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39. SpatiotemporalChaosの特徴づけに向って

東大教養 ･物理 金 子 邦 彦

§1. 序

自然現象,人工現象を問わず, "複雑 さ"という言葉で特徴づけられるものは枚挙にいとま

がない｡にもかかわらず,そのうちの多くのものは ｢汚ないデータ｣ として自然科学の対象外

とされてきた.ある意味で,近年のchaosの研究は,そのような ｢複雑さ｣-の解析-の第一

歩といえる｡しかし,低自由度起源のchaosで説明される複雑さが万能ではむろんなく,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｡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 ･定量的に調べあげ,｢spatiotemporalChaosの統

計力学｣ をつくることを目指す｡

応用 としては,流体のみならず,プラズマ,化学反応系,固体物理,光学等の広い分野で見

られる乱流現象やパタン形成に関連する諸問題を主に念頭に置いているが,将来の展望として

は,神経系に代表される生命現象でのネットワークのもつ複雑 さやコンピュータ設計*)等にも

関係 してくることを夢見ている｡

§2.モデル

*)大塚 ･池田による光非線形素子の結合系のダイナミクスは,この方向でも非常に興味深い｡

- 1 2 7 -



研究会報告

複雑さに関する物理学からのアプローチは統計力学の起源に遡る｡そこでは,主に,自由度

が大きいことに基き,ガウス分布が得られることによっている｡ (近年は,他の安定分布 (メ

レー ト分布等 )をも扱えるように発展されつつある｡)これに対 し,ここ何年かのchaosの研究

は,自由度が少数であっても非線型であれば,ス トカスティックに見える振舞を示 し,統計力

学がっくられることを明らかにした｡それにも増 して面白かった事に,乱流の発生近傍で拝,

少数 自由度系で予言された現象や法則が次々と検証されたのである｡ (例えば,(1)参照 )

しかし,このように少数 自由度系に系が引き込まれるという事はむしろ稀であり,多くの複

雑な系は自由度の大きいchaosとして捉えるべきであろう｡この方向のアプローチとしては,

はじめVonNeumannによって導入 され,近年S.Wolframらによって力学系的アプローチがされ

ているCellularAutomaton(CA)(2),crutchfield(3),Kapral(4),筆者〔3),(5ト (16)らによって

chaosの多体系を調べる目的で導入されたcoupledMapLattice(CML)などが挙げられる｡ むろ

ん,伝統的なモデルとして,偏微分方程式(pde),格子微分方程式 (I°e)も重要である｡これ

らのモデルは,時間,空間,状態の離散 (Discrete),連続 (continuous)の違いにより表 t

のようにまとめられる｡

表 Ⅰ

pde C C C

id令 C D C

cml C D D

C:Continuous

D:Discrete

このうち,pde,ldeは,特定の現象を与えられた時,そのモデル化として多 く使われるも

のであるが,数値計算上の不便さ,また力学系理論に基づ く普遍的現象予測の困難という欠点

をもつ｡これに対 し,cmlは具体的現象のモデル方程式としての結びつきとしては弱いが,数

値計算上の便利さ*),また,カオスを中心 とした低自由度力学系研究の成果に立脚 して乱流現

象を捉えうるというのが利点である｡一方,caは,計算機に最も適 し,情報理論的アプローチ

がや り易い反面,力学系理論が単純には使えないこと,moleculardynamicsの レベルまでお り

ないと物理現象との対応がっけられない等の欠点がある｡

この小論ではcmlについて,特にその現象論的側面を論 じよう｡ モデルとしては,localdy-

･)たとえば,大野らによるモデル(17)は,現在のコンピュータでは最高速のIsingModel(universalityclass内で)
のシミュレーションのようである｡
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｢パターン形成.そレり運動 と統計｣

na血csとcouplingtermによって発展する系であれば何でもよいのであるが,ここでは,主に,

(I) xn･1(i)- (卜 8)f(xn(a))+i ff(xn(i+1))+f(xn(a-1)))

川) xn.1(i)- (1- 6)f(xn(i))+ ef(xn(i-1))

の場合を論 じる｡ ここで,suffTIXnは離散時間, 乙は格子の番号 (1次元 ), Eはcouplingの

強さ｡f(x)はlocaldynamicsで,以下ではlogisticmaplx(1-a)ないし1-ax2*)或いは

circlemaptr十 asin27CX+C(modl)等を用いる｡ 日)はその結合の形から,chaosをうみ う

るような力学系が拡散型でつながっているもの (例えば,反応拡散系 )のモデル, 川)は,流

れがあって片側で形成された乱れが下流-増巾,伝播 していくようなもののモデル (例えば,

開水路での乱流現象 )である｡

ここでは扱わないが,空間が2, 3次元の場合,場の量Jがスカラーでない場合,ハ ミル ト

ン系型の場合-の拡張は容易である｡(ll)I(12)

ここで,logisticmaplx(1-tr)ない し1-ax2や circlemapを用いるのは,それらが低自

由度力学系の規範的モデルとして広 く研究され,それぞれ倍周期化 によるchaos発生, トーラ

ス- ロッキング-カオスの転移-のuniversalityclassを与えるもっとも単純で本質的なモデル

とされているからである｡

なお,ここでは都合によりlogisticmapに対 しf(.r)ニスx(1-3)と1-ax2が混ざって使

われているが,容易に分るように,両者は∬← (x一書 )/(i一書), i- 1+√手拓 の対

応で全く同じものになる｡ ちなみに, 1つのlogisticmapでの倍周期化によるchaosの発生はα｡

-1.4011-である｡

§5.現象学

cml研究で明らかにされた,大自由度散逸系の非線型現象を列挙 しよう｡その前に,簡単に

時空パタンの可視化について述べる｡ここでは以下のような手法を用いる｡

①xn(i)vs･iを多くの時間nについて重ね書きo

④縦軸-時間 n,横軸-空間 iとして, 2次元上にxn(i)の値をコー ド化 して,濃淡ないし色

でプロットする｡例えばxn(i)>1/3なら黒,-1/3<xn(i)<1/3なら灰色,xn(i)

<-1/3なら白等｡

④spatialDerivativePlot:上同様,時空 2次元上に,濃淡コー ド化を行なうが,xn(i)でなく,

lxnい +1)-xn(a)‖こ対 して行なう.空間的に非-様な部分 を特徴づけるのに便利｡
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研究会報告

④spatialReturnMap:低自由度カオスの時間的振舞の特徴づけにPoincaremapやLorenzplot

が用いられるが,空間的な複雑さの可視化の1つの方法として,xn(i)vs.xn(i+1)を

多くのnないし, iにわたってプロットしたもの｡特に空間的なkink構造などを抽出するの

に便利｡

このような手法の組み合せや拡張により時空パ タンを可視化するが,むろんマイコンなどで

実時間で見ていくのは有用である｡ では,現象を列挙 しよう｡

(a) period-doublingofkink-antikinks(5)(15)

localmapJ(α)が時間的に倍周期化ずるパラメタ領域では,空間的にも逐次に小さいkink

構造が生 じていく｡ (図 1)｡つまり倍周期化により,空間的にも乱れた状態が出現するの

である｡この際,空間的構造にも自己相似性が成立する｡つまり,高次のkinkと低次kinkは

スケール変換で一致する｡ この例として,SpatialReturnMapを図2に示す｡多くの曲線が

ユゝ)

033 xI1011 0J暮

図2:SaptialReturnMap:Coupled
logisticlattice･xn(a)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.

ス -3.56995,6-0.6.

- 1 30-

図3:Coupledlogisticlattice:xn(i)の重
ねがき.transientをけすため, n-1000
-1050をプロット｡〟-50.ランダム初

期条件.

a)a-1A5,6-0.i
b)a -lA9,6-0.3

∫(α)-1-α∬2.

各 ,々2周期,4周
期,8周期,chaos
の分岐に注意.



｢パターン形成,その運動 と統計｣

Sill lrl

la) ス-3.5,6-0.4

s如 127

1C) i-3.6',8-0.4

sib lZ7

1e) A-3.7,6-0.4

s11モ ]27

1b) A-3.57,6-0.4

S仙 I27

1d) i-3.65,8-0.4

silt I一7

1f) i-3.71, 8-0.4

図1:拡散型coupledlogisticlatticeの Space-amplitude

plot.xn(i)vs･乙･500ステップtransientをとり去
ったあと32ステップを重ね書 きした もの.

以下,ことわらない限り,周期的境界条件.

以下,図 10を除き,拡散型cml(1).

f(x)- lx(1-x).
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kinkに対応している｡拡大図(b)で明らかなように相似性が見られる｡ (これは, Feigenbaum

流のくりこみ群 18)の拡張により説明されよう)0

(b) spatialB汎lrCationr9)(15)

kinkにより,空間的非一様性があらわれ,場所により,およそ周期 2,およそ4,およそ8,

-,完全に乱れた状態 と分離する｡ (図 3)｡これは乱流のonsetで見られる現象で,非線型

性の増加とともに,このようなd｡main構造は逐次崩壊 していく｡*)

このような,空間的分岐現象は,(1)domainを分離 しているkinkは不安定周期解 を結ぶサ ド

ルになっていること(2)例えば,両端を固定端にしてシステムサイズ〃を変えると,サイズの変

化による分岐現象が生 じる (例えば,図 4参照 )ことによ り説明される｡

ユO siLC

o sLte 150 Site 6J

図4:システム ･サイズによる分岐現象 :Coupledlo畠istic

latticef(x)- 1x(1-x).xn(i)vs.i.transient
が消えたあとの32ステップの重ね書き. i-3.57,8

- 0.4 回 4周期 (b)8周期 (C)16周期 刷 カオス

システム ･サイズ〃は (a)4 (b)8 回 16 (a)64.

境界条件 :両端で不安定固定点に固定.

*)最近,アスペクト比の大きいBenird対流の実験でこのような空間分岐は見出されている. (佐野,佐藤,沢田 (私

信 ))
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｢パターン形成,その運動と統計｣

(C)パタン選択とTurbulonのBrown運動10)13)14)

(b)で空間分岐の起った状態は, ドメイン自体は固定されている｡更に非線型性 を増すとドメ

イン境界が動き始め,系は自らが好む大きさの ドメインを選択するようになる｡ここで, "好

む"というのは,その ドメイン内での運動が簡単な周期解の状態oつまり,標語的には, ｢藍

散がchaosを抑圧する"といえよう｡

この時,選ばれるパタンの波数はカップリング eとともに減少 していく｡ ドメインの大きさ

でいえば, 6-0.1では ドメイン･サイズ-1,つまり,zigzag型 の構造,6-0.3では, ド

メインサイズ3と4との競合がみ られる (図5)｡

･フ ｣ ､

マ:二:/ー ー /､

図5:パタン選択の例

Coupledlogisticlattice,∫(α)-
1-axZ. trn(i)の重ねがき.n-

-1000-1050.Random初期条件.

(a) a- 1.62,8-0.2.

(ドメインの大きさ2,3,4のパタン)

(b) a- 1.74,6-0.3.

(ドメインの大きさ2と3の選択 )

(b) (C) a- 1.69,6-0.4.

(ドメインの大きさ4の選択 )

(cl) chaoticDimlSionofTurbulon(13)

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, zigzagの位相の異なる2種の ドメインが存在 しうるが,非線型性を増すにつれ

(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, zigzag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 (HTurbulonM)0 (図 6)
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研究会報告

図6:TurbulonDynamics:Coupled

LogisticLattice(I),f(x)-1-axZ
(a) xn(a)の重ねがき :花-1000-

1050;a-1.81,6-0.1,N-

50,a-18と乙-44にTurbulon

が存在 している.

(b)時空 ダイアグラム :Coupledlogistic

lattice,a-1.85,8-0.1,N-

100,xn(a)>x*≡ノ1+4a-1
ならば■, それ以外では口.

図7:αを変 えた時のTurbulonの拡散係

数 の変化.CoupledLogistic

Lattice(Ⅰ),∫(α)-1-α∬2,
6-0.i,N-255.

<(In-zo)2>-2Dnによ り定義

されたD･ここで,Zn:nstepで

のTurbulonの位置.

< >-アンサンブル平均.

(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ト→(3)の転移で, Turbulonの拡

散係数のパラメタ依存が変化する(図7)0

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も働 く

ため,拡散係数の大変化が生 じるものと思われる｡

(4)更に非線型性が増すと, zigzagパタンは自発的に崩壊する｡このことは,高次元空間での

crisis現象 として理解される｡ここでの臨界現象は,たとえば antiferroorderparameterの

ようなものの導入により議論できる㌘*)

このパラメタ領域では, zigzagの崩壊は,相当の長距離の相関をもって起る｡そのためzig-

辛)このようにTurbulenceが局在して粒子的に動くのはやや意外であるが,流体実験,液晶実験等でそのようにみられる
のではないか?というものはある｡特に液晶のdefectの運動は熱的Brown運動でなくchaoticdiffusionなのでは

ないだろうか｡

**)§4(5)参照｡
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｢パターン形成,その運動と統計｣

zagの大きなクラスターが形成され うる｡定量的には,時空フー リエ変換よりえられるパ ワー

スペク トルP(k,aJ)について,

P(k,a')-O-α for k-1/2 (α- (1.3-1.8):パラメタによる)

のflickernoiseが生 じるO匪 ]:p(k,a)で丘≦言,では見られないo要するに,zigzag

パタンの運動のみに選択的にあらわれるa,~αとい う事｡直 垂 ]:多 くの臨界現象 と異な り,

ROBUSTである, i.e.,広いパラメタでみられる｡

(5) 発達乱流 :特別に選ばれたパタンはなくな り,滑らかなパ ワースペク トル S(k)～exp

(-k2),パタンの分布- exp(-const.×(パタンの大きさ ))等で特徴づけられる｡

(d) Spatiotemporallntermittency

(dl)パタン競合間欠性

先のパタン選択で, zigzag(k-1/2)より長い

波長が選ばれた場合を考えよう｡この場合は,(1)凍

結パタン-(2)パ タン競合間欠性-(3)発達乱流という

相変化が非線型性の増加とともに生 じる｡また,選

ばれるパタンの ドメイン･サイズが2種類 (図5参

照 )以上のこともある｡ (間欠性の時空パ タンは図

8を見よ )

上の変化は例えば空間的 フー リエ変換 をして,

k･spaceで見ることにより明確にわかる｡ 図 9に見

られるように,(a)k-1/6と1/8での鋭いピーク

⇒(b)それ らのピークとk～ 0からの広いバンドE>(d)

発達乱流型の遷移があらわれる｡(b)でのk～0のブ

ロー ド･バン ドが図8での間欠的バース トに対応 し

ている｡

このような間欠性においても,パワースペクトル

P(k,a･)を調べると,(cl)と同様に,P(kp,

a･)(kptま選ばれたパタンの波数 )においては*)

a'-α型の低周波 /イズがあらわれる.

I,き .i- -_., '指 頭

､ヽ.P.I一,.tt■■つ蔀こ.yl二一 t二lJ 1 = 真 姓■ ±
Lj占封 酎rIi_,.描

lI

O Site lZ7

図8: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019の間
で 5段階濃淡コード化,
coupledlogisticlattice:

f(x)-lx(1-a).
(a) i-3.83,6-0.5

(b) i-3.82,6-0.3

*)modeに対しselectiveにnickernoiseがでるというのは,脳波の解析などにもあらわれるのかもしれない｡
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また,このⅠntermittencyはPomeau-Manne-

Vil1e型と違 って,Robustである.*)

パタンの崩壊過程としてこのⅠntermittency

を眺めれば,やは りそのパ タンに対応 した

orderparameterをとり,その分布や臨界現

象を議論することができる㌘)

(d2)Pomeau-Manneville型(5)(6)

LocalMapf(∬)がPomeau-Manneville型の

間欠性 を示すようなパラメタの近傍でCotlPl･

edmaplatticeを考える｡すると,バース ト

をもつ領域とラミナ-な領域が図 10にみ ら

れるような幾何学的構造をつくる｡ この現象

は,(1)ラミナ一領域は刺激なしではそこに滞

まる(2)バース ト領域はある確率で他に伝播,

別な確率で自分はラミナ一に戻る,という確

率的セル ･オー トマタで説明しうる.***)っま

り,時空間での上の型のIntemittencyはdir-

ectedpercolationと密接に関連 していること

が示唆される｡臨界現象,クラスター分布等

も議論できる｡(6)

(e) ソリトン乱流(10)(15)

ー

【

】

図9:空間的フーリエ変換S(k),coup
led

logisticlattice.
/(α)-1-α∬2.サイズ-1024.trans
ietが消えたあ
との2000ステップの平均.

〟
S(k)=雲l具Xn
(j)e乙k'
l2
･

6-0.
3,サ
イズ-1024.

(a)α-1.75
(b)α-1.
8(C)α-1.
85
刷α-1.9.
前にも記したが,map1
-

ax
2とスx(1-a)は
変換で同じになる

が都合により両方が混ざっている｡
パラメタがaの時は前者.
変換はス-1

+ノ1+4a.f(a)-x十asin27TX+C とした,Coup-

1edcirclelatticeを考えてみよう｡このモデ

ルは,多振動子間の相互作用を考える上でも重要であるo(1)また,Josephsonjunctionのarray

(+外力 )やCDWを考える上でも意味がある｡

ここでは, 1つの主要な現象を挙げる｡上では,位相が格子の位置とともに27Cずれてい く

サイン･ゴル ドン型のキンクが存在する｡非線型性の増加 とともに,

一様状態 (Kink-antikinkの pair-annihilation)

*)今までの研究中のことによるとRobustなのは,自由度が大きいことと関係あるようである｡

**)§4(引参照O

***) "確率"はlocaldynamicsのdeterministicchaosに起因する｡
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一

(
i-lこ

D 16n 3(刀

(d)

ii i i i i i i i i i

勺く穏 1も てld yrl舟 ポ 句 t詩 く訂4<･
拙 め ユニ曳dd当】竺1-JdI

32n 300
(a)

図 10:*)

Spatiotemporalpatternsformodel(B)withtheinitialconditionx(i)=xl*(for

1<i≦N/2)andx(i)=x2*(forN/2<!'≦N).Seethetextforthemethodofvisuali-

zation.

(a) N=200ande=0.024. x16n(i)'sareplottedforO<n<300.

(b) Continuedfrom (a). x16n(i)'sareplottedfor300<n<600.

(C) N-200ande-0.0238.x32n(i)'sareplottedforO<n<300.

(d) N=100ande=0.025. x16n(i)'sareplottedforO<n<300.

(e) N=100ande=0.0236. x32n(i)'sareplottedforO<n<300.

coupledcirclelattice, 但 し,couplingはsin27TOのみ. (文献(6)参照 ).

SpatialDerivativePlot.

⇒ ソリトン乱流状態 (Kink-antikinkの衝突によ りchaotictransientが生 じた り,消滅 した り,

生成 した りする｡ この違いは衝突の際の位相差にsensitive)0

⇒発達乱流状態の転移が生 じる(図 11,12)0

仔)流れのある系での下流-の倍周期化,乱れの下流-の増巾, TurbulentSpot〔8)(16)

(aト(e)までは拡散型 (モデル t)での現象であったが,モデルⅠでは, 1方向の流れがある

ため,新 しい現象が生 じうる｡

特に,上流から下流に向うにつれ,周期 1- 2-4---と倍周期化 して下流で乱流に至る

(ないしは,周期 2nの状態でとまる )現象 (図 13)や,(C)で見られたようなTurbulonの下流

･)このようにきれいなパタンをつくるのはcifclemapの軌道がほとんどorderしていることによるものらしい｡logis-
ticのPomeau-Manneville型intermittencyでは上のような幾何学的′,Oタンはでない.
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(1 i

鰭 一′ 5g

図 11:CoupledCircleLattice,
(1).f(x)-3+asin27Cx+

C 4

(a)a-1.5/(27C),a-0.4,

6 -0.4,N-100,ランダム

初期条件.n-960+16×h

(A-1,2,-,20)のcos

(2打xn(a))をプロット.

(b)a-1.6/(27C), C>-0.4,6

-0.4,〟-100,ランダム初

期条件.n主800+16Xh(A

-1,2,･･･,20)のcos(27E

xn(i))をプロット.

0 Sik lZ7o siLe 127
C) d)

図12:CoupledCircleLattice,SpatialDerivativeIxn(a)
-xn(乙十1)E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.ランダム初期条件.

6-0.2, 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

(d)α-0.207 (a),(C),(d)は 0か ら128×4ステップま

で をプロット.

- の伝播*),乱 れや雑音 の下流 へ の選択的増 111****), Kinkに よる switchingに基 づ ぐ情報 伝

播 な どは, 開水 路 系で の乱 流現象 の理解 に新 しい方向 を与 え る と思 われ る**)0

(g) そ の他

この他, セル ･オー トマ トンに類似 してい る過 渡的 空間 chaos(15), thresholddynamics型 で

のパ ルス伝播 や準周期 的･modulation等 が調べ られてい る｡ また, 2次元, 3次元 で も同様 な現

象 は生 じる***)｡相転移型 の研究 としては,次元 に よる変化 も興 味深 い｡ ここでは, Coupling

*)開水路系の乱流でのTurbulentSpotと関連あり(?)
**)開水路系で多点測定をおこないスペクトル等を調べるのが望ましい｡

･**)パタン競合のintermittencyや Turbulon(2次元ではTurbulentString)のBrown運動など｡
****)特にある速度に対してのみ雑音が増巾L,,oタンをつくる現象は樹枝状結晶成長での推音増巾でのサイド･ブラン

チングと関係している｡(16),Deissler,Dee,Langer)
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o site V5

図 13:t2;a(i)vs.a,tranSieptが消えたあ
との32ステップの重ね書き｡川)

型のモデル,logisticlattic?.
f(a)-).T(1-a)

(a) A-3.56,8-0.5

(b) i-3.6, 6-0.5

(C) ス-3.75,6-0.5

境界条件は左 (i-0)で不安定固定点に

固定.

は拡散で平均化する場合を調べたが,couplingの非線型性が重要な場合,たとえば非線型格子

型のモデル (文献(12)の後着,及びその散逸版 )やNavier-Stokesに近い型のモデルもこれからの

面白い問題であろう｡

§4.定量化に向けて (アブス トラク トのみ)

未だ低自由度chaosに対する決定的な定量化理論をもたない現荏, spatiotemporal血aosの定

量的理論化を望むこと自体,無謀なことかもしれない｡にもかかわらず (個人的には,それ故

に ),いくつかの試みをおこなっている｡

(1) リアプノフ解析

リアプノフ･スペクトルは,ゆらぎの増Hl(縮少 )率のスペクトル,リアプノフ･ヴェクト

ルはそのゆらぎの固有モー ドである｡特にリアプノフ･ヴェクトルの局在 とAnderson局在との

関連,また,それと乱れの伝播 との関連が議論されている｡(9)

(2) 流れつきリアプノフ数 (Co-MovingLyapanovExponents)の導入と,それによる乱れの伝

播速度,選択的伝播の決定(9)(16)

(3) 力学系の次元の概念の拡張,次元密度の導入及びその測定法,更には熱力学的定式化(10)
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(4) 情報の流れ,特にある速度での選択的情報の流れの,流れつき相互情報量 (Comif)による

測定(9)

(5) パタン分布,パタン遷移,エントロピー

適当にdigital化 してパタンを定義する｡たとえば,下のように2進で,xの値があるthres-

hold搬 E$ 01010111000010101より大きいか否かでコー ドする.もし,

(0,1)対称性があれば,このパタンの記述 として,同じsymbol(0or1)が nケ続いてい

る割合p(n)をとることができるo(C),(d)で見たパタン選択,間欠性ではP(np)にピークが

生 じる｡ (zigzagであればp(1)-1他はP(n)-0)｡この意味でP(k)をOrderparameter

として用いられる｡

これはstaticな性質｡dynamicalな性質は,ある1atticesiteがクラスターサイズkにある時

間で属 していた場合に,(1)77Lステップ後までそのクラスターが安定に存在する確率(2)あるステ

ップ後に別のクラスター (サイズ) )に遷移する遷移確率P(k- ))で調べることができる｡

1つ注目すべきは,パタン競合間欠性や zigzagの崩壊状態においては,クラスターの寿命の

分布がべキに従 う(N~P;1<Pく2)こと｡これはパタンのa'~a型スペクトルと関連する｡

パタン分布,その遷移マ トリクスからェントロピーを調べることもできる｡

(6)パワースペクトル 特にモー ドによって選択的にaJ~αスペクトルの出る現象の解析｡

(7) 時空間エントロピー,熱力学的定式化〔21) (特に,密度,流れの形による定式化 )

(8)粗視化によるスケー リング解析,windowの導入によるスケー リング :例えば系の一部 を

とり出 し(サイズ〟 ),その中でのパワースペクトルが〟とともにどう変るかを調べる｡特に

a7-α型のスペクトルをもつような場合に有用である｡この他,実空間くりこみ群的なアプロー

チも可能かもしれない｡

(9) 相似性や臨界現象的スケー リング則

力学系理論の成果,特にperiod-doubling,crisis,torusの崩壊の応用 として｡

(10) この他, spatialderivativeの分布, cdscadeprocessの抽出, dataからの再構成,ア トラク

ターの個数とbasinの構造,雑音や外力に対する応答理論 (特にリアプ ノフ解析 と関連 して )

等の定量的理論化が待たれる｡

このような方向で,果 して ≠複雑さ"というもの-の道が拓かれるのかは今もって不明であ

る｡ "乱流" といった,生命や社会と較べ,はるかに単純なものです ら,以上の諸量を調べて

も,明瞭に分ったとはとてもいえない｡あるいは, "複雑さ"というのは, ｢ミカ ドの肖像｣
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(猪瀬直樹 )で呈示された ｢群盲象 を撫でる｣型理解ないし, ｢江戸の想像力｣(田中優子 )

に現われるような俳譜型 リゾーム的理解 しかあ りえないのかもしれない｡

一部,各大プラズマ研共同利用,統計数理研共同利用,科研費奨励研究の援助を受けていま

す｡また,∫.P.Crutchfield(Berkeley),∫.D.Farmer,G.Mayer-Kress,RJ.Deissler

(LosAlamos),池田研介 (基研 ),佐野雅己 (東北大通研 ),武末真二,伊庭幸人,小西

哲郎 (東大教養 )の各氏には討論,コメントについて感謝いたします｡
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40. OscillatorLattice上のパターン形成

京大 ･理 坂 口 英 継

近接相互作用をおよぼ しあうリミットサイクル振動子の集団のモデルとして次の方程式系を

調べている｡

d¢乙 ､ ､

宕 =a,了 K∑ isin(¢了 ¢,+αト sinα)
ノ

i-1,2,-･N K>0,0≦α<号

¢乙は i番目の振動子の位相,a,乙は各振動子が独立に振動 している時の振動数0第二項が相互

作用を表わしている｡相互作用は引力的なので,位相をそろえようとする傾向がある｡α>0

の場合は位相差があると,振動数が高まる｡W乙-0, α-0は絶対 0度のXYスピン系に相当

する｡

この系にはB-Z反応などでみられているようなパターンが生 じる｡2次元正方格子,3次

元立方格子上でシミュレーションを行なった結果のいくつかを示す｡中心にある4つの振動子

の自然振動のみ他より高くして,-様な状態から時間発展させて生 じたパターンが図 1である｡
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