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みが起 っている｡しかし,∂｣>0.003では α2は減少し始め,

規則性の強 くなる事がわか1る｡安定周期解-転移する前には

1〃スペク トルが見 られる｡

リヤブノフスペク トル Ii(i-1,-,N)4)は,引き込みが起

っていない時Ⅳ個の同じ値を持っが,引き込み効果の現われ

た時 (aA≪1,D>Dc),高次の リャプノフ数が減少する｡

aAが大きいほど スi>0となる成分の数は減少 し,有効次元

は小さくなる｡

本報告ではカオス-の引き込み現象にっいて数値計算の結

果を述べた｡クラスター数の変化や, リヤプノフスペク トル

との関係など理論的には不明な点が多い｡微分方程式系との

関連など,将来の研究に残 されている｡
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図3. リヤプ ノフスペ ク トル1･乙
L4-3.825,N-100)
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次式で与えられる2次元写像を考える1.)

x n.1-f(xn)+ftf(yn)-i(xn )i

yn.1-f(yn)+itf(xn)-f(yn)i
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藤坂博一,山田知司

ここでf-(1-e-α)/2,(α>0)0(-･)の項は結合項を表わす｡非結合系 戎 十1-f(33)はリ

アプノフ指数 1(>0)を持っカオスとしよう.系は特解として∵様解 (xn-yn-33)を持っが,

この解はa>吊こ対 して安定であり,｡<)では不安定となり1,),2)αを大きい方から次第に小さ

くしていくとαC(≡i)で軌道不安定と拡散型結合との競合による転移が存在することになる0

α<αCでの非一様状態の性質を調べる為に数値実験を行った｡fとしではlogisticparabolla

∫(α)-α∬(1-α)を用いた｡αの値 としては

(A)a-4, (i-ln2-0.693147･･･ )

ら(B)a-3.8,(i-0.432- )

をとり,パラメータαの値は(A)に対 して0.69,(B)に対

して0.43とった｡ン

(A)un≡(xn-yn)/2の典型的な時間変化を図1に示す.

図からわかるように unは二つの典型的なふるまいを示すO

-つは

rn ～- eJgnro, (p>o) (3)

(rn≡lunl)なる指数関数的に増大する領域｡他はrnが急

激に減衰する領域である｡理論的には

P =αC-α (4)

が期待されるが,これは数値的にも確かめられる.～γnk対

する定常確率分布P(r)の数値結果を図 2に示すが,広い

領域にわたり,指数関数則

p(r)∝eT肝
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Fig･2
(5)

K芸8×102が成立しているようである｡上述の(3)で特徴づけられる領域と急激な減少の存在

は一次元マップのtangentbifurcationに伴なう間欠性の特性 とよく似てお り,一次元マップ

-の還元の可能性があるかも知れない｡

(B)この場合は(A)と異なりrnは極端に間欠的な様相を示し,バース ト領域が不規則に出現

している,(図3)｡この間欠性は(A)の場合のそれと異なり,むしろ乱流の速度場のhigh-pass

filteringによって兄い出されるものと類似 している3.)確率分布p(r)は図4に示すように,き

れいなべキ則を示す｡
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p(r)∝ rrl十か (7-～0,07) (6)

このふるまいは前述の指数関数則 とは質的に異なる｡べキ則

の成立は何 らかの自己相似性の存在を示唆する｡図 3からわ

かるように,この相似性はバース トの相似性 と解釈すると都

合がよく,この観点でべキ則(6)を導びくことができる,4)(た

だし,理論的には7?-0).この型の間欠性は現在までの力学

系では兄いだされていなかった新 しい型の間欠性であるO

ではなぜ系のふるまいはαの値に敏感なのだろうか｡α-

4と3･8で何が異なるのか｡前述 したようにα-αtでの転移

は一様カオスでの軌道不安定と結合による一様化の凍合によ

って起るものである｡一般に局所的軌道不安定度 Inff′(x),

は場所xにより異なる為,一様カオスの軌道不安定性を規定

するには)の他に無限個の量が必要となる｡ところがa-4

の場合はlnけ′(α)lは∬に依存するにもかかわらず軌道不安

定性は1-個のみで完全に規定される｡これが(A)の場合rn

,05
≠
0

-.05

の増加は8-)-αなる一個の量で特徴づけられる理由であ -8

る｡ところがα-3.8の場合には無限個の軌道不安定度が必

要となる｡もし,rnの線型領域で

rn+1≡ ePzr n

｣ n 1000

Fig.3

r 4.101

tnr -14

+-.--～

-i E L

Fig･4

(7)

と書 くと,無限個のPl(正および負が存在 )が存在し,Plがたまたま正であれば rnは増加 し,

(バース トの発火 )plが負であれば減少 (バース トの鎮火 )する｡このように一様カオスでの

軌道不安定性 とバース トの関係はある程度関連づけられるが,どうしてそれが自己相似性を生

み出すのか｡これは簡単には答えられない問題のような気がする｡
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無限自由度をもつ結合カオス系の統計的性質に関しては,
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を見ていただきたい｡

転移モデルにおけるカオスによる拡散運動

鹿大 ･理 井上政義,藤坂博一

最近,カオスの研究が進み,カオス-のシナ リオはかな り明 らかになってきた℃ところで,

カオスをトータルに理解する為には,シナリオ等の"genesesofchaos"のみならず,カオス

の中味を問題とするttlogosofchaos"の研究が不可欠 である｡そこで我々はカオスの中味を

新しく導入されたsimilarityexponent1)(characteristicexponent)lqの方法で解析す る

ことを試みた｡

モデルとして次式で表わされる微分系を考える｡

='(i)ニーsin(27TX)+Fcos(a't)-T3, (1)

ここで右辺の第 1項は周期ポテンシャルによる力,第 2項は外力,第 3項は減衰を表わして

いる｡この式で表わされる系として(a)コヒー レン トに動 く部分を一つの粒子 とみなした転移

モデル,(b)超イオン伝導体,(C)Josephson接合,などがある｡

系の長時間の振舞を調べる為に, xとV(-妄)のス トロボ表示を採用する｡離散時間として

は0,T,2T,-･(T-2万/a･)をとるo trjを整数部 njと小数部 リ こ分けるo

xj- nj+fj, (2)

ここでnjtま粒子が入っているポテンシャルの谷の番号を表わしているOこれの運動方程式は

nj'1- nj +Aj , (3)

ここでAjFまjumpingnumberであるo q-ordersimilarityexponent付 ま1)

･q-吉j.i-wiln<exp(qnj,,･ (4)

系(1)は変換 4- -･A, Qこ対 して 対称であるから,今 の 場合 スーq-- lqである(但 しdrift

のある場合は除く)oまた一般にdスq/dq≧0という性質があるo qが小さいとき,

q̂-Dq+0(q3),
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