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研究会報告

GlobalSpectral StructuresofType Ⅲ IntermittentChaos

九大 ･理 岡本寿夫,森 ′肇,黒木昌一

§1.htroduction

散逸系の周期運動から発生するカオスのひとつに間欠的カオスがあり,1) 実験的にも流体の

熱対流,2)非線形電気回路 3)や化学反応系4)などにおいて観測されている｡また,その理論的研

究 も行なわれてお り,最近,一次元写像を援用して間欠的カオスのパワースペクトルを統計的

に解析する手法が開発され,5-10)特に,typeIの間欠的カオスのパワースペク トルの理論的

解析において成功をおさめた｡6~10)

ここでは,Dubois等2)によるシリコン油の熱対流の実験で対流層内の温度勾配の時系列が

示す typeⅢ の間欠的カオスの解析に森等の統計理論6~10)を適用 した結果について報告する｡

§2.Dubois-Rubio-Bergeの実験

Dubois等2)はシリコン油 (Prandtl数 -38)の熱対流の実験をアスペクト比が㌔ -2,

Il- 1の長方形セルで行ない,対流層内の温度勾配VzTの時間変化を観測 した.Rayleighy

数 Rが377<R/Rcく 416･7(Rcは対流発生の臨界値 )のとき ▽zT は安定な周期 1の振動

を示すが, R/Rc≧′416･7のとき図1のような間欠的カオスを示 した｡即ち,ラミナ-な部分

の振動が周期倍化を起してお り,しかも,振動は不安定である｡その振幅の変調は時間と共に

増大して,やがて,バース トが起る｡これが逆周期倍化分岐である｡1,2,7) 図 1の振動の振幅

tx S iを順次プロットすることにより次の一次元写像を得る｡

3
xs十1-f(xs)ニー (1+6)xs-axs,

これは typeⅢ の間欠的カオスに他なら

ない01,2)Dubois等は却Rc-420･4 の

場合に図 1の高い方の極大値 (○印 )のみ

を順次プロットすることにより,次の写像

を実験的に得た｡2)

†J- - 回- ｣ l

lt鞘 " i,鞘 .LT r▲,A,

(1)

図 1.Duboisetal.2)の実験結果の模式図｡

R/Rc～>416･7｡ 逆周期倍化分岐発生後の熱

対流層内の温度勾配 ▽zTの時間変化｡
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39.2-f2(xs)-(1+26)x s +2㌔3,(a-1)o

更に,分岐パ ラメタの値として 8-0.098を得た｡

｢カオスとその周辺｣

(2)

§3･ 連続近似とTnの分布

(2)は連続近似 1,2,6~10)を行なうと, ∬∫ は微分方程式の解として近似的に次のように求まるo

xs2/(382+e)-J(xo)eS/TC, (3)

ただし, J(tr)… x2/(x2十 e),丁e≡l/26 は特性時間であり, xoはラミナ-な運動の

振幅の初期値である｡初期値 ∬｡は 0≦∬｡≦∬R の範囲に限られるとし,また, ∬∫ がある

しきい値 xB を越えるとバース トが起るものとするoこのとき,n番目のラミナ一区間の継続

時間 Tnは(3)で ∫- Tn,xs- a, とおいて得られるo

･n - Tc ln tJ (xB)/I(x o )i o
(4)

さらに, Tn(n-1,2,･･･)の最小値を TR とすれば,(3)を使ってJ(xB)-I(xR)ekp(TR/Tc)

となる｡

初期値 x｡が区間 〔0,xR〕で一様に分布すると仮定すれば, ラミナ-状態-の再投入確率

密度はP(xo)-1/xR となる｡このとき, n番目のラミナ一区間の継続時間が Tnである確

率密度 W (Tn)は

W(Tn)-P(x｡)ldx｡/dTnI

w o e-(Tn -TR)/2Tc

2Tc 〔1- Re-(Tn-TR)/Tc〕3/2 '

(5)

で与えられる｡ただし,W.≡ √丁二百 , JR≡J(xR)であるoまた, Tn>tであるような

積算確率N(i)は

1>こI

N(i)- J dTnW(Tn)-t

となる｡

woe-(t一丁R)/2Tc

〔1lJRe-(いTR)/Tc〕1/2
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§4. パワースペクトルの統計理論

森等 6~10)は間欠的カオスのパ ワースペク トルはラミナ一区間の長さ tTn),区間内での振

幅変化 (∬∫)及びバース トの前後での位相の飛び (打 の特性関数を使って表わされること

を示 したo Tnの特性関数 U(a,)は次式で与えられる｡

U(a,)…く exp(- iwTn)>-exp〔-i也)T(a,)- r(a,)〕
00

-I dTnW(Tn)exp仁 ia,Tn)0
TR

(7)

このとき,パワースペク トル S(a,‖まT(a,), γ(a),および tfn)の特性指数 E(a,),符2(a,),

振幅変調 txsiのスペクトルB(Q')を使って表わされ,しかも,次の 3つの項の和で与えられる.

S(a))- sp(a))+pspA(a))+p2sA(a))O (8)

ただし, Spは位相の飛びによる寄与, SAは振幅変調からの寄与,及び SpAはこれら両者の

クロスした項である｡また,pは振幅変調の強さを表わすスケール因子である｡ E→ 0のとき,

1≪aJTc≪1/W02のところで次の漸近形が得 られるo

wT(a,-γ(a)-k･W.･(wTc)1/2,

S(a))=
p2sA(a)-0(8)(e Tc)-1/2,O-普 +忠 ,

sp(a)=o(1) (公Tc)~3/2,W-W｡+公 ｡

(9)

(10)

図 2,tま古-lo一l,10-3及び 10-6の各場合について(8)で計算 したパワースペクトル p2sA(a))

を示 したものである. 6 -10-1 ではほぼ等間隔に並んだピーク列 となる｡ これは振幅変調

txsiの相関々数が Tn の平均値言の周期 をもって振動することに起因するもので, ピーク列

の間隔はほぼ 27C/了 である｡ Eを小さくするにつれてピーク列の強度は減少する｡ 6-10~3

の附近でピーク列は消失 し, a'=0のピークのみが支配的となる｡更に, 6を小さくすると

S(a)tま1/wl/2に漸近 し(10)に一致するo図 3には 5p(a)の振舞が示 してあり, 6- 0の

とき, 1/α3/2 に漸近する｡

一般に, Tnの分布の幅 Oが Tn の平均値 石 こ比 して 6/7之1のとき, ピーク構造は消失す

ると予想される｡実際に, 6-loll, 10~3及び 10~4のとき, a/7-0.31, 1.91及び 3.53

となるoただし, TR-22･2分としたoまた, 6- 0での漸近形は G/T∝ 6-1/4であるo
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｢カオスとその周辺｣

図2 a'- Q'o/2近傍でのパワースペクトルo

s(a･)〔= p2sA(a･)〕vs･ a"C/2打の

log-logプロット0 8-lo一l,10-3,

㌔

0
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1
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IO
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10一之

10-1 1 之 4 10

図3 a'- a'o 近傍でのパワースペクトルo

S(a')〔= Sp(a')〕vs. 伽 Tc/27Eの

log-logプロット. 6-lo一l,1013,

10-6
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