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研究会報告

らしく〝なる｡

(実際,生態系をイメージしたモデル3),4),5)においては振動的なゆらぎは普通あり,ここで示

したものは,その中で最 も単純なものと考えられる｡ )

講演では,秩序変数の振舞いと平均場理論の比較,絶滅のおこり方のシステムサイズ依存性,

ゆらぎの各振動数成分の空間的広がりなどについて論 じた｡

1) 生物学においては,たとえば,Matsuda,Frog.Thoret.Phys･66(1981)1078･

松田博嗣 数理科学 1986･10月.

2) Grassberger,delaTorre,Ann.Phys.N.Y.122373･

3) 松尾和洋 国際情報研研究報告 16

統数研 ･研究会 1987.1月.

4) 佐藤和弘 統数研 ･研究会 1987.1月.

5) デュー ドニー* 日経サイエンス 1985.2月

(*コンピューター ･リクリエーションのコラム)

33.凝集現象に於ける巾分布 1)

神戸大 ･理学部 早川尚男,高安秀樹

不可逆的凝集過程に於ける幾何学的性質としてのクラスターのフラクダル性が世間の耳目を

集める様になって久 しいが,我々はその統計的性質に着目し,スケー リング則,巾乗別の成因

を探ってみた｡そこで得られた結論は平均場近似であるSmoluchowski方程式で記述される系に

於て定常的な粒子生成を伴 う場合には漸近的或いは臨界的でのクラスターの巾的サイズ分布を

兄い出したことにある｡この際得 られた表式は巾の指数が臨界現象の有無に拘らずユニバーサ

ルであり,拡散律速凝集 (D工｣A),反応律速凝集 (Rl｣A )の双方にも適用できる｡

一般に,凝集現象は粒子の生成或いは外界よりの注入と沈澱等の除去効果を伴っているので,

平均場近似の範囲でクラスターサイズk(k-mer)の濃度の時間発展は次の方程式で記述される.

○く⊃

ck- ÷ iPj=kKLjC乙C,- Ck∑KkjC,+ I k -RkCkノ= J
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｢パターン形成,その運動 と統計｣

ここでKijは i-mer,j-mer間の結合確率を表すO生成項 Zk, 除去項 Rktま各過飽和状

態や化学反応による核生成,重力による沈澱が具体的に考えられるo(1)式でKijは如何なる過

程に従って凝集するかに依存 して決定されるが何れの場合にも次の性質を持っ｡

Kij～ iP)'y (j ≫i)

.～ alK.
Kai,aj 乙,j (1=FE十 y)

そこで我々は(2)式の特性を失わない最 も簡単な場合として

Ki)--K(iPjy十 iyjp) (y≧ p )

Zk-Z∂kl ; Rk-0

(2)

(3)

を選び解析 してみた(K,Zは定数 ).実際にェアロゾル等の過飽和状態からの核生成では,

粒子の生成に伴 う過飽和の緩和は無視できるので(3)式の生成項は実情に合致している.Rk-0

と選んだのは,沈澱等の項が無視できる場合に凝集現象の特性が浮び上がってくると期待した

為である｡その意味で,(3)式は余り大きなクラスターには適用できない｡

先づ,我々は(1)式の定常解を求めてみた｡ n次のモーメントを

Mn≡宕knck

で定義する｡ここで母関数 fn(a)を導入する(a- 0で展開 )

fn(x)…∑kncLke-kx～Mn十 antran十 o(x2)k

(4)

(5)

但 し,x-0でfnは連続よりαn>0が成立する｡x-0でん(a)が正則であれば αn-1で

あることに注意して欲 しいO(1)式に(3)(4)を代入した式を元にして,e-kx をかけて kについて

和をとったものと,単にkについて和をとったものの差をとれば(5)より

o=Ka pay･.xαp+ay-Ix (6)

を得る｡従ってfn(a)の正則性は破れる｡このとき(5)の右辺第二項が 1eadingsingular となり,

fn(a)-anxαn⇔knck～

と言う公式を用いれば結局

ck= (

I(1-4α2)cos7Eα
47rK

I'(- n)
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研究会報告

を得る｡このとき(7)式の anの発散,クラスター総数の有限性,F関数の正則性よりIjL-レl<1,

lp十日<1 と云 う制限がっく｡ この領域で有限時間にはGelationが生じないことは知られて

お り定常状態の存在に対 し自己無撞着である｡

凝集現象で最 も普通に観測されるのは Brown運動をしながら凝集 を繰 り返す場合である｡
1 1

この時Kij･は (ilβ十jl/3)(芦 十 j3)に比例することが知られてお ｡,我々の用いた手法

を直接用いる (即ち(2)式の近似的性質を使 う必要がない｡ )ことが可能で

3

ck～ k2 (9)

を得る｡この結果は数値的に(1)式を解 くことで予想されていたが,初等的な解析によって初め

て確かめた｡一般の凝集過程では云うまでもなく,(2X3)式の近似によって凝集過程を指数p,

i/で特徴づけた近似的な漸近解を得ることになる｡

我々の方法は Gelationのある場合にも適用できる｡そのときの解は

(M1-I)(4α2-1)cos7Cα＼1/2
ck(i)= 47rK

となる｡この表式は〟 1≠∫,即ち

質量保存の破れたところで値をもつ

ので Post-gelationでの状態の解 と

なっている｡尚この場合,tp-i/l<1,

p十 L/>1, i/≦ 1の制限がっく｡

以上をまとめると,定常的に粒子

生成 を伴 う場合相転移の有無に拘ら

ずユニバーサルな巾分布が得られた

ことになる｡その表式は

Ck

3十LL十Z/
～ k 2

3m

である｡これは西川,高安の川のモ

デルヲ)及び早川,山本,高安による

) 1/2k 3'2'y (10,

1D O uC BI/LEfM A l′

図 得 られた解 をパラメータ空間で図示 したもの｡

四角形 AEDCが漸近的巾分布,△ABCは

Gelationによる巾分布に従う｡巾の指数は何■ヽ
れも(川式に従う｡0,MN,A,Bは従来得ら

れていた結果｡

1次元系でのシミュレーション(衝

撃波のモデル )3) の基礎付を与えるばかりでなく,宇宙塵や大気エアロゾルの経験的に知られ

た巾的サイズ分布の説明を与えることになる｡
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｢ー/1'ターン形成,そV)運動と統計｣

1) H.Hayakawa:submittedto∫.Phys.A.(LettertotheEditor).

2) H.TakayasuandI.Nishikawa:Proc.oflst.Int.Symp."ScienceonForm"(KTKSci.Publ.

1986)p.15.

3) H.Hayakawa,M.YamamotoandH.Takayasu:Prog.Theor.Phys.78,No.1(1987).

34. 蒸発する液滴のパターン形成 とパターン遷移

東京農工大 高 木 隆 司

電 通 大 安 達 健

要
ヒ二
日

室温中で蒸発を続けている液体窒素等の液化ガスの液滴には,自励振動が生じる｡特に,水

平面に投影した形については,周辺に数個の波を持つモー ドが現れ,蒸発によって液滴のサイ

ズが減少するにっれてモー ドが突然遷移することが知られている｡この自励振動に対して,マ

チュ-方程式に非線形項を加えたモデル方程式を提案し,その数値解を求めた｡結果は実験事

と定性的に一致 している｡

1. 導 入

蒸発という熱的な非平衡状態のもとで液滴が振動することは,日常 しばしば観察されるが,

学術雑誌に最初に報告されたのは1952のHolterらによる実験であろう1.)この実験では,加

熱 した水平な板の上に水滴をのせて,その振動の様子が撮影されたが,それ以上の定量的な測

定はなされていない｡筆者 らは,これと同様の実験を,液体窒素,液体酸素,液体アルゴン等

の液化ガスを用いて行い,振動の観察,および振動数の測定を行った≡)それによれば,液滴は

平均として円板状の形になり,円板の半径によってほぼ決った波の数 nを持っ基準振動が現れ

ること,蒸発によって半径が減少すると波の数の少ないモー ドに突然遷移することを示 した｡

(Fig.1,2) このとき,モー ド遷移の前後で振動数がほぼ一定に保たれる傾向があることも

わかった (Fig.2において,周期Tが約 0.04秒の周囲で上下していること).このような振

動現象の解析方法として,定常なサイズの液滴を仮定してその基準振動を求めることが,やは

り筆者らによって行われている3.)これは,非粘性流体の方程式,および表面張力を考慮した境
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