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｢ソリトン系のダイナ ミックスとそれに関するカオスの問題｣

次に文献 4での結果は

(d) Toda方程式

逆散乱法で使 うFlaschka方程式を満す ?(n)(nは格子の番号)と相互作用戸田解 Vi(a)との

関係が

Vi(n)∝ a(n)Pi(n)Pi(n+1)

このa(n)は Flaschka方程式の係数｡

尚Vi(a), q'i(a)等の具体的な関数形は文献5に説明してあ ります｡

§3 むすび

さしあたり4種の方程式について説明 したが, このや り方は他の方程式-も適用可能であり,

順次発表予定です｡

又,以上は無限区間の話であるが,AKNS的な逆散乱法の使 えない周期的境界条件の時

にどうなるかは大変興味のある問題 である｡
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fn∂.∂J n-(∂+fn)(∂_f n)+f n.1fnll-fn2-0 (1)

fn- fn(x･ y), ∂+,∂_:独立な線形微分演算子と定義するo この

(1)式は

exp [- (u n - un-1)]- 1=-∂ +∂-1nfn

とお くと

8.∂_un- exp(LLn -un.1)- eXp(un_1- un)

となるから,戸田格子であることは明らかであろう｡

♂+-√- £ +J緩 , ∂--√- £一端

とするとき,metricを-α-β-1ととれば,xは時間,yは連続空間を表すことになるから

(1)は二次元戸田格子,α-β-11ととればx,yは連続空間を表わして(1)は三次元 static戸

田格子 となる｡

[1] (1)の円筒対称な場合

fn(i:･‡ fニト (fn,)2- [fn.1fn_.1 n2]-o

fn-fn(P)･p-
には,RecurrenceFomulae

㌃+瑠
2

fn-Pnfn.1+ qnfn-1,

fn'=rnfn.1+ snfn_1,

fn,-2 fn

(2)

に依って線形化 されるという土とを先の研究会で報告 した三)この線形化の為の整合条件は,

払n ≡ rn/Pn, un ≡ sn / qn , u,n ≡Pn/An- An/qn , An ≡ Pnsn-qn rn

とおくと

'ln wn'"･封 .nwn''･(% T ) -0,
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｢ソリトン系のダイナミックスとそれに関するカオスの問題｣

un - an 一 言 +β

vn -bn一号+ iβ β

J dPp'% p',

〟

Jdp'% lP ' ,

で与えられた Ref･1)(但 し,これは必要条件 )

ところで,整合条件のうちu,nを決める方程式(5)は

tL)n -
‰

gn+1

とお くと

gnlgn′･iyn′]-(yn,)2- lgn.tgn_了 gn2]- 0,

即ち戸田格子に他ならない･〟 この‰ を用いると

un- an/p+gn′/gn

vn-bn/p+gn'.1/gn.1

(6)

(7)

(2)

となるから,線形化の為の整合条件は(2)と(8),(9)である｡ 以上のことを言い換 ると多次元戸

田格子(2)の 1つの解 gnが与えられたとき, un･ un を(8),(9)として fnに対する線形方程式

とRecurrenceFormulaeはそれぞれ

fn"+(i-払n-un)fn′+(1.unun)fn-0,

± 1

fn-前 - 冗 (嘉 fn+驚 fn-1 ),

± 1

fn'-打 -打 (# 1unfn･1'色 土unfn-1)gn

及び

(10)

旧E

Bは

と与えられる｡そこで線形方程式皿 をといてその解 fnが(ll),(12)を満たせばfnは(2)の新たな

解である｡これはBacklund変換 (BT)に他ならない｡ (gnはBTによってfnを生成する｡)

例 :

i) gn-1から生成 される解は fn-Zn十α(p)(αは任意 )

即ち, gn-1 -聖二 fn-Zn.a(p)･
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∞

ii) g n - E n.α(p) 一望-fn-C' 6還 れgn十m2(p)･(C,Eは任意 )

iii)もL gn(p) ⊥ 竺 - fn(p) ならば

gn- Pkn+α gn(p) 一 望 -f～n-p kn+a f n (p)･ ( k ,αは任意 )
′ヽl′

iv)もL g n (p) 一 聖二 fn(p) ならば

gn- γn(～-I)expl-i- 2 p2]gn(p)
●∵

4

ll fn- γn(n-1)ex｡[一等 三p2]f n (,p) (γは任意 )･

′■ll′

[2]以上の結果を一般の場合に拡張する事を考える｡円筒対称の場合は線形方程式をといた

上ですべてのn に対 して RecurrenceFormulaeをcheckLなければならなかった.以下では,

ある特別な一点nでRecurrenceFormulaeを満たす様にしてといた線形方程式 のすべての

解は,すべて多次元戸田格子の解であることを示す.

RecurrenceFormulaeを

a.fn=Pnfn.1+qnfn

a_f n -1/Pnfn _,+rnfn

とお く･Pn･ qn,rnは多次元戸田格子(1)を線形化するように決めるものとする･線形化さ

れた方程式は

は

a+∂_fn- Pnrnfn.1+弟fn_1+(1･qnrn)f n
n

∂+∂_f n = r n ∂+fn +qna_f n + ( 1- qnrn)f n

(15)

(15)/

である.(13),(14)を微分して得られた線形方程式と(15)とが等価であるという条件から整合条件が

導かれるが,更に

Pn_1/Pn - 1- a.a_lngn

とおくと整合条件はgnに対する多次元戸田格子方程式 を与える･これは b豆cklund変換に他な

らない｡このとき線形化された方程式は
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｢ソリトン系のダイナ ミックスとそれに関するカオスの問題｣

∂.aJn- 1/Pn(a n +∂+lngn.1)fn_1-Pn(bn+8_lnyn)fn.1

1[1十 (an+∂+lngn+1)(bn+∂-1nPn)]fn-0 (∂-an-0, ∂+bn-0) (16)

と与えられる.

この方程式の解が多次元戸田格子の解 となる十分条件は以下の様にして決められる.即ち;

F+≡∂+fn-Pnfn+了 qnfnn

F n -… ∂ j n-pl f n - 1- rnf nn

と定義する｡RecurrenceFormulaeは Fi-0.n

(描,(18)の両辺を微分 して,線形化された方程式を用いると

8.FnII Fn_1㌧ rnfn'-0n

aF++PnFn+1 +qnFn -0-n

を得る･この二つの式は,もし, a-no<∞ に対 して

Fn｡+(t27,y)-0, Vx,y

ならば

Fn士 (x,y)-0, vn,x,y

であることを示 している.従って,(16)の解 のうち,ある一点でRecurrence Formulaeを満た

す様に決めてやったすべての解は任意のnにっいて RecurrenceFormulaeを満たすから,多

次元戸田格子の新たな解である.

Ref.1)斎藤,瀧滞,武野 :物性研究 45-1(1985-10)12.

SphericalBoussinesq Equationと

ClassicalBoussinesq Equationの関係

広大 ･工 広 田 良 吾

SphericalBoussinesq equation
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