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を提供することを意味 している｡

文献

G.∫.Chaitin:Algorithmicinfわrmationtheory.IBM ∫.Res.Develop.21(1977)350-359.

A.N.Kolmogorov:Logicalbasisforinformationtheoryandprobabilitytheory,IEEETrams.Inform.

Theory IT-14(1968)662-664.

釜江哲朗 :確率 と論理にもとづくランダムネスの表現.数理科学267-9(1985)12-16.

SpatiotemporalChaos の特徴づけをめぐって

東大 ･教養 金 子 邦 彦

§1. 序

近年のchaosの研究は,自然現象の示す複雑さの解析-の第一歩といえる｡しかし,自由度

の大きい系では,それに固有な複雑さの起源があると思われる｡むろん,伝統的な統計力学は

大自由度系を扱 う有力な手法であろうが,乱流をはじめとした多くの系では,そ ういった方法

では扱えない現象が多くあると思われる｡ここでは,そのような複雑さを示す簡単なモデルを

呈示 し,それを定性 ･定量的に調べることにより,SpatiotemporalChaos研究-の道 を拓

くことを目指す｡

§2.モ デ ル

状態,時間,空間を離散ないし連続にするかで23通 りの力学系が考えられるが,ここでは,

状態のみ連続,時空間は離散のモデルとしてcoupledmaplattice(CML)を用いる1).利点

としては,力学系研究の成果に立脚 し,乱流現象を捉えられるということ,数値計算の容易さ

により,普遍的現象の予測をし易いということなど｡

モデルとしてはlocaldynamicsと,空間的 coupling項から発展する系であれば何でもよ

いが,ここでは主に

(I) -a.1(i)-(1-6)f(xn(i))･i tf(xn(乙十 1))+f(f(xn(i-1)))

を調べる. f(X)はlocaldynamicsで,以下ではlogisticmap :lx(1-x)ないし,

circlemap:x+asin27Tx+ C(mod 1)0nが時間, iが 1次元格子.
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｢カオスとその周辺｣

§ 5.現 象 学

主な現象を列挙する｡(a)-(d)が logistic,(e)がcirclemap｡

(a)period-doublingofkink-antikinksl:2)

詳細は論文に譲るが,倍周期化により出来る空間構造にも自己相似性が成 り立っことに注意

(図1)0

･i.2｡ 0･91

0.33

0.33
xi｡24 038

図 1:SpatialReturnMap:Coupledlogisticlattice

xn(i)vs.xn(i+1).スナ ップ ･シ ョット｡サイズ=65536･
b):a)の一部分の拡大. A-3.56995, 6-0.6
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(b) SpatialBifurcation2,3)

弱非線型領域では,空間的分化が起 り,

およそ周期 2,およそ4, ,chaosとい

った ドメインに分離する (図2)｡この

ことは,(1)kinkが不安定周期解を結ぶサ

ドルである (2) システム ･サイズによる

分岐現象 (図 3)で説明される｡

(C)パタンの選択とパタン競合間欠圃 5)

更に非線型性を増すと,図 2の ドメイン

が動き出せるようになり,結果として,適

当なサイズの ドメインを選び,安定な空間

的 ･時間的周期構造が実現する (拡散に

よるchaosの抑圧 )｡ここで,選択される

ドメインが 1つでない場合には,そのパタ

ン間に競合が起 り,これが間欠的バース ト

図2 Coupledlogisticlattice,xn(i)の重ね

書 き｡transienが減衰 したあと20ステ ッ

プをプロット｡

サイトによりおよその周期が変化している

A- 1十 ㌦口汚~, E - 2/3｡

を生じる(図4)｡この間欠性は, Pomeau-

Manneville型と違ってrobustであるのが特徴｡空間的フーリエ変換により, k-spaceで見

ると, k- klとk2でのピーク,間欠性によるブロー ド･バンド,更に発達乱流-の遷移がよ

く見られる (図5)0

この詳細な機構は現在解明中であるが,注目すべきは, k-klや k2のフーリエ ･モー ドの

時間発展に対 してのみ, 了 α一型のパワー ･スペクトルが出現すること｡

(d) ChaoticDiffusionofTurbulon5)

パタン選択の特殊な場合として, k-1/2つまりzig-zag構造が選ばれる場合を考える｡

この時,zig-zagの位相の異なる2種の ドメインが存在 しうるが,非線型性 を増すにっれ

(1) ドメインは静止 (凍結パタン)

(2) ドメインの境界が "粒子"的にブラウン運動をする｡ この時,zig-zagのパタンは準周

期的で,chaoticな振舞は,粒子の位置にのみ局在 ("Turbulon")(図 6)｡

(3) Turbulon,zig-zagパタ､ンともにchaoticに変化｡しかし,この2種のchaosは質を異

にする｡ここでもTurbulonはブラウン運動｡しかし注目すべきは(2)-(3)の転移で,

Turbulonの拡散係数が約 102倍増大すること｡

の変化が起る｡(2)ではTurbulonは自分自身のchaosにより拡散,(3)はパタンの方のchaos
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｢カオスとその周辺｣

レ､lJ

hIJ

1.,しこ1

L'.7>

J,lこ)

図 3:システム ･サイズによる分岐現象 (logistic)

xn(i)vs 乙 ｡ tranSientが消えたあとの32ステップe?重ね書き｡ i-3.57,
8-0･4 (a) 4周期 (b) 8周期 (C) 16周期 (d) カオス

システム ･サイズは (a) 4 (b) 8 回 16 (d) 64.

境界条件 :両端で不安定固定点に固定｡
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859.I

127

図 4 :濃淡コー ド化による時空パタン

16ステップごとに xn(i)を0･2から0.9の間で5段
階濃淡コー ド化｡ logistic｡

(a) i-3.83, 8 -0.5 (b) i-3.82, 6-0.3
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｢カオスとその周辺｣

lOO■O ZOO.O

kX 512 a)

一〇0.0 100.O

kX 512 C )

図5:空間的フ-T)ェ変換 S(k),

lOO●O ZOO.O

kX 512 b)

.o 10■.0 700.O

k=512 d)

loglSticlattice

サイズ=10240 transietが消えたあとの2000ステップの平均｡

S(k,-写･i;llXn(i,巧 20 6= ｡.3,サイズ= 1.24

(a)A- 1+ ～信 (b) A- 1十へ信す (C)i- 1+～/官オ
ス- 1十V官す
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図6:時空パタン｡ }- 1+ ～巧:す, 6- 0.1｡logistic
x(i)>0.25を黒, t27(i)<0.25を白でプロット｡TZ, n

も働 くため,拡散係数の大変化が生じるものと思われる｡

(e) ソリトン乱流2,4)

coupledcirclelatticeは,空間的Josephson結合 +外力の系に類似するが,この系で非線型

性を増すと,

一様 (kinkantikinkの対消滅 )-ソリトン乱流 (kiI止,antikirlkのchaoticな生成消滅 )-

発達乱流の遷移が生じる(図7)0

この他,セル ･オー トマタに類似する過渡的空間chaos2),流れのある系での下流-の倍周

期化,1)間欠性,Pomeau-Manneville型空間的間欠性1)等の現象も見出されている｡

§4.定量化へ向けて

紙数が既にオーヴァ-したので略記すると,(1)リアプノフ解析3)(2)流れつきリアプノフ

数3)(3)次元の概念の拡張6)(4)情報の流れ (5)時空エントロピー密度とその流れ7) (6)パ タン

の分布,パタン間の遷移行列5) (7)粗視化によるスケーリング解析5)等がおこなわれ,Spatio-

temporalChaosの定量的特徴づけ-と向っている｡
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｢カオスとその周辺｣

(C)

1270

(d)

図 7:CoupledCirdeLattice,SpatialDerivativeIxn(i)-xn(i+1)lを

(0,0.04)で 16段階濃淡 コー ド化｡ 4ステップごとにプロット｡

e-0.2, C-0.3 (a)a-0.2 (b)a-0.203 (504ステ ップから504+

128×4ステップまで ) (C)α-0.205 (a)α-0,207
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高次元ア トラクタを特徴づける試み (コメン ト)

京大･基研 池 田 研 介

北大 ･薬 松 本 健 司

Kuramoto-Sivashinskyモデル (以下KSモデル )及びそのmodifiedversionを試材として,

ア トラクターの位相空間内での諸性質 と波数空間で観測される.intermittencyの間に成立っ関

係を調べている｡その中間報告を行いたい｡

前回の講演でのべたように,遅延微分モデル (以下 DDモデル )の高次元ア トラクターは,

次の諸性質をもっている｡

(1) リアプノフスペク トルにおけるリアプノフ数の順序をiとする｡ i≧ ZLEなる iに対 し

て, リアプノフスペク トル とlinearfluctuationmode スペク トルが完全に一致するよ

うな 左 Eが存在する｡

(2) リアプノフ成分は リアプノフ数の対数に比例する｡換言すれば logscalさでみたアトラク

ターの概形は局所的な リアプノフ楕円の相似である｡

(1)(2)の性質から,次の性質が導かれる :

(3) リアプノフベク トル (完?n十1････-)(完 はn番 目リアブノフ数に対応 )で張 られた外

部分空間EXL-の状態ベク トル言-の射影jfnの統計的性質は n≧ ILEで特徴的変化を示TZ,

す｡即ちベク トル間の相関が急激に増大する｡

(4) (リアプノフエフ-リェ対応)リアプノフベクトルの順番をi,フ-リェモードの波数とすると,

iとkの間にはあるmappingk-f(i)が存在する｡ iが増大するとkも増大する.

従 って(3)の性質は(4)を通 して,波数空間での物理現象に反映される :

(5) (Intermittency)波数空間でのバンド(ノ､イ )パスフィルターを通 した時空パ ターンに

は次の性質がある :ある特徴的波数 kdが存在 して k>kdではバン ドパスパターンが間欠

的バース トにみえ,間欠性の度合は kに比例する｡この領域では臭った kでみられるバー

ス ト間に強い相関が存在する. kd-f(ZLE)である｡

まづKSモデルでも上記諸性質が満たされているか否かがテス トされた｡
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