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1 はじめに

この講演では、古典スピン系を中心として、モ
ンテカルロシミュレーションの方法論の動向をレ
ビューした1。対象としては、教科書に載ってい
る程度のモンテカルロ法は知っているが、マルチ
カノニカルと言われてもなんのことかわからない
くらいの人を想定したので、現にモンテカルロ法
を主要な武器として研究を行なっているかたには
退屈と思うが、研究会の趣旨からしてご理解いた
だきたい。

2 概論編 　(なぜ方法を考えるのか)

まずは、統計力学に使われるいわゆるモンテカ
ルロ法 (動的モンテカルロ法)の原理を復習して
おこう。もう少し詳しいことについては、文献を
参照していただきたい [1]。
イジングハミルトニアンを例にとる。

H = −J
∑

〈ij〉
SiSj (Si = ±1)

tステップでの状態分布関数 P ({S}, t)に対し、
マルコフ過程

P ({S}, t + 1) =
∑

{S′}
wSS′P ({S}, t)

を定義する。遷移確率に詳細釣合の条件
wSS′

wS′S
= e−β∆ESS′

(∆ESS′ ≡ E({S′})− E({S}))

を課せば、この過程の定常分布が熱平衡のギブス
分布

Peq({S}) ∝ e−βE({S})

1ここでは、熱平衡状態での物理量の平均値を求めるた
めの技法としてのモンテカルロシミュレーションに話を限っ
た。ダイナミクスについてはまた別の議論が必要である

に一致する。この条件を満たす遷移確率としては

メトロポリス法

wSS′ = min[1, e−β∆ESS′ ]

熱浴法

wSS′ =
e−βE({S})

e−βE({S}) + e−βE({S′})

などが使われる。イジングモデルに対する single-
spin flip型モンテカルロシミュレーションの手順
は以下のようになる

1. 反転するスピンを選び、反転前後のエネル
ギー差∆Eを計算

2. [0, 1)の一様乱数を発生
3. 乱数 ≤ w(∆E)ならスピンを反転。条件がな
りたたなければなにもしない

4. 最初に戻って繰り返し

さて、single-spin flipのシミュレーションとい
うのはは極めて一般的な方法で、プログラムを書
いて実行するだけなら、イジングモデルに限らず
どんなスピン系にでもすぐさま使える。しかし、
計算を実行できるからといって、意味のある計算
ができるとは限らない。単に single-spin flipを実
行しただけでうまくいくかどうかは、もちろん、
問題ごとに検討しなくてはならない。なかでも、
物理的に面白い問題を扱おうとすると往 に々して”
遅い緩和”という問題にぶつかる。そういう問題
の例としては、たとえば

• 臨界現象 (critical slowing down)
この場合、システムサイズ Lに対して緩和時
間がτ ∼ Lzと伸び、普通のスピン系で zの
値は 2程度。
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• 一次転移 (Hysteresis)
準安定状態への凍結が起こると、そこからの
脱出時間はシステムサイズに対して指数的に
長くなる。

• ランダム系 (Rugged free-energy landscape)
多くの準安定状態をもち、極端に遅いダイナ
ミクスが観測される。スピン系に限らず、複
雑液体などでも遅いダイナミクスが問題に
なる。

などがあげられる。
このような遅い緩和に対処するために、さまざ
まな方法が提案されてきた。特に最近、方法の発
展が著しい。そのなかから、本講演では、ある程
度一般性があって、しかも方法自体が物理的に面
白いものをいくつか取り上げて議論した。
あらためて強調しておきたいのは、single-spin

flipが万能ではないのと同様、他のどんな方法も
決して万能ではありえないということである。上
で挙げた三つの例は、どれも遅い緩和という共通
点はあるものの、その原因はそれぞれに違う。当
然、すべてを同じ方法でうまく扱えるなどと期待
するべきではないし、実際そういうわけにはいか
ない。むしろ、single-spin flipのようにひとつの
方法にとらわれるのではなく、問題の性質に応じ
てシミュレーションの方法も選択すべきである。
その際、熱平衡量の計算が目的なのだから、その
目的が達せられる限り、計算自体がどれほど非物
理的な過程に基づいていようといいじゃないか、
あるいは非物理的な状態や過程を積極的に使おう
というのが、最近の傾向であり、またこの講演の
主なメッセージである。
なお、

• マルチスピンコーディング (for Ising and
Potts)

• ベクトル化 (for Short-ranged interaction
model)

などは確かに一般性のある話題だが [2]、これら
は、むしろ single spin flipをどう implementする
か、という問題なので今回はとりあげなかった。

むろん、これらの方法が実用上の重要さを失った
という意味ではない。

3 等価な別のモデルでのシミュレー

ション

実際にシミュレーションしたいモデルそのまま
ではなく、元のモデルと等価な別のモデルを考え
るというのは、当然ありうる。必要な結果さえ得
られるなら、元のモデルに忠実である必要はない。
ただし、等価なモデルなど無数に作れてしまうの
だけど、やみくもに作ればいいというわけではな
い。極端な話、イジングモデル (S = ±1)を格子
ガス (S = 0, 1)に直したところで、なんら本質的
な解決にはならないことは自明である。あくまで
も、モデルの変換が数値計算上の利点を持ってい
なければしょうがない。
その意味で、一般的な処方として歴史的に重要

なものの例としては、Trotter公式に基づく鈴木
の量子MCがあげられよう。これは、d次元量子
系を (d+1)次元古典系に変換したことによって、
非可換性を（見掛け上）解消したものであり、モ
デルを変換することに積極的な意味がある好例か
と思う (むろん、Trotter方向を有限とした系では
完全に等価ではないが)。

3.1 Swendsen-Wang

Pottsモデルに対する Swendsen-Wang法 [3]も
また、そのような方法のひとつである。この方法
では、元の Pottsモデルを Fortuin & Kasteleyn
流のパーコレーション表示 [4]に焼き直す。では、
そのココロはなんだろうか。まず、ターゲットは
臨界点の critical slowing downである。critical
slowing downの原因は、むろん臨界点で相関距
離が発散することに帰せられる。長距離相関があ
るのに single-spin flip法をやっていたのでは、統
計的に独立なスピン配置を得るのに時間がかかる
のは当然だろう。そこで、スピンを一個一個反転
するのではなく、スピンの大きな塊を一挙にひっ
くり返せばよさそうだ。しかし、やってみればわ
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かるのだけど、大きなスピン・クラスターをやみ
くもにひっくり返そうとしても、エネルギー差が
大きすぎて容易には受けつけられない。やみくも
にやるのではなく、なにか意味のあるクラスター
を考える必要がある。
そこでパーコレーション表示である。まず、単純

なボンドパーコレーションのボンド配置をモンテ
カルロ法で生成することを思いだしてみよう。こ
の場合、各ボンド配置はそれ以前に生成されたも
のと全く無関係に一から作られるので、すべての
ボンド配置は統計的に独立である。つまり、当た
り前のことだが、パーコレーションのシミュレー
ションでは臨界点直上であっても critical slowing
downが生じない (!)。そこで、Pottsモデルについ
ても、パーコレーション表示に基づくシミュレー
ションなら、critical slowing downが緩和される
のではないかという期待ができる。

q状態ポッツモデルの分配関数はパーコレーショ
ン表示で以下のように書ける。

Z =
∑

pb(1− p)mqN
c

p = 1− e−βJ

最近接スピンペアが同じ状態のとき、そのペアを
ボンドでつなぐ確率が pである。つないだペアの
数を b(bond)、同じ状態ではあるがつながなかっ
たペアの数をm(missing bond)と書いてある。Nc

はそのようにしてボンドでつなげることによって
できたクラスターの総数である。つまり、この式
は、”同じ状態を持つスピンを確率 pでつなぎ、で
きあがった各クラスターに独立にスピン状態を割
り当てなおせ”と読むことができる。パーコレー
ション表示自体は古い話だが、そのように操作的
に読みかえるならば、実はこの式自体がシミュレー
ションの方法を表していることになる。具体的な
手順は以下の通り。

1. 適当なスピン配置からスタート
2. 同じスピン状態にあるペアの間を確率 pで
結ぶ。

3. 結ばれたスピンからなるクラスターそれぞれ
に対し、q通りの状態のうちいずれかをラン
ダムに割り当てる。クラスター内のすべての

スピンに同じ状態が割り当てられる。

最後のステップは、個々のクラスターをあたかも
一個のスピンであるかのように見做して、そのス
ピンをランダムに flipするのだと考えてもよい。
つまり、スピンクラスターの定義としてFortuin &
Kasteleynのクラスター (FKクラスター)を使え
ば、クラスター全体を自由に反転できることにな
る。あるいは、最大限自由に動かせるクラスター
が FKクラスターだと言ってもいい。

系の端から端までをつなぐ大きなクラスターが
出現するのは、ちょうど臨界点のところだから、
このシミュレーションでは臨界点でもっとも効率
よくスピン・フリップができる。上で意味のあるク
ラスターと書いたのはそういう意味だ2。また、臨
界点の磁気的性質を決めるのは、この最大クラス
ターなので、これはまた物理的に意味のあるクラ
スターでもあることに注意。むろん、単純なパー
コレーションと違い、スピン配置間の相関は完全
にはなくならないが、critical slowing downを記
述する指数 zは二次元イジング模型で 0.35程度
以下、三次元イジング模型で 0.55程度と思われて
おり、たしかに critical slowing downは大きく緩
和されている3。なお、大きなクラスターが臨界
点ではじめて出現するからこそ、この方法は有効
なのであり、フラストレーションのある系などに
単純に適用しようとしてもうまくいかない。パー
コレーション表示を拡張してフラストレーション
のある場合にも使えるようにしようという試みも
なされている [6]。

3.2 Wolff

さて、いったんパーコレーション表示に気づい
てしまえば、さらにそこからのvariantも考えられ
る。Wolff法 [7]は Swendsen & Wang法を single-

2臨界点より低温側では、さらに大きなクラスターができ
るが、それを反転しても単に自発磁化の方向が逆になるだ
けで、あまり御利益はない

3ただし、この方法はベクトル計算機向きではないので、
single-spin-flipの計算をベクトル計算機向けにチューニング
したものと比べて、計算効率がいいかどうかは場合による。
これに関しては伊藤たちによる研究がある [5]
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cluster flipに変更したものである。つまり、いく
つものクラスターを同時に成長させるのではなく、
一点から成長させて成長が止まったところでその
クラスター全体をflipする。この方法は、平均的に
Swendsen & Wang法よりも大きなクラスターを
flipさせるので、critical slowing downはより緩
和され、zはほぼ 0と言われている。さらにWolff
はこの方法を Pottsモデルだけではなく一般の連
続スピン系にも使えるように拡張している。

3.3 Invaded cluster

毛色の変わったものとして Invaded cluster
algorithm[8]についても触れておこう。上述の通
り、パーコレーション (およびパーコレーション
表示のポッツモデル)では、ちょうど臨界点で系
の端から端までをつなぐクラスターが出現する。
そこで、発想を逆転してみよう。ボンドをつなぐ
確率を与えるのではなく、ランダムに選んだボン
ドをとにかくつないでゆき、系の端から端までつ
ながったクラスターが出現したところで、つなぐ
のをやめてみる。こうして得られるボンド配置は
(少なくとも熱力学極限で)明らかに臨界点のボン
ド配置である。Swendsen & Wang法をこの変異
型パーコレーションで書き直したものが、Invaded
cluster algorithmである4。
この方法には”温度”の概念があらわに含まれて
いない。シミュレーションを行なえば、温度をパ
ラメーターとせずに臨界点が自動的に得られる と
いうかなり奇妙なしろものである。したがって、
いろいろな温度で物理量を計算して、その異常性
から臨界点を決定するという普通のプロセスを踏
まずに、臨界点での物理量が求められてしまう。
ただし、当然のことながら、この方法はカノニ
カルアンサンブルを生成しない。むろん、熱力学
極限ではカノニカルアンサンブルと一致するにし
ても、シミュレーションを行なうのは有限系なの

4この方法はもともと Invasion percolation から発想を
得ているので、いきがかり上 Invaded clusterと呼ばれてい
るが、研究会で田崎氏から指摘があったように、Invasion
percolationを拡張したというよりは、もっとすなおに普通
のパーコレーションの発想を逆転したものと思ったほうがよ
い

だから、アンサンブルが違うことは頭に入れてお
く必要がある。では、そのアンサンブルとはどう
いうものなのか、というと、これが実のところよ
く分かっていない。となれば、この方法を臨界点
を効率よく計算するための単なる手法と見做すよ
うでは、あまりにも発想が貧困ということにはな
るまいか (そういう向きもあるようだが)。この方
法が意味するものを掘り下げることで、なにかし
ら新しい展望がひらけるかもしれない。少なくと
も、そう考えてみるほうが建設的だろう。

4 アンサンブル概念の拡張

はじめに書いたように、モンテカルロ法でカノ
ニカル分布が得られるのは、あくまでもマルコフ
過程の定常分布がカノニカル分布と一致すること
を要請したからである。したがって、実はMC法
を使うとカノニカル・アンサンブルに限らず、任
意のアンサンブルを構成できる5。実際、エネル
ギーの勝手な関数 f(E)を用いて、平衡分布を

Peq({S}) ∝ e−f(E({S}))

とするのはやさしい。そこで、もしカノニカルよ
り便利なアンサンブルがあるなら、むしろ積極的
にそれを使えばよいだろうという発想が生まれる。

ここでの話題とは発想が違うが、普通とは違う
アンサンブルを構成する方法としては、

• 能勢の等温分子動力学

• CreuzのミクロカノニカルＭＣ

あたりが歴史的にも重要だろう。どちらも余分の
自由度 (demon)を導入することにより、普通のア
ンサンブル (分子動力学ならミクロカノニカル、
MCならカノニカル)から別のアンサンブルへの
変更をなしとげているという共通点がある。

しかし、histogram reweightingが広く認知さ
れて以降、アンサンブル選択の考え方は大きく変

5この点は、教科書的説明ではあまり強調されないが
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わった6。シミュレーションはカノニカル以外の
適当なアンサンブル (非物理的であっても構わな
い)で行なっても、得られた結果から histogram
reweightingによってカノニカルアンサンブルを
再構成すればいいからだ。histogram reweighting
自体は、注意して実行しないとバイアスなどの問
題を引き起こしかねなかったのだが、拡張アンサ
ンブルの登場によって、これが現代的な意義を得
たといってもいいかと思う。むろん、その目的か
らして、アンサンブルはカノニカルよりも広く と
らなくてはならない。

4.1 マルチカノニカル・アンサンブル

そのような方法の中でも、代表的なものがBerg
et al.によるマルチカノニカル・アンサンブル [10]
である。ひとことで言うなら状態の実現確率を状
態密度Ω(E)の逆数にするというものだ。あるい
はエネルギーヒストグラムを平らにする、と言っ
てもよい。これは上述の関数 f(E)として

f(E) = log Ω(E)

を選択したことに相当する。もちろん、Ω(E)が
はじめからわかっているなら問題は既に殆ど解け
てしまっているわけで、あえてシミュレーション
をする必要もなくなってしまう。ところが、Berg
たちは “Ω(E)を正確に知らなくても、ヒストグラ
ムがだいたい平らでありさえすれば充分である”
ということに気づいた。そこで、適当な温度 (充分
高温)でカノニカルアンサンブルのシミュレーショ
ンを行なうことからはじめて、preliminary runを

6普通のカノニカル MCでエネルギーヒストグラムを得
たなら、それに Boltzmann weightの逆数を掛けることに
より状態密度が、さらに別温度での Boltzmann weightを
掛けなおすことにより、別温度でのエネルギーヒストグラム
が原理的には 得られる。つまり、逆温度βで得られたエネル
ギー分布 P (E,β)から、別の温度β′でのエネルギー分布が

P (E, β′) ∝ P (E,β)e(β−β′)E

によって求められる。importance samplingの精神をないが
しろにしたとも言えるこの方法が histogram reweightingで
ある。大昔から何度となく再発見されているが、Ferrenberg
& Swendsenの提案 [9]により、一躍広まった。この方法の
問題点等については、文献 [1]を参照されたい。

繰り返すことにより、順次 f(E)の値を改良して
ゆくという方法を提案した。いわば、シミュレー
ションの過程で平衡分布自体を適応的に学習させ
ようというわけである。
実際にこれを行なう際には、エネルギーを

[E0, E1], [E1, E2], . . . [Em−1, Em]のように区間に
分け、区間 Ei ≤ E ≤ Ei+1に対して

f(E) = αi + βiE

のように f(E)を折れ線近似することが多い。この
形式を使うと、エネルギー区間ごとに違う温度で
シミュレーションをしているという気分になれる。
マルチカノニカル・アンサンブルでは、さまざ

まなエネルギー値がなるべく均等に出現するよう
にエネルギーをコントロールする。したがって、
自由エネルギー障壁に起因するヒステリシスを
もつ場合、要するに一次転移に対する処方とし
て、まずは提案された。この場合、自由エネルギー
障壁部分にあって普通のカノニカル分布では実現
確率が極めて低くなってしまうような状態でも、
無理やり実現確率を引き上げてやることになり、
障壁を鋏んだ状態遷移が頻繁に起きるようにな
る。なお、Field drivenの一次転移に対しては、
温度とエネルギーではなく磁場と磁化を考えたマ
ルチカノニカル法が行なわれており、Bergらは
multimagnecical[11]と称している。

4.2 交換モンテカルロ法

一方、違う温度をたくさん用意するという意味
で一見似ているのが交換ＭＣ法 [12]である7。マル
チカノニカル法がひとつの系をいろいろな温度で
計算するのに対し、こちらは全く同じ系を複数用
意し、それらを違う温度で並列にシミュレーショ
ンする。むろん、ただたくさんの系を並べるだけ
ではなんの御利益もないが、時折システムを入れ
替える (あるいは温度の方を入れ替えると思って
もよい)ことによって、違う温度の状態を混ぜ、緩
和を速くしようというのである。

7統計物理の分野では福島・根本によって提案されたが、
統計学などの分野でも独立に発見されており、さまざまな名
前で呼ばれている [13]
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系が二つの場合を例にとろう。それぞれの温度
をβ1, β2とすれば、ふたつの系の同時平衡分布は

P (E1, E2;β1, β2) ∝ e−β1E1−β2E2

である。ここで、このふたつを入れ替える遷移を
導入する。その際、遷移確率に対して

w(1, 2→ 2, 1)
w(2, 1→ 1, 2)

= e(β1−β2)(E1−E2)

を要求すれば、同時平衡分布は不変に保たれる。系
の温度は、マルチカノニカルと同様に preliminary
runで最適な値を学習させればよい。マルチカノ
ニカルと違い、個々の系のシミュレーションは普
通のＭＣだから、過去のプログラム資産がそのま
ま生かせるとか、ベクトル計算用に書いたコード
がそのまま使えるなど、実用上の敷居が低い方法
である。
この交換法とマルチカノニカルとの最大の違い

は、後者がエネルギーを制御するのに対して、こ
ちらは温度を制御するところにある8。これは一見
ささいな違いのようだが、一次転移の場合には本
質的に効いてくる。当然、ヒステリシスを避ける
には温度を制御したのではだめで、マルチカノニ
カルのほうがより本質をついていることになる。
なお、最近岡部によって、秩序形成のシミュレー

ションに交換法を適用することが試みられている
[15]。ダイナミクス自体は “嘘”になってしまうが、
ドメイン成長の指数などは影響をうけないところ
が味噌である。

4.3 rugged free-energy landscape

福島・根本の交換法はそもそもスピングラスの
rugged free-energy landscapeを攻める目的で提
案された。また、Bergたちは同様にマルチカノニ
カル法をスピングラスに応用している [16]。この
場合、拡張アンサンブルを使う意味あいは一次転
移の場合とは少々変わってくる。一次転移の場合、

8講演ではとりあげなかったが、温度を制御する立場で
は、simulated temperingという方法が提案されている [14]。
交換法はむしろこの temperingに似ており、実際、parallel
temperingなどと呼ぶ研究者もいる

エネルギー値の出現確率を均等にすることが、そ
のままヒステリシスの解消につながった。一方、
rugged landscapeの場合は、むしろ、エネルギー
（あるいは温度）をマルチカノニカルや交換法で
上下させて local minimumからの脱出を可能にし
ようというのがそのココロとなる。

むろん、なにも考えないＭＣよりははるかによ
い。しかし、温度を上げ下げするだけでは、あまり
にもあなたまかせなのではないか、という疑問も
生じないわけではない。rugged landscapeなら、
エネルギーを均等にするのではなく、ruggedness
を解消するのが正しいのではないだろうか。つい
最近、Berg & Jankeは replica overlap Q を平
らにするアンサンブル [17] を提案している。つ
まり、交換法のように二つのレプリカを同時にシ
ミュレーションし、Qに共役な仮想温度をマルチ
カノニカルと同様に設定しようというものだ。9

10これは、ランダム系の本質をついているのでは
ないだろうか。少なくとも、考え方は正しそうだ。
ただし、実用上は、このままではあまり有効でな
い。温度方向にも動かすなど、もうひと工夫必要
だろう。

4.4 基本方針といくつかの応用

結局、目的に応じてアンサンブルそのものを工
夫すればいいわけだ。それが非現実的なアンサン
ブルだったり、物理的にはありえないような状態を
含むものであっても、どうせ最終的には histogram
reweightingでカノニカルに変換してしまうのだ
から、かまわない。というよりも、むしろ積極的
に非物理的領域へアンサンブルを拡張してしまう
のが、これからのMCの方向性と言えそうだ。も
ちろん、なんでもやればいいというものではない
ので、それによってうまく困難が解消できるよう

9実はこの方法は、Bergなどよりはるか以前に伊庭氏か
ら聞いたことがある。残念ながら、論文の形では残されてい
ない (と思う)

10レプリカを使うスピングラスのシミュレーションとし
ては、Swendsen & Wangによって提案された方法がある
[18]。これは Swendsen-Wang流のクラスター MCの精神
をスピングラスに拡張しようとしたものだが、交換法とも
通じる部分がある
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なものを考えなくてはならない11。

たとえば、エントロピーを計算したければどう
すればいいだろうか。普通のモンテカルロ法なら、
さまざまな温度で独立したシミュレーションを行
なって、温度について数値積分をすることになる
だろう。ところが、マルチカノニカル法なら、は
じめから全温度領域でのエネルギーヒストグラム
が得られているのだから、一回のシミュレーショ
ンで任意の温度でのエントロピーが計算できてし
まう。とすれば、温度以外の変数で積分を実行し
て得られるような物理量についても、マルチカノ
ニカル法の応用で計算できそうだ。

最近の例を挙げよう。Wilding & Müllerは、高
分子濃厚溶液系 (ただし、格子モデル)での化学
ポテンシャルを計算する手法を提案している [19]
12。やりたいことは、N 分子系と N + 1分子系
での自由エネルギー差の計算である。単純にやろ
うと思えば、N 分子系の熱平衡状態にもう一個
の高分子をとにかくつっこんでみればいいわけだ
が、相手が高分子の場合にはなかなかそうはいか
ない。モノマー同士が重ならないことを要求する
と、余分の高分子がおさまるだけの隙間があいて
なくてはならないからだ。そこで、隙間が足りな
くてもとにかく余分の高分子をいれてしまうこと
にしよう。そのために、余分の高分子はそれ以外
の高分子からみると少々透けて見えるものだと思
うことにする。その透け具合をマルチカノニカル
法によって制御する。

制御は余分の高分子とそれ以外の高分子との相
互作用の強さを可変として、それに共役な仮想温
度を導入することにより達成できる。つまり、N

高分子系と余分の一分子とが完全に独立な場合か
ら、すべての高分子が同等で N +1高分子系とみ
なせる場合までをマルチカノニカル的につなぐわ
けだ。もちろん、途中の中途半端な状態に物理的
な意味はないが、これによって、N分子系とN+1
分子系が滑らかにつながり、化学ポテンシャルが
計算できる。ここでマルチカノニカル法によって
積極的に制御するところが重要である。単に透け

11標語的に言うなら、“押してみて痛いツボを探す”
12この仕事については、研究会終了後に知った

具合に関する仮想温度を一定に保っただけでは N

分子系から N + 1分子系までの状態が充分な頻
度で出現しないし、仮想温度で制御するのでなけ
れば熱力学的積分が実行できない。同じ思想で、
Bruceたちは格子形の違う２種の結晶の間を行き
来するシミュレーションを提案している [20]。こ
れで、格子形の違いによる自由エネルギー差が計
算できる。

緩和を速くするために非物理的な状態を使う
ことも考えられる。手前味噌になるが13random
heteropolymerのシミュレーションを例にとろう。
この問題は、rugged free-energy landscapeである
上に self-avoiding conditionによる制約のために
遷移の道筋までが限られているという二重苦を抱
えている。スピングラスなどと同じ思想で rugged
free-energy landscapeを克服するためにマルチカ
ノニカル法が使われたりしているが [21]、長いポ
リマーになるとマルチカノニカル法ではなかなか
難しい。self-avoiding conditionはエネルギーと関
係ないので、温度を上げ下げしてもこれによる制
約は緩和できないからだ。要するに、純粋な self-
avoiding walkですら、シミュレーションは難し
いのである [22]。しかし、問題点が self-avoiding
conditionだとわかっているのだから、そこを積
極的に攻めればなんとかなりそうだ。

最近、我 （々伊庭・千見寺・菊池）は、self-overlap
を許す walkと self-avoiding walkとの間を行き
来することによって randam heteropolymerのシ
ミュレーションを行なう方法を提案している [23]。
この方法ではモノマー同士の重なりを禁止してし
まうのではなく、重なり数に応じて増える仮想エ
ネルギーを定義して、それに共役な仮想温度を導
入し、マルチカノニカル法によって制御する。そ
れによって、self-avoidingな状態同士を重なりの
ある状態を経由して結びつける新たな道を状態空
間中に引こうというわけだ。ただし、これだけで
はうまくいかない。やはり、温度についてもマル
チカノニカル法で制御することが必要になる。最
終的に self-avoiding conditionを満たす状態だけ

13自分たちの話がここまで全然出てこなかったんだから、
ひとつくらいいいでしょう
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を残せば、histogram reweightingによって正しい
カノニカル分布が得られる。重なりのある状態は
捨ててしまうのだから、一見無駄が多そうだが、
その無駄を補ってあまりあるほど緩和が速くなる。
実際、普通のマルチカノニカル法では計算できな
いような長い random heteropolymerの熱力学量
も計算できている。

この調子でいくらでも考えていくことはでき
る。たとえば、topological defectの効果を調べた
ければ、異なる境界条件の間をつないでしまうと
いうのはどうだろうか。周期境界と自由境界をつ
ないでしまえば、表面自由エネルギーも求められ
そうだ。

5 まとめと展望

というわけで、等価なモデルと拡張アンサンブ
ルのふたつの観点から、最近のモンテカルロ法の
動向を見てきた。single-spin flip法に代表される
conventionalな方法が、“物理的にもっともらし
いプロセスを使えば、物理系は自ずとその性質を
見せてくれる”という精神で行なわれていた (た
ぶん)のに対して、目的さえ達成できるならその
過程が非物理的であっても気にしない、というよ
り、非物理的過程や非物理的状態を積極的に使お
うというのが最近の傾向だと思う。Swendsen &
Wangは、数学的な書き換えにすぎなかったはず
のパーコレーション表示が、実はそのままシミュ
レーションの方法として使えることを発見した。
拡張アンサンブルは、最終的に欲しいアンサン
ブルとシミュレーションを行なうアンサンブルが
違っていても構わないという新しい発想に基づい
ている。

どちらにせよ、“途中経過の物理的意味”は失
われていることを改めて注意しておきたい14。
single-spin flipはダイナミクス自体それなりにもっ
ともらしいし、イジングモデルなら Glauber Dy-
namicsそのものである。それに対し、Swendsen

14この点は、研究会でも複数の方から質問をいただいたの
で、読者の中にも気になるかたが少なからずおられるかと
思う

& Wangのダイナミクスが現実の磁性体なり合金
なりのダイナミクスに似ているとはあまり思われ
ない。まして、マルチカノニカルだとか非物理的
状態を含む拡張アンサンブルだとかが現実のダイ
ナミクスと関係あるとは誰も思わないだろう15。
“熱力学量もダイナミクスも”と欲ばる必要はな
いし、欲ばってはいけない。

もうひとつ、マルチカノニカル法などによる積
極的な制御についても強調しておきたい。いつか
は起こるはずの準安定状態からの遷移をただ待
ち続けるのが従来の方法だったとすると、起こり
にくい遷移を無理にでも起こしてやろうというの
がマルチカノニカル法のココロだと言っていいだ
ろう。

統計力学の展望という観点からは、拡張アンサ
ンブルの考え方がカノニカル・アンサンブルの呪
縛から我々を解き放つのだ、と大ぶろしきを広げ
てみるのもいいかもしれない。カノニカル以外の
アンサンブルを導入することは、必ずしもシミュ
レーションのための人為的操作とだけ捉えなくて
はならないわけでもない。最近、Tsalisなどがカ
ノニカルではないアンサンブルの重要性を強調し
ていたりするように、もう少し広い意味あいを拡
張アンサンブルに見いだすこともできるかもしれ
ない。

6 おわりに

実のところ、”統計物理学の展望”というテーマ
のもとでこのような内容の講演をすることには、
自分の中で少々抵抗がなかったわけでもない。し
かし、思った以上にこういう話に興味をもってく
れるかたがおられたようで、まあよかったかなあ
という気がしている16。

15これも質問されたことだが、能勢の分子動力学の場合は
少々微妙かもしれない。もちろん、長時間で考えれば “嘘”
のダイナミクスに違いない。しかし、粒子の運動方程式を
解いていることもまた確かなので、短時間のふるまいが必
ずしも現実とかけはなれているというわけでもなさそうだ。
少なくとも余分の自由度があまり大きく変化しない程度のタ
イムスケールでは、現実のダイナミクスに近いと思われる

16その一方で、松田博嗣先生から、このような計算方法の
議論が基礎物理の発展に関係あるのか、という厳しいご質問
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最後になるが、本講演の内容については、岡部
豊、伊庭幸人、千見寺浄慈、宮田雄作、伊藤伸泰
の各氏との長年にわたる議論にもとづいている。
特に拡張アンサンブルについては、その重要性を
いち早く指摘し、多くの試みを行なってこられた
伊庭氏との議論による部分が大きい。各氏に感謝
する。
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