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もiofuriCもionで表わされるDそしてその藻 巾の自乗に比 例した単量体の歪

と.振 巾の 自乗の 1次数係数t･C比 例した重心の歪とを伴って. eXCeSSやa-T-･

geは移動するO
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非周期性の問題

松 田 博 嗣 (京大理)

隼錐高分子がいくつかのunitか ら非周期的に構成 されている ことはその機

能上重要な意義を もつと考え られるC この問題に対する∵つの基礎としてt等 ′

しい強さのバネで絵 ばれた非周期的な同位元素の振動子系についで性質を紹介

する｡

第3番 目G)質点の平衡位置よりの変位をuj とすると､運動方程式は

mj･藷 -K'5･.11 日 K年 1-I,3･_, (1)

で与え られ るG ITlniJ･はM又はIRとする (LP>M)O電 子計算機による計算総菜で

はこれ らのmaSSが rand(一mに配列している時の振動数スペク トルは非常に

fineな構造 をもつことがあるが..下記のような条件下では角振動数 Wに於て

スペク トルは 0になることが理論的に知られ ている｡
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ー

∴

菅.

i

動地 > Q(a,A)- coti÷ 8(冒,刷 co"ず ･
＼

0,(aIi,三 選 -,bbin≦sf(n+1)ユー 〔笠 1 1- g〕打}

W- cd(i)-21/官有 sin(i/23 , 避止-ilvf,-班 .

(2)

(3)

(4)

ただ L s は相続 く.TnaS･S丑耳 の個数の最大値で. 〔･･･〕はC-auss記号であるC

特に 1-喜好(b<a,a,bは互笹素な整数)な るときは

Q(- ,り - co"芯 )coも(芸 う ≧ a

プア
(5)

とな り ∠凪か/M>Q,(-,i)な らば､Mと丸空の配列に無関係に SPeCもral gap

が出来るO

これ に基準振動に関するBayleighの定理を用いると上の ようなgapu().)

における inもegraもed spec七rum を求める ことが出来る｡ 今N回 をQ,よ わ高

い振動数をもっ基準転勤の frac伍on とすると.

N(wg=里 方))=
n

Cぺ:)

J30〔k(∫+1)/n〕PiJJl
01〇

J!o(J+冒 P町

(6)

ただしP勘 は 2コの九･fJにはさまれた相廉 くMの個数がJである確率であるo特

にmaSSの配列が単純 マル コフ鎖をなす とき､任意a)si七eがMで 占め られる

確率 を C,或 S土teがMのときのそのとな りもMなる確率を αとすると

n-k

N(むく-㌻ 汝))= i

C(卜 α)αⅠチッ (卜 anl (近-1)

㌻1α lsn,laC(1-α)

α(1-αn)S～=1
(k≧2)

(7)

で あるC これはもちろんmaSStL)配列t,C倣存する量であるQ

配列を指定する量 として､ 例えば額続くlヲ聖.siもe の maSーSが 誹㌧ Hi2㌦

････m(i)なる確率 fl匝川･mi2㌧･･･,mlJ))が考えられるO 系の性質を完全 にSPe-

cifyするE,tは十分大 きい 1の f,が必要で あるカ亨､

(α了 瓦)a.i,l西 +す qj.i.3･澗 + Puim j-1,.3･凋 - SJ･13･J
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なるGTeen函数 5,a.鞘 か ら導かれ る巨視的療理量をEを中心 とする巾Fで

Lorentz 平均したものに対しては. Pに応じて tteffectiveorderlen+･L

g馳''1(T3カ鳩 り- fi･(1>I,(i))の影響は無視し得るo振動数スペク トルを

Tなる振動数巾で平均化 したものは正に上a)ような量であるので､ Tによって

は比較的 shoTも TangeOTderがスペク トルの大勢をきめていることになる

この ことは与えられた fl･(i- 1の )と等しい flをもつ ように周期系のen-

sembleを作 り･その SPeCもru-Tnのer]Sembleaverag毎 として非周 期系の

スペク トルを近似し得る ことを示す｡実瞭I'-和/t32の場合 (Wは band巾)

8コの王政SSよりなるunit cellをもっ周期系の enSembleaveTageと.

して図に示す ように randoⅡiSyS七emのスペク トルがかな りよ(近似し得るこ

とが計算の結果知れる｡ この事実は非周期系の叡 り扱い上参考になると考えら

れる｡
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非周期鎖 (1000コのmaSS)

一一一一 周期鎖の集昂平均
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