つの処方箋を与えるも

の，という見方を示している．

2. 1次元イジングモデルの実空間繰り込み群

臨界現象の文脈での繰り込み群を標語的に言う

と「分配関数を不変に保ちつつ，系を空間的に順

次粗視化していったときの，ハミルトニアンの変

換性」のことである．

まずは練習問題として，最も簡単な 1次元イジ

ングモデルをとりあげよう．±1 をとる N 個のス

ピン変数 S がリング状に並んでいるとして，以下

のハミルトニアンを考える．

H = −J

N−1∑
i=0

SiSi+1. (2)

必要に応じて N はいくらでも大きくとれるもの

とする．分配関数 Z は e−H/kBT をすべてのスピ

ンの状態について足したものである．多くの初等

的な統計力学の教科書に書かれているように，こ
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の足し算は転送行列の方法などで厳密に実行でき

る．しかし，ここではすべてのスピンについての

状態和を一気に実行せず，先に奇数番スピンの状

態についてのみ和を取ってみよう．

Z =
∑

S0=±1

∑
S1=±1

· · ·
∑

SN−1=±1

(
N−1∏
i=0

eK0SiSi+1

)

= 2N/2
∑

S0=±1

∑
S2=±1

· · ·
∑

SN−2=±1

×
( ∏

i:even

cosh K0(Si + Si+2)

)
. (3)

ただし，K0 = J/kBT である．相互作用定数 J

と温度 T は比としてしか現れないから，K0 をハ

ミルトニアンの（唯一の）パラメータと呼んでお

く．K0 が大きい（小さい）極限を強結合（弱結合）

と呼んでもよいし低温（高温）と呼んでもよい．

ここで cosh K0(Si + Si+2) = eK1SiSi+2+L1 と

なる K1 と L1 の組を求めてみよう．S は ±1

のいずれかしかとらないのだから，両辺が関数

として完全に一致する必要はなく，K1 = L1 =
1
2 log cosh 2K0 であればよい．さらにスピンの番

号を i → i/2 とつけかえれば

Z =
(
2eL1

)N/2 ∑
S0=±1

∑
S1=±1

· · ·
∑

SN/2−1=±1

×
⎛
⎝N/2−1∏

i=0

eK1SiSi+1

⎞
⎠ (4)

と書ける．これは全体の係数を除くと，スピン数

が N/2 のイジングモデルの分配関数にほかなら

ない．ただし，パラメータ K0 は K1 に変化して

いる．全体の係数は物理量の熱平均を取る際に分

子・分母で相殺するので，自由エネルギーの値そ

のものを議論しないなら無視してよい．つまり，

スピン数 N でパラメータが K0 であるイジング

モデルの性質は，スピン数が半分でパラメータが

K1 であるイジングモデルのものと厳密に同じで

ある．この操作の概念図を図 1に示す．

この操作を繰り返すと，そのたびにスピン数が

半分になり，パラメータは

e2Kn+1 = cosh 2Kn (5)

K0

K1

図 1 パラメータ K0 の 1次元イジングモデルに
ついて，×印のスピンの状態和をとると，ス
ピン数が半分でパラメータ K1 の 1次元イ
ジングモデルに変換される．

にしたがって変化する．この一連の操作をここで

は繰り込み群変換と呼んでおこう．スピンを消去

する操作が局所的であることを反映して，パラメー

タの変化は全スピン数 N に依存しない点を注意

しておく．パラメータがこの変換で不変に保たれ

るとき，モデルは繰り込み群の固定点にあるとい

う．明らかに，固定点は K が 0 と∞ の 2つで

あり，それぞれ温度無限大と 0とに対応している．

Kn が大きいところで (5)式は e2Kn+1 � 1
2e2Kn

と書けるので，温度 0 の固定点は不安定である．

一方，Kn が小さいとき (5)式は Kn+1 � K2
n な

ので，温度無限大の固定点は安定である∗1）．結局，

温度がちょうど 0でない限り，あらゆる温度のイ

ジングモデルは繰り込み群変換によって温度無限

大に向かってゆく．温度無限大は無秩序状態だか

ら，スピンを消去するにつれて無秩序状態に近づ

くわけである．

1次元イジングモデルは有限温度で相転移を示

さず，常磁性状態にとどまる．1/K0 = 0 以外の

全温度領域が繰り込み群変換によって高温無限大

に移っていくのはその事実を反映している．基底

状態は自明に強磁性なので，このモデルでは臨界

点が温度 0にあるとみなすことができる．

そこで，距離が 2n だけ離れた 2つのスピン間の

相関関数 G(2n, K0) = 〈S0S2n〉 を求めることを

*1） 変換によって固定点に近づくときその固定点は安定固定
点，遠ざかるときは不安定固定点と呼ばれる．
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考えよう．繰り込み群変換を n 回行うと，元の系

でのS2n は新しい系での S1 になる．したがって，

G(2n, K0)を求めたければ，Kn の系での最近接ス

ピン相関関数を計算すればよい．ところが，繰り込

み群変換を多数回繰り返すことによって，変換後の

系をいくらでも高温にできるから，最低次の高温展

開が十分に正確であるような n をいつでも設定で

きる．このとき，eKn

∑
SiSi+1 � 1+Kn

∑
SiSi+1

とすればよく，結局

G(2n, K0) = G(1, Kn)

�
∑

S0S1(1 + Kn

∑
SiSi+1)∑

(1 + Kn

∑
SiSi+1)

= Kn

(6)

と計算できる．もちろん，最低次の高温展開が正

確であるためには，元の系が低温であればあるほ

ど，繰り込み群変換を多数回繰り返す必要がある．

したがって，この関係は低温であるほど長い距離

の相関についてのみ成り立つ．

実際に数値計算で求めた Kn と転送行列を用い

て求めた N → ∞ での厳密な 2点相関関数を n

に対してプロットしたのが図 2である．両者は n

が大きくなるにつれて接近し，相関の値がおおむね

0.5以下となる距離ではほぼ一致するのがわかる．

さて，高温での繰り込み群変換を使うと，十分

大きな n に対して log G は

log G(2n, K0)
log G(2n−1, K0)

=
log Kn

log Kn−1
= 2 (7)
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図 2 厳密な 2点相関関数 G(2n, K0)（×）と繰
り込み群変換で求めた Kn（○）．

と同次形になることがわかる．そこで，K0 の関数

ξ(K0) を使って，G(2n, K0) = exp
(
−2n

ξ

)
と書

いてよいだろう．つまり，ξ(K0) は相関距離であ

る．あるいは ξ(K0) = 2n/ log Kn と書ける．右

辺は十分大きい n に対して一定値に収束するが，

K0 が大きいほど収束に必要な n が大きく，した

がって ξ は長くなる．

この計算は 1/K0 = 0 以外の任意の温度で正し

いので，この結果を低温の性質を調べるために使

うことができる．たとえば，低温では e2Kn+1 =
1
2e2Kn であるから，この変換で結ばれる 2つの温

度での相関距離を比較すれば，ξ は e2K0 につい

て 1次の同次関数であることが容易に示せる．つ

まり，温度 0に向かうにつれて，相関距離は e2K0

に比例して指数的に発散することが導かれる．

つまり，長距離のスピン相関は安定固定点の性

質として理解でき，その臨界点付近での発散の仕

方は不安定固定点付近での繰り込み群によって理

解できたわけである．

3. 場の理論とブロックスピン

しかし，これでは単にスピンを消去しただけで，

残ったスピンは元のままだから，あまり粗視化し

たという感じはしないかもしれない．実際，この

1次元イジングモデルの繰り込み群は相当特殊な

例というべきである．一般のモデルを考えるにあ

たって，粗視化という以上，直感的にはスピンに

ついてもなんらかの意味で均したい．

スピンを適当な領域で平均してしまえば「その

あたりの磁化」になるのだろうから，イジングモ

デルを粗視化したものは局所磁化 m(r) を「場」

とみなした場の理論のようなものになるに違いな

い．そこで，ハミルトニアンとして，だいたい

H =
∫

dV
{
(∇m)2 + tm2 + um4

}
(8)

のようなものを考える．t と u > 0 がこのモデル

でのパラメータである．体積積分の被積分関数は，

空間微分がなければランダウ自由エネルギーの形

をしており，t > 0 では m = 0 で最小値をとるの
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に対して，t < 0 では m が有限の値で最小値とな

り，対称性の自発的破れを記述している．分配関

数は，これを指数の肩に乗せ，m(r) について汎

関数積分をする．形式的にはユークリッド空間で

の場の量子論そのものである．

このままでは計算が大変なので，場の量子論で

の計算と同様に，フーリエ変換で波数空間に移し

たものを使うことが多い．場の量子論では短波長

での紫外発散が問題になるが，物性の問題では格

子間隔の逆数程度の自然なカットオフ Λ がある点

が違う．しかし，これはまだ出発点のモデルを決

めただけである．では，ここから粗視化を繰り返

すにはどうするか．

Wilsonが示した処方は，まず短波長モードにつ

いて状態和を実行してしまうことだった．状態和

を一気に計算せず，適当な波数から Λ までのモー

ドについて，先に状態を足してしまうのである．す

ると，足されずに残ったモードのカットオフは小

さくなっているので，それを元の Λ に戻すように

スケール変換を行う．「均す」か「消去する」かの

違いを忘れれば，この操作の意味は 1次元イジン

グモデルでやったこととだいたい同じであること

がわかるだろう．この方法は大成功を収めた．特

に，空間 4次元から次元で展開する ε-展開によっ

て，4次元以下で新たな不安定固定点が出現し，そ

れが非自明な臨界指数を与えることが示されたの

は重要な成果である．

そうはいっても，このように違うモデルにして

しまうのではなく，イジングモデルが粗視化によっ

て再びイジングモデルになってくれるならそのほ

うがうれしいという考え方もあるだろう．単純に

消去するから粗視化に見えないので，そのかわり

に，たとえば 3 つのスピンをひとまとめにして，

上向きスピンが多い状態はそれを「上向き」，下向

きスピンが多い状態はそれを「下向き」として 1

個のイジングスピンにしてしまうことにする．こ

れは多数決則によるブロックスピン変換と呼ばれ

る．三角格子での概念図を図 3に示しておく．

イジングモデルをイジングモデルに移すのはい

いが，無理やりそんなことをやって，ハミルトニア

図 3 三角格子のブロックスピン変換の例．3 つ
のスピンの多数決でブロックスピンがupか
downかを決める．

ンの形は同じになるのだろうか．たしかに 1次元

イジングモデルでは同じ形のハミルトニアンに変

換されたが，一般にはそううまくいくわけではな

い．分配関数を不変にするという制約のため，ブ

ロックスピン変換によって新たに次近接や次々近

接の相互作用，あるいはより多体の相互作用など

が生成されるのが普通である．したがって，固定

点についても，そのような多数の相互作用パラメー

タを含む多次元空間で議論しなくてはならない．

4. 臨界現象と固定点の安定性

1次元イジングモデルの臨界点は温度 0にある．

では，2次元以上のイジングモデルのように，有

限温度に臨界点がある場合はどうだろうか．常磁

性状態での長いスケールの振舞いは温度無限大の

安定固定点で記述される．強磁性状態も同様に考

えてみると，遠方のスピンどうしが同じ方向に揃

う傾向にあるのだから，温度 0の状態と本質的に

同じと考えていいだろう．つまり，1次元の場合

とは違い，温度 0には強磁性を表す安定固定点が

あると考えられる．すると，その間には不安定固

定点がなくてはならないはずである．この不安定

固定点が臨界点に対応する．

臨界現象を示す系に繰り込み群変換を行ったと

きの典型的なパラメータ変化の概念図を図 4に示

す．繰り込み群変換によって元のモデルに含まれ

ない相互作用も生成されるので，それらを含む多

次元のパラメータ空間を考えている．パラメータ

空間でのこのような動きは繰り込み群のflowと呼

ばれる．T = 0 と ∞ の固定点は安定であり，そ
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T=0 T :∞
臨界 

図 4 2 変数のパラメータ空間で描いた繰り込み
群の flowの概念図．T = 0 と∞ に対応す
る安定固定点と不安定な臨界固定点を示し
た．さまざまなパラメータのモデルは，臨
界固定点に向かう線上を除き，繰り込み群
変換によっていずれかの安定固定点に収束
する．

れぞれ常磁性状態と強磁性状態に対応する．その

間には不安定な臨界固定点があり，そこから少し

でも安定固定点方向に離れると，繰り込み群変換

によって，いずれかの安定固定点に近づいてゆく．

どちらの安定固定点に向かうかを分けるのが臨界

固定点である．言い換えると，系がちょうど臨界

固定点にある場合には，長距離の性質はどちらの

安定固定点の振舞いにも帰着しない．

一方，臨界固定点に向かう線もあり，系がその

線上にあれば繰り込み群変換によって臨界固定点

に向かう．つまり，その系の長距離の振舞いは臨

界固定点で記述される．一般のモデルの臨界点は

臨界固定点ではなく，臨界固定点に向かう線上に

あると考えられる．すると，同じ臨界固定点に向

かう無数のモデルを考えることができるはずであ

る．それらのモデルの臨界現象はすべて同じ臨界

固定点の性質で決まる．そのようなモデル群を同

じユニバーサリティクラスに属すると言う．

このように，繰り込み群変換によってパラメー

タが固定点に近づく方向に変化する相互作用を ir-

relevantな相互作用，パラメータが固定点から離

れる方向に変化する相互作用を relevantな相互

作用と呼ぶ．臨界現象を決めるのは臨界固定点の

relevantな相互作用である．

固定点では，モデルが空間的に自己相似な構造

を持つ．低温・高温の安定固定点はそれぞれスピ

ンが一方向に揃った状態とランダムな状態なので

自明な自己相似構造であるが，臨界点は非自明な

自己相似構造を持つことが知られている．相関距

離が発散するのはこの自己相似構造の反映である．

モデルが臨界点にあっても，irrelevant な相互作

用が残っていれば，短距離の性質は厳密に自己相

似的ではない．

5. モンテカルロ繰り込み群

ブロックスピン変換を解析的に実行するのは難

しい．それならモンテカルロ・シミュレーション

を使って具体的にスピン配置を作り出し，それを

ブロックスピン化すればいいのではないかという

アイデアが生まれる．ただし，通常のメトロポリ

ス型モンテカルロ法では分配関数が求められない

ので，モンテカルロ法を使う以上，とにかくなん

らかの「測定量」で議論しなくてはならない．こ

のアイデアはMaによって最初に提案された．そ

の後，Swendsenがパラメータの変換性そのもの

を測定量で表す巧妙な手法を考案し，実空間繰り

込み群の手続きに忠実に計算できるようになった．

Baillieらはその方法を使い，3次元イジングモデ

ル臨界点と臨界指数を精密に求めた．臨界指数が

一定値に収束するためには，考慮する相互作用の

数をかなり増やさなくてはならず，この計算では

99種類の相互作用が取り入れられている3)．

もっとも，現時点でモンテカルロ法による臨界

現象研究の主流はモンテカルロ繰り込み群ではな

く有限サイズスケーリングの方法である．臨界現

象はシステムサイズ無限大で起きる現象であるか

ら，サイズとともに物理量がどのように変化する

かを見る有限サイズスケーリングの方法は理にか

なっていると言えるだろう．また，臨界指数を求

める計算の手続きとしても圧倒的に易しい．しか

し，固定点や relevantと irrelevant相互作用の概

念など，繰り込み群を通してでなければわからな

い概念もあることを忘れるべきではない．
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6. 密度行列繰り込み群と量子化学

Wilsonによる近藤問題の数値計算は，弱結合領

域から強結合領域へのクロスオーバーを統一的に

記述し，成功を収めた．最初に紹介したAnderson

の本にいたっては，本質的な部分は繰り込み群で

すべてやり尽くしたという立場から，その後に現

れた厳密解について「物理的になんら新しいもの

を導いていない」と書いているほどである．

量子力学の問題である近藤問題と古典スピン系

とが実空間繰り込み群でうまく扱えたので，次に

は量子スピン系の繰り込み群を構成したいと考え

るのは自然だろう．そこで，いくつかのスピンを

ひとまとめにし，そのブロックの低エネルギー状

態を新たなスピンとみなすというブロックスピン

変換が広く試みられたが，これはなかなかうまく

いかなかった．ブロックの波動関数を組み合わせ

ても，全系に広がる低エネルギー状態の波動関数

を構成できないからである∗2）．

この問題は結局，ブロック・スピンにしてしま

うのではなく，局所的な密度行列を繰り込みの対

象とし，密度行列の重要な成分を残しつつ自由度

を減らすという処方で解決された．この密度行列

繰り込み群（DMRG: Density Matrix Renormal-

ization Group）は信頼度の高い数値計算手法とし

て，低次元量子スピン系を中心に広く使われてい

る5)．ただし，繰り込み群の flowのような概念は

もはや希薄であると言っていいだろう．

ところで，Wilsonはノーベル賞講演の最後に今

後期待される応用分野の一つとして量子化学を挙

げている．具体的なアイデアはそこに示されてい

なかったが，しばらくして，Wilsonらによって分

子の電子状態を繰り込み群で計算するという論文

が発表された5)．これは，グラスマン数の汎関数

積分で電子状態を表して繰り込み群を実行し，さ

らに摂動展開とモンテカルロ計算を組み合わせる

という道具立ての大きなもので，それにしては計

算例があまりぱっとせず，残念ながら立ち消えに

*2） 最近，この問題について新たな発展があり，量子スピン系
に対してもブロックスピン変換が復活しつつある4)．

なった．実は，この論文の筆頭著者が DMRGの

創始者Whiteである．

そのWhiteは 10年以上後にDMRGを量子化

学に応用する手法を提案している5)．ハートリー・

フォック計算で求められた各軌道を格子モデルの

「サイト」であるかのようにみなして，格子モデル

と同様の DMRGを適用するというのが基本的な

アイデアで，比較的少ない計算量で精度の高い結

果が得られるとされる．これがWilsonの期待を

実現したものなのかどうかはわからないし，どう

やら今のところは量子化学者の注目をそれほど惹

いていないように思えるが，今後どう発展するの

か興味深い．

7. カオス系

カオスを示す力学系もまた繰り込み群が大きな

成功を収めた問題の一つである．この話には分配

関数も出てこないし，格子モデルでも場の理論で

もなく，単なる 1変数実関数の自己相似性の議論

なのだが，それでもこれは繰り込み群の考え方に

基づいている．

有名なロジスティック写像

xn+1 = axn(1 − xn) (9)

を考えよう．これは 1個のパラメータ a を含む．

a が小さいとき，この力学系は 1個の固定点をも

つが，a の値を大きくしていくと 2 周期になり，

さらに安定な周期点が不安定化すると同時にそれ

ぞれの周期点から新たに 2つの安定周期点が出現

するというピッチフォーク型の分岐による周期倍

化を繰り返して，周期無限大のカオスにいたる．

この周期倍化は自己相似的であることが知られ

ている．たとえば図 5に示すように，分岐図上で

1つの周期点が 2つに分岐する部分を拡大すると，

もっと大きな周期の分岐と重なる．周期が小さい

うちはこの自己相似性は近似的なものだが，周期

倍化が進むにつれて完全に重なるようになる．こ

れは繰り込み群の irrelevant parameterがある場

合と似ている．ロジスティック写像の分岐が最初
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図 5 ロジスティック写像の a の値に対して，出
現する値をプロットした「分岐図」．四角で
囲んだ周期倍化の様子は周期が大きいとこ
ろで自己相似になる．

から完全な自己相似性を示さないのは，irrelevant

parameterが含まれるためとするなら，最初の分

岐から完全な自己相似性を示す「固定点写像」が

あるのではないだろうか．

これが Feigenbaumによる周期倍化系の繰り込

み群である6)．ロジスティック写像に限らず，頂

点付近が 2次関数で表せるひと山の 1変数関数は

十分多数回の周期倍化を経るとこの固定点写像で

記述される．したがって，自己相似性を特徴付け

る「相似比」はそのような関数すべてに共通なユ

ニバーサルな値となることがわかる．

8. おわりに

繰り込み群の考え方は物性物理の分野で広く使

われているので，取り上げられなかった重要な話題

はまだいくつもある．3つだけ挙げておこう．一

つは相互作用のあるフェルミ粒子系の問題である．

これについては，Shankarのレビューを参照して

いただきたい7)．二番目は高分子の繰り込み群で

あり，de Gennesの教科書がよく知られている8)．

最後は，大野らによって始められた特異性を持つ

偏微分方程式系の繰り込み群である9)．これはま

だ広く応用されているとは言いがたいが，さまざ

まな方向へ発展する可能性を秘めていると思う．

本稿では，臨界現象以外の応用も念頭において，

普通の解説よりは少しだけ安定固定点の役割を強

調した．分子動力学などでは，計算時間を短縮す

るために，うまく粗視化したモデルが求められる．

今のところは視察によって粗視化モデルが作られ

ているが，なんらかの繰り込み群的操作によって

粗視化モデルが構成できれば見通しがよい．その

際に重要になるのは，不安定固定点ではなく安定

固定点だろう．
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