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Abstract: The existence theorem for replica-symmetry breaking (RSB) in the transverse field Sherrington-Kirkpatrick (SK) model is 

extended to the model with a general random exchange interaction. We can evaluate the relation between the expectation value of the 

exchange interaction energy and the Duhamel correlation function of spin operators by an approximate integration by parts for general 

random interactions. A lower bound on the ground state energy is evaluated by the square root interpolation of the free energy per 

single spin. By using Falk-Bruch inequality and these, we can prove that the variance of overlap between two replica spin operators 

does not vanish in sufficiently weak transverse field and sufficiently low temperature. In addition, we also indicate that the absence of 

ferromagnetic long-range order distinguishes RSB from ℤ2 – symmetry breaking. 

 

１． はじめに  

Sherrington-Kirkpatrick模型はスピングラスの研究初期に提案された平均場模型で，結合定数が確率変数になっている

ことが特徴である．このような模型は自由エネルギーなどの熱力学的な物理量も確率変数となるので，扱い方に注意が

必要となる．昨年ノーベル賞を受賞した Parisiはレプリカ法を用いてレプリカ対称性の破れの効果を完全に取り入れた

Sherrington-Kirkpatrick模型の自由エネルギーを計算した[1]．また 2006年にはTalagrandが Parisi公式の厳密な証明を行

い[2]，2021年にWarzel らが横磁場を印加した標準Gauss分布に従う Sherrington-Kirkpatrick模型における量子系では初

めての RSB の存在を証明した[3]．本講演では一般の偶関数分布𝛾𝑖𝑗に従う横磁場 Sherrington-Kirkpatrick 模型での RSB

の存在を示す．また強磁性長距離秩序とRSBを区別するための条件を提案する． 

 

２．模型の定義 

 Sherrington-Kirkpatrick 模型に横磁場を印加した量子スピン系を考える．各格子点𝑖 = 1 ⋯ 𝑁の Pauli 演算子を𝜎𝑖
𝑥 , 𝜎𝑖

𝑧，

偶関数の独立同分布に従う確率変数を𝛾𝑖,𝑗とし，その試料期待値をEで表す．強磁性相互作用を𝐽0 ≥ 0，横磁場を𝑏 ≥ 0

としてハミルトニアンは次のように定義される． 

 𝐻𝑁(𝛾, 𝜎, 𝐽0, 𝑏) = − ∑ (
𝛾𝑖,𝑗

√𝑁
+

𝐽0

𝑁
) 𝜎𝐼

𝑧𝜎𝑗
𝑧 − 𝑏 ∑ 𝜎𝑖

𝑥

1≤𝑖≤𝑁1≤𝑖<𝑗≤𝑁

(1) 

このハミルトニアンは大域的な𝑥軸周りの離散回転𝜎𝑖
𝑧 → −𝜎𝑖

𝑧で不変である(ℤ2対称性)．また𝑛個のレプリカスピン𝜎𝑎 ≔

(𝜎𝑖
𝑤,𝑎)

𝑎=1⋯𝑁,𝑖=1⋯𝑁,𝑤=𝑥,𝑧
に対するハミルトニアン∑ 𝐻𝑁(𝛾, 𝜎𝑎 , 𝐽𝑜 , 𝑏) = ∑ 𝐻𝑁(𝛾, 𝜎𝑠(𝑎), 𝐽0, 𝑏)1≤𝑎≤𝑛1≤𝑎≤𝑁 と不変であり，この

対称性をレプリカ対称性と呼ぶ．また分配関数𝑍𝑁・自由エネルギー密度𝜓𝑁はそれぞれ 

   𝑍𝑁(𝛾, 𝜎, 𝐽0, 𝑏) ≔ Tr 𝑒−𝛽𝐻𝑁(𝛾,𝜎,𝐽0 ,𝑏) (2) 

            𝜓𝑁 (𝛾, 𝜎, 𝐽0, 𝑏) ≔ −
1

𝑁𝛽
log 𝑍𝑁(𝛾, 𝜎, 𝐽0, 𝑏) (3) 

である．またこの模型の確率分布𝑃(𝛾𝑖,𝑗)は，𝛾を平均値 0，分散 1を持つ確率変数とし，任意の関数𝑓: ℝ → ℝに対し，確

率𝑃(𝛾𝑖,𝑗)であり，期待値 

𝐄𝑓(𝛾) = ∫ 𝑑𝛾𝑃(𝛾)𝑓(𝛾)
∞

−∞

 (4) 

であり，𝐄𝛾𝑖,𝑗 =
𝐽0

√𝑁
，𝐄𝛾𝑖,𝑗

2 = 1，𝐄|𝛾𝑖,𝑗|
𝑛

< ∞とする． 
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３．RSB(レプリカ対称性の破れ) 

𝑎 = 1 ⋯ 𝑛として，模型のレプリカを𝑛個作成するとそのレプリカは 

∑ 𝐻𝑁(𝜎𝑎 , 𝛾, 𝐽0, 𝑏)

𝑛

𝑎=1

 (5) 

と書くことができる．そのうち 1番目と 2番目(𝑎 = 1,2)のレプリカスピンの重なりは 

𝑅1,2 ≔
1

𝑁
∑ 𝜎𝑖

𝑧,1𝜎𝑖
𝑧,2

1≤𝑖≤𝑁

 (6) 

と書ける．レプリカ対称性が破れることとは，レプリカスピンの重なりの試料期待値の分散が有限になる，すなわち 

𝐄⟨𝑅1,2
2 ⟩ − (𝐄⟨𝑅1,2⟩)

2
> 0 (7) 

となることである． 

 

４．定理 

ℤ2対称なレプリカスピンのGibbs 状態と試料分布に関する 2 つのレプリカスピンの重なりの分散は，十分低温で，十

分小さい𝑏，𝐽0 = 0に対して 

lim inf
𝑁→∞

[𝐄⟨𝑅1,2
2 ⟩ − (𝐄⟨𝑅1,2⟩)

2
] > 0 (8) 

となって有限である．この定理により，一般の偶関数分布でもRSBが起こることがわかる． 

 この定理の証明は，ℤ2対称なGibbs状態では⟨𝜎𝑖
𝑧⟩ = 0であるが故に，レプリカスピンの重なりの期待値も 0になるこ

とと，レプリカスピンの重なりの 2乗の期待値は 0にならないことから示すことができる． 

 

５．まとめ 

 Warzel らが導出した方法と同じ方法で，一般の偶関数分布においても横磁場 Sherrington-Kirkpatrick 模型にRSB が存

在することを示すことができた． 

 𝐽0 > 0が大きいと強磁性長距離秩序が現れるため，分散が有限となる．したがって分散の有限の値が強磁性長距離秩

序によるものなのか，RSB によるものなのかが自明ではなくなるため，注意が必要となる．今考えている模型では，磁

化の 2乗の分散は 0となるが，強磁性長距離秩序があるかどうかは𝐽0の値による． 

 今後は𝐽0 > 0が大きく，強磁性長距離秩序がある模型でRSBが存在するのかどうかを研究する． 
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