
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

一次元カオスにおける臨界現象と
スケーリング則(強い相関をもつゆ
らぎの統計物理学,科研費研究会報
告)

吉田, 健

吉田, 健. 一次元カオスにおける臨界現象とスケーリング則(強い相関を
もつゆらぎの統計物理学,科研費研究会報告). 物性研究 1983, 40(5): 57-
63

1983-08-20

http://hdl.handle.net/2433/91107



一次元カオスlてあける臨界頚凍じスケ一･)ン7-一郎

九大柁 竜 田 使
Sl.ほじ8日く

包婦Jからそれも身への草魚り こすさ.ト ミよ'T生赦されい ;純 絹 牧 過嵐

丈n=f(xn_,)=r n(x｡) (n=1,2,3,･･･) (1)

の軸 ･婦へ振舞が:ミでの郵酷の珂象で3)さ｡ X｡,エー,X,,･･･t軌釦 呼Ju'. 1≦,tくP

で1州 (xo)≠x:｡, 子tP)(xQ)=X｡いり 亡き,F周期軌亀い･う.p-TIJ(1)の泉常幣
t如 し,字嫁† の威丸薫､t'ぁ5.

歳渦線の景大槌とひとつもっ写橡(輝 stic7"Odeり

恒 )=a･x:(1-I:), 丈∈J=【0,ll (o≦Q･≦り (2)

では,削W ,(-1り -a.t大きくしていくじ,7日 17-が句定見.I,2丹抑軌か 絹

朝軌逢.･･･と如 ,ていく一･km醐 緒化釦如呪 こも.1)2m-1閥 7トラり -すらブ

夙祁了トラり-への伽L.茸,とQ.巾t青く.T" 乏11.,a,-3,a,=1+JT. 教植え

験 t･･fiと0･C=k Q･n-3･56H阜HL･･･- a. acく α≦与では,r足りと咋 tiqL

さ(郎 月7トラリ ーが現われ5)… 領域叩 け lf, 7トラ71-tH 内のひとつの申

分広那 †く.碕 舶 晩婚 隻か… t),加 入が隻晩 Ltいさ.1),2)い ,･JL騨しくいう

t,a-与ではJの食区碑t'わi了トラり -が,A.と,トさくしていくと,ヱ他,り句,

8鳩,-p朝命色凧 .モ㈱ していく.:巾tバ●ンL'舟柾 と吟Jl(.之-tバ ン ド が ♭ 2･dバ'-/

ドへの細 長t-anと弛す.-a村の東棟か 上音い ac･:一敗下さ.丁度A･-瓦斯 でt‡,
2m鳩 OH('･Jr河も渡L)牽く楯軽妙 の先付もい が,バー･Jr内の過鹿 t= 才人でわ ･),

食体rしてやtit)か才人l<わう.尊徳 ,

矩)-盈÷叫臣叫 (3)

普 ;£悪 .Tnr還li警 ;;霊 莞 歳 叫 ," . ac… 触

:うして , い すqct秘 とT<t こ5

TIオスり字句7人抽気の何の絡みえでわも.

Fe･･aenbQ･u机 は,弼 線化か岐梢 tの… 入出称 ごおいて
a7n-aq-I

7M dba7Ill-a*
S=JJ･qz = 1.6'?･･･ (1)

TJ柁 敵 S の(3,洩 卵 での)槻 毛T,3㌦ I,-スベ7トレ欄 度.‥ りて
ヰ(7n)

中(mすり
-J42=骨塊泉数 くど)

七･.5日 -tJン再け3)i;とは か Tこ.4) :こで,千(叫 1日 がa禰t通那 さこ･.
iI:現われ52叫 か 准夢轍 山-27T(2kfl)/之7q(良-0,1,2′･･･,Zか'-7)戒Jglの乎Jg3篭叛
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でh 5･ FelBe- 班.の Tesc叫 毎 払r〆-2･go29･･･3)とほ い4㌦1号
]_u-::=====1+dl=牛.6争g･･･ (6)

とTSS.i)

B主nlTda,良.ltか目 礼鯛 tの綱 卜頓 す膏 娘相 赴いい - 7''･し-7't.i†.3

柵 ･.RkTle車数 と大きくしていくときZSぐ中 寺での醐 舶 奴 噛 如 机ていう･
桝 とは L･.bcho.be,鼓す練 も) .こよさこ い 与･女 ±o･1,p と∫ で3'リ,-;i鼻写-

確 り うヤ 郎 甚 l也 ､､.: の:い す-:橘 榔 プ綿 の官尊叱り糎 If頭目 - 一五.

こ;t■t盲,絡棚 .頒 蚤鴫 リ汲丸さ-柵 射断 熱翫 3L絢 い り,細 で才人 も

印 5制轡 ,<うり - のせ断 わT‥ tでの= 入句碑釦 野絹 し,i71大判 q" %･Yo草
根席も調 べさのが包的で3)).

§之.モチ心
くり 式 の子ヒしてテントを確

33日は 日

0..X ､1■nu
⊥
･4

く丈く
笥

0′＼
礼(卜 丈) (‡<_X ま1)

(oくQ.(.2) (7)

モ こ･)上げ主.= 制御J･ラり -ど,o く吐 く It'l巧 べTの軌 ･&朋 -0･{引 きキ t

I)机さ.別 凡庸化細 111.Y.･A-1It純且してt-5. 1く 札<.2では,如朝丘･〆あ さ,)､邑

肺rn,:付帯し‥ さ Y芝,.tの雌 t星 旦曇 壬生 の朗 とt食み ,長竹碑t'丸t77才

人t里中 . r鼠 J.-金川 い . この71Iス巾頒曳七非紺 勅如 珊 摘碑杖叫 の,:ヮ

一入ベ7いVt解和可･･戒 慈lこ来れi:い て5'で硯 べ 5. .Lh･, 東 tlL･V,t'- 卜根 絶

常連晩再 考朝風tもっ.51とで,ノ痛 風Y.id簿価 ､tつ､,tもヅしふ れ さ･

53.カオスの寸の親身蓬勤一祁璃碑舶 †耳の脅え

硝 浄収の蚤轍 巨滞在経年の色度)p川 はFTO♭e"･･us-PeTrOn OPeTdor クでの

即再植11･･属すふ朗 親敬であさ･.2)

X f(I)=F(x). (%)

m X,=J,dlF(VS(i,… )･ (9)

:の黙り (I)tは7て,埼碑胡糊 敬Ii

c(～≡(門 x)･丈)-くⅩ)2 (n-0,1,2.3,-･) (IO)

く門巾 )≡伊 x,叫 ,d司 ,L机 申 ,匝 (7''

と書l†さ.

り FeigenbM7㌔)･･判 とJt-4d/[2(1･./dl)r/2- ･̀57･･･ で3'げ,‥巾 描

(5戊 のヰ(7n)4.と･)方が遭うT-･d)ど, ヰ(d)t方丈のSう･ミ地 下iヒ(6)日 日 .

NQim beT音andRud¶iCk5'.3本it･･醸 し再 tw)t'●銅 桝 Jl=+･5g･･･と射 い5･

-58-



カ才人 -ヤt川 でてい んの井守え河瀬軒か 婚与っていもが, てのうう培えのり デの凧

郭軌射 て妾 宅すさと, 昨何期和鮎 如 澄勤欄 斗 t･･い け す五割称でうり -の烹†摘
t碑さ.†ンし和紀 I与SQJkouskiLの 浦舟

3トSL7ト汁･･+3朴5x2ト7･2ト1A2トト3x2xト与げト74 抑 2"ト-･十2nトト叶叶2H (ほ)

･tlT叫 う判珂バラメ,-a-の無恥 lP<14札であi. (12)で叶 Altk席は脚 亀 が舶 す
れ1.1醐 射乳も前柱しい -i:tと如 耳.a,tT ･ftいくt王,A;-b3,bs,』7,･･･

(2>』,〉♭,〉♭r･･･)でIか .tあり イ7●の 3,5,7,･･･舶 柵 連が, 絶 ってすべて の 3,

5,7,- 河瀬卸且〆消滅 しtゆき,3川上のすべ･てのす敏郎 拝軌且 が硝強い 且が新 刀の

･tt･Jド細 五百. Cわs.持場 lこ,2･̂ ,ヾンド小城亀で, op-♭" ,♭ns,局 ,･･.(在¶〉bm,

〉♭巾 〉bガ7〉-)で 3･2n,5,2で7,2T ･･･痢新和且が梢射 り 芝, 'td阜如 ､が

27nl,<吊り大嵐 へのか L蔓:-a,洲 で3)さ.制御′り リ ーが0,--a.,"( 7n - 0,-,2,-･.

-0-0-2), h K (7n- 0,1,2,･･･. K-3,3,1,･･･.♭叫-bK)与o梢 … ,r<とき,

鵡率亀度Y月賦風敏 郎 yobe- S-Vey7- oper止oTの柵 枇 ぺ7ト沌 即 の馴 l帥
範 b解い てlこ‡7て束3'')0･,絹珂秘 11ふ威枇 -rdbd7お のか 川 与. ttの

Fo"′ie,-L叫 Q･Le･奪頒であさ･り 一入べ1トレアtq,)もうけ夙 L.T蛸 で来れ.)れ5..1し

て い い かの埠か 七 一t.が入̂'1卜Vtて貴 い-ビー7t与え,71才入千の斬 連動t呈

示里 ミいてりi.1)･n

卵 ､賢.Q･cI-･阜郎 い<パ 舟馳五五九の東沖朝上で上直 のか耳 も円 い,臨号現像が見

奮,吋丸.{如 いて鞠 でH .'ヾ･/t･牌 五五･.払い 紙升舶 ･7,も I･･隻頚里 見

1醐 b叫 ,I((ド-3,5,7,･･･)上で計阜は 行して硯小川 i.

§与.テント根 の鴫キ現象

a-正｡-2 で11, f(I)--1,C(n)--く1/ll)En,o [ 言-comlded],?(W)=1/.2
[uMeユYTti.耳.Jわ与溝 も乱れ†こ水泡で3)i.一息のバンド舟軸急 け 瓦職=21/M

(H-2W, m-1,2･L,･･･)で,､t_̂ う 絹 鶏か 州ヾ 人月楓 の飽矩 ac-1I.'5" ･
'Iラメぎーい ●ヾa7W くq･i a7qnと壬,耳 †川 うM咽P,(.ンFが375妖艶 Ll, Jiラ

り -が oJ (-a7" く QJ (_-ob"_,)でゎ}M/2相 のバ'ンド林息 t瑚 秘抄 :粥良し,

yesc山 3毎 lor

o(｡(札)-

ほ
a_(a.t1)

a-1 と 叫 )-一計 (′3)

で30･ lJt(q'lが Fe･･3e"baum のC( I:ln bY･, ラ :ト項液 で.la→恥 の H

Id両 →若 (i-0,1･,はJf<r≦2噛 ) (14)

のH lて柵 車.こq柵 が:柏 のA,C吐くで の昔時 路 t･:W て､･沌 で5,i.8'■-
a77-I-d M

TM CP o.¶一久7M I

∫-1抑 -2 (/9)

で如 ･ Lo沖 C仰 delで tl 古刊 ･てフ･,て… )が射 止っ.i)
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)(-Ir命敵えii(a)鴇取現象
孔と下げて長和のバ･Jr付知息-o･1;了亨･二弦7'くt,ア(U)･てZhtて渦動故 山=打 のひ と

っの減衰根勧モIrが朝粥 t TS5.承黄泉駄 I- .=J-i(a-Jf)で与えうdt,CT加AL
slo- 3 downt示す･-q と過 ぎさここ れ は 鯛 ,sL咽 如 -r- 五･1)

2"-I,{ンドかb2,～.くンrの妹鞄 へ帝5 日 .i,膿勧敏がQ,-2¶(,-i)/2"-1 ( 3-
1,2,3,･･･,2+ 1)の21･佃 の郎呼 モードp<鯛乙的であり,､iの浪貴史杖 .- 1･･わ す

孤 _,=T./27H=(2/6 ,. ) (Q･--cL,～)であさ. 瓦 t過5㌧ と:巾らは浪青 -LLa渦

潮モード川 ･),軌 ･塙 を日 い†こh)- 2q()-1)/之"-7 (A--2,a,･･･,芝か1)の2叶 し7

梱相 湘モードt千 ㍍ か ･,r･Vか 軸受蓮如も患わず.9) :のり 1日 t,,:ンド介馳

At･iB!'51't lて巾 人の寸の親身tt紋憎的lり曽lい .(･ Lo31～十i- Model t'.= ここド
賦ふッビ･/十の弟iがらみ .,eC(0: 礼 )1'之が阜 … ,救樋官給で絹… )机て-a.m
臨卑見 ac強くの臨界現象S)

0.-瓦,.で祁珂硯教tt

c('L;すれ)- q.(n;aT桝)十 q.(A;aTn) (′り

亡者､†き.q｡は風軸嵐舟でG｡(TL十M;古,,)=Q.(n ;6,.). 了の,<ヮースべ7トレ

巧くtJ;-a.れ)Ii嬢勤敬,<u=ユT(1-1)/M (A 2,3,･･.,M)- :3tミ吉昭牡 のビー7号

示す.ら.('t;亙れ)は stocムojI.･C武舟td･tの"'ワースべ7トVR(U;Q･T¶ ) tt連線ス

べ1トVであま.

a-瓦k (k≦Tn)で刺 こ絹 期モーrtHS7 T･.2k~佃 の良舟のa-瓦か ･:3H T3

Tl(u;i.)での乎Ju卑見と車(k;-a.)と一三と,大きT3 ,nIこ汚 して

i=～,lB:..,{:oT.','El三薫 )ii.- (I;==:; (け)

中(k;瓦,A)

ヰ(k†1,'nTJ し-2Pt"=20.†C3･･. 〔文献 S] (‡-2) '‥′

引キ主. 引 一写様子p奇人の塘路日経 すさ絹叔 t･,ラントを漁でIH -1,103･･SナiC

7nOdeAt'JiZ=2T･3,i.即 根 付の食強度G｡to;6,.).こつ1-t l手

Q｡(0,･衣川) 年(I;-a_,.)
G｡(o;-Q･N..) 4日;孤.IJt≡! '(::!',辛) (,"

梢 .)立 .'. :のス丁一･)./7-糾Ii,a→acのtさ山-7Tのモーrb凍 り 一軌 てく 5

ここと示 してい う. 子バ 和製でIl(l官)'tらal'acqtH 年｡(o;A.)-(a-ac)2/1'

を舟ま.こdt東t'I‡

q.(o塙 )/q｡(o;瓦¶･)く (An2)-!2-巾 HH (･"

… 〇ゝ､う,,ヾワースベついVの食線度C(o川 )もこの鴻教則ド射 ･ 現 前 .C

*)言=2の絹針 t文献 5)､く巷すく孝男O,柳 Ibであさ.
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TnOddでIia.→acでq｡(o;A.)Iト 東伯 -:迫 7.'く.

StochasIJ･C良舟の今経度q,(o川T,") tてつ､-T I古

G.(o;良,～) wql

G.(o;氏.J 叫乙.i
[cLl(五m)]~2 (ち-1) (20)

i-2 (pd3･2375･･･)[丈触.o)] (7-え)

乞碑う.THごし,VTnI川場かi･(ンド小鳩の2裏年均 t'あさ. (ヱ0)｡う 0.→ac小とさ

r--1
IL

ニーHrnud●IO′t&

Y↑Sふ.

HubeyTnAn

a:acの鴎 のJi･キよlJ抱 く0, (苫ごり

const.A(い acr (い:2叫/A.S=(.5267･･･)[丈hi")](‡,2)
(2り

帥JRud刀.･ck7｡･:=吠 L/Apu7"U舶 ス･3軸 slJ･Cnodd･riTLr
a,⇒ actlt

ス三ス.(a-ac)T, て-如 /j竹J
y.日 . 千 ･,ト知 見でIi… ac で ス=Q/ac †こ■か与

てニー

1 (2--日

0.的 18･･･ (王ミ之)

(22)

(23)

号碑 i.

伽 ,ラント各級の縛か 鹿如 解析郎 蛸 ･l亡き主ものであt),)｡aiSlscnodd で 暮租

春希的押翰t救い綿激 tf音場 泉で57i.再売.-･禁色融.巧 ､･が,川 tH Wkovsk の

噂 が同じで3'い て.;Fも.千ント如鮎 路中綿 で0-7T･林斉逢勤が:･根 Jy,J役割

tして.-3が,'i机]‡杏TiLtい5オ奪え周期軌直のうう湯 も席卵 の海 - が凧胡之07軌

道でわい い欄糾 tl･ゝ こ芦 と川 五･線 ,t･Jog･･sl･･C7"odeAt･･もW-打のモーf･'

が音如 け 3H ことI岬違い小一と思われ3.-i,紬斬 旨払 子南港t'叫'" ･:阜rFフて

いi. I( 小淵鼻 は Q,;札C'こもけさ7トラり -小畑か 逢 い.ご由来しい ･ 与 .

SS.P牽強と'iの如)の指牌 象

一 ･/綿 ¶オス.くれ丁引払軒現象t輔 耳1才海気周期和-i捕 逸と山 irrd":,P･i確

細 -1Sxx-一 昔 x'sT',' (oくP ≦2, (ヱり

℃liI-iq,

十

′t

X

8
r

-l

Jl1--し
こ~ヽノ}ん′L

nM
去 (o≦xく㌢ )ーヽ~

(憲 ≦n_1) (0く枠 ,m:2,3;･･) (lS)昔X
p.巾 オス･･Lつりて ゑ朽乳首で0%,71珂丸 絹 ,'L･て晩斗･:′… 5･ や )は7くP≦之
t,(ユ5)は 1くP≦ 桝 で力J八･と呈すibで,,<ンド舟離 一丁放 り -LL･･

♪専攻絹 胡恥軌･Lフいて･1TikLhQJShLd-明･

2ト3ト叶 Sト.･･トN卜･ト1 (ヱ()

があて､t与D,判JGr,くうり -Pの郎 巧 ほ T臥列β叫(Pl:之>Pヱ>P,〉･･･)JBN〉･･･)Pc=l)
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上t'各島 ･･･f(I),C(n),P(U)bl'i†射 'ささ･ Psβ N-0で は,朋 すi5%嘲動 嵐 -ヤ

で観虹至､七線 く帝取乱 L､d争乱q鋼1恒 Nで如 .Nが大 き い とき, T'tw)liO くW≦T
I+～/2.鳩 のt'-7tもう,･tのうち 0く U まp-Pc,て3)さN(A-J5C)～--,Pn(J8-JBc)

梱 ou .-7がJ3･βCのYさのア(W)の青酸吋 J頼政 と叩 き. W=O丸 くの?(U)カ(一旦越

して ( ldlげ,郵丸首.ph'碍l:身舟lト , 5 こいてSi.

養液 (ユ5)t'､l‡, Pt下ti'T- ミP:j〝(上音ここ同じか)で ′mN-=咽 和動 消ヾ滅
71.:の､蔓.でヤ ー与t)†け),C(m),ア (W)が 盲†耳t･･日 .長 峰抑 パ†身 .亡3 5と,

p→pcの と き, 珊--2で･Tu=7T, m--3 で,川 : 2甘/3のど-7が耳施 して くさ･ こ

巾l与,頚濃 く25日 て あ いてtifn科卵斬旦メ)# i:'千番してt･うこY ･･･よきもdlであさ･

畠6.i;わt)に
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