
計算数学基礎 13(2011.1.27)

Random walk, Ising model

[13.1]. (1-dimensional random walk)

(1). x:= 2 RandomInteger[ ]-1;

p[n ]:= Table[x,{n}];

q[n ]:= Accumulate[p[n]];

r[n ]:= ListLinePlot[q[n]]; として p[10], q[10],r[10] の結果を見よ.

(2). r[500] と Show[Table[r[500],{20}]] の結果を見よ. 必要なら適当な

数 a を見つけ Show のオプションで PlotRange->{-a,a} として見栄えを良く
せよ.

(3). Table[q[10000],{1000}]] で 10000歩までのランダムウオークを 1000

通り生成し（ただし重たいので表示はしない事），ListPlotとVarianceを用い

て分散のステップ数依存性をグラフに描け．オプションで PlotStyle->Yellow

としておくとよい．

又，y = xのグラフを Plotで描き，上のグラフと重ね書きせよ．

[13.2]. (2-dimensional random walk)

(1). x:= 2 RandomInteger[ ]-1;

p[n ]:= Table[{x,x},{n}];

q[n ]:= Accumulate[p[n]];

r[n ]:= ListLinePlot[q[n], AspectRatio->1];

として p[10], q[10], r[10] の結果を見よ.

(2). r[n] に対して r[5000] をいくつか試すことで,適当な数 aを見つけて

ListLinePlot のオプションに PlotRange->{{-a,a}, {-a,a}} を書き加えよ.

このオプションを書き加えたものを s[n ] と名付けよ．

今の場合は１ステップの移動距離は
√

2であることに注意せよ．
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又，s[5000] と Show[Table[s[5000],{20}]] の結果を見よ.

(3). Table[q[5000][[5000]],{1000}]] で 5000 歩のランダムウオークの

最終到達点の座標を 1000点生成し，それを ListPlot で描け．オプションで

AspectRatio->1としておくとよい．

又，半径
√

2 × 5000の円を ParametricPlotで描き上のグラフと重ね書きせよ．

[13.3]. (1-dimensional Ising model)

（注：N は別の文字例えば NN等と入力する事．B ∈ R は温度の逆数です．）

N 成分ベクトル {f[[1]], f[[2]], · · · , f[[N]]}, {g[[1]], g[[2]], · · · , g[[N]]} を考える．
(1). Table を用い i 成分が

f[[Mod[i-1-p,N]+1]]+f[[Mod[i-p,N]+1]]

となる N 成分ベクトルをつくり nn[f ,p ] と名付けよ．

又，Ifと EvenQもしくは OddQ を用い i 成分が

f[[Mod[i/2-1,N]+1]] (i が偶数)もしくは

g[[Mod[(i-1)/2,N]+1]] (i が奇数)

となる 2N 成分ベクトルをつくり SeSo[f ,g ] と名付けよ．

(2). RandomChoice を用い 1と 0をそれぞれ相対確率

e2B(f [[i]]−1) と e−2B(f [[i]]−1)

で選択したN 個のリストを生成する関数をつくり hbm[f ] と名付けよ．

(3). N=30; B=1; Mag={}とする．偶数サイトのスピンの配位 Seの初期状態を

0と 1がランダムに並んだN 成分ベクトルとする．この時

Do[{ nnSe=nn[Se,0]; So=hbm[nnSe]; nnSo=nn[So,1]; Se=hbm[nnSo];

S=SeSo[Se,So]; Mag=Append[Mag,Total[S]/N-1] }, {500}] を実行し，
ListLinePlot[Mag] で磁化 Mag の変化をグラフに描き ArrayPlot[{S}] で
500ステップ後のスピンの配位 Sを記述せよ．
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[13.4]. (2-dimensional Ising model) N = 2M とし,

N × M 行列 {F [[i, j]]}1≤i≤N,1≤≤M と {G[[i, j]]}1≤i≤N,1≤≤M を考える．

(1). Table を用い (i, j) 成分が

f[[Mod[i-2,N]+1,Mod[j-1,M]+1]]+

f[[Mod[i-1,N]+1,Mod[j-Mod[i+p,2]-1,M]+1]]+

f[[Mod[i-1,N]+1,Mod[j-Mod[i+p,2],M]+1]]+

f[[Mod[i,N]+1,Mod[j-1,M]+1]]

となる N × M 行列をつくり nn[f ,p ] と名付けよ．又，(i, j) 成分が

f[[i,Ceiling[j/2] ]] (i + j が偶数)もしくは

g[[i,Ceiling[j/2] ]] (i + j が奇数)

となる N × N 行列をつくり SeSo[f ,g ] と名付けよ．

(2). 1と 0をそれぞれ相対確率 e2B(f [[i,j]]−2) と e−2B(f [[i,j]]−2)

で選択したN × M 行列を生成する関数をつくり hbm[f ] と名付けよ．

(3). プログラム ( B=b;

Do[{ nnSe=nn[Se,1]; So=hbm[nnSe]; nnSo=nn[So,0]; Se=hbm[nnSo];

S=SeSo[Se,So]; Mag=Append[Mag,Total[S]/(NM)-1] }, {1000}];
ListLinePlot[Mag] ); を magnetization[b ] と名付けよ．

N=30; M=15; Mag={};とし, Seの初期状態を 0と 1がランダムに並んだN×M

行列とする．この時 magnetization[b] と ArrayPlot[S] を b = 0, 0.4, 0.5 の

場合に実行せよ．

(4). (Phase transition) 初期パラメータ r=0; から出発し，

Do[{ r=r+1; B=r/1000;

nnSe=nn[Se,1]; So=hbm[nnSe]; nnSo=nn[So,0]; Se=hbm[nnSo];

S=SeSo[Se,So]; Mag=Append[Mag,Total[S]/(NM)-1] }, {800}]
を実行してパラメータ B を変えながら 800ステップ進化させた場合の磁化を

ListLinePlot[Mag] で描け．以上の事を何度か行い，相転移がおこるB の値

を予想せよ．
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