
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

分枝過程モデルによる1/f分布数列
の発生(ランダムなフラクタル・パ
ターンの成長機構と統計,研究会報
告)

小林, 隆幸

小林, 隆幸. 分枝過程モデルによる1/f分布数列の発生(ランダムなフラク
タル・パターンの成長機構と統計,研究会報告). 物性研究 1990, 54(1):
75-80

1990-04-20

http://hdl.handle.net/2433/93999



｢ランダムなフラクタル ･パターンの成長機構と親許｣

分枝過程モデルによる1〃分布数列の発生*

滋賀医科大学 物理教室 小 林 隆 幸

(1989年 5月 受付)

1〝雑音 (了は周波数)に関する理論は多数発表 されている(Pellegrini(1980,1981,1982),

Rammeletal.(1985),Furukawa(1986),Geiseletal.(1988))が,その大部分は 1〝 ス

ペク トルを十分に広い周波数帯域で再現できなかった り,余 りにも技巧的であ1'た りする.本

研究では,広い周波数帯域で 1〝スペク トルを持った数列を発生することのできるモデルを提

唱する.

パ ワースペク トル密度 (PSD)が 1/ノア(γ≧0)の形を-している場合,γが大きい程,事象間

の相関がいつまでも残る.相関のある事象を考える場合,原子炉中で連鎖反応によって生 まれ

る中性子,あるいは中性子検出器からの信号を考えると分か り易い.それぞれの中性子は独立

ではなく,連鎮反応を通 じて他の中性子 と相関を持っているので,中性子の数や検出器からの

信号の分布 もポアソン分布をしてはいないが,これ らの分布に関する統計は分枝過程モデルに

よってよく記述できることが分かっている(Kobayashi(1968)).そこで,分枝過程モデルを使っ

て互いに相関のある事象を多数発生させ,これから得 られる数列のスペク トルを計算してみる.

いま,粒子が吸収 されてなくなった り,分枝を起 こして増えるような体系を考える.体系中

にランダムに粒子を放出する源がある時,障刻 t-0にk個の粒子があったとして,時刻 i>0に

n個の粒子が存在する確率 Ph(n,i)は,Kobayashi(1988)より

(1) Ph(n,i)-蓋KT-I''･Q(oili=0

となる.ここで,KY1-I-'ぉよぴ Qとt''はそれぞれ,特刻 t-0に体系中に存在 しているk個の粒子,

および (0,i)間に粒子源から放出される粒子の寄与を示 していて,

(2) -Kr t''-nf♪(I,i)IK告 II-1'l=0
(2′) Kin-i-)-80.n1-

である.(2)式において ♪(∫,～)紘,特刻 ′-0に1個の粒子があった として,時刻 J>0に J個

の粒子が存在する確率である.9(l,i)と(1)式の Q(oll'は,粒子が 2個に分枝する過程 (binary

branching)の場合には厳密に計算でき,β-Ac/ん≠1(Ac,ん はそれぞれ吸収および分枝の割∫

令)の特は

8(1-e-at)I

(3) ♪(∫,g)-
p-e-aL

(β-1)2e~at
(lle-at)ト 1

(β- e~qL)L'l

本稿は.統計数理研究所 共同研究 (63-共会-51)における発表に基づくものである.
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(4) ()I.,!t'-ご
exp[S誓 1n

s旦二1+i- 1
a

β -'e - at

1-e-at
l β-e-at

(～-0)

Q {oE-り (i≧1)

となる.ここで,Sはランダムに粒子を放出する粒子源の強度で,a-Ac-Amである.一方,♂

-1の時は,

(3′) ♪(∫,∫)-

(4′)

(1十志 )-1

読 (1+志 )~L-I

expト f ln(1･̂ ml)]

(1+志 )llQ･oz-1, (i≧1)

である.

モンテカルロ法を使い,(1)式から体系中に存在する粒子数を次々と計算して時系列を発生さ

せた.この時,一番初めに体系中に存在する粒子数(N｡)を 10に固定した.また,粒子数を有

限の値に保つためにβ>1では S-αNoとし,β-1では S-0とした.β-1の時,S>0とす

ると,粒子数の平均値は時間と共に増大する.粒子数の時系列の PSDを図 1および2に示す.

図の中で増殖率〟はβの逆数を蓑 している.図から分かるように,〟-1の時はPSDは1/′2の

分布をする.〟<1の時は,高周波領域では 1/′2の変化をするが,周波数が小さくなると一定

値に近づ く.これは時間的に離れた粒子問の相関が,〟<1の場合には非常に弱いからである.

上に示すように,分枝過程が起こっている体系中での粒子数の時系列は 1/′2分布をし,1/∫
分布とはならなし?.これは,粒子数の時系列では事象問の相関が強いからである.それに対 し

て個々の事象が起こる時間間隔 (例えば,粒子検出の時間間隔)にはそれほど強い相関がない

であろうと予想される.この場合,個々の事象は物理的な時間間隔とは異なった連鎖に添 うパ

スを通 じて相関を持っているから,時間間隔が短い事象が,長いものと比べて必ずしも強い相

関を持っているとは限らない.そこで次に,体系中に粒子の検出器があると考え,粒子検出と

い う事象の時間間隔を計算する.

時刻 i-0にk個の粒子があ り, (0,i)問にml国の粒子が検出され,時刻 t>0にn個の粒

子が存在する確率 Pk(m ;n,i)の一般的な形を示すのは困難であるが,m-0の場合には(1)式

と同様な形で表すことができ,

(5) PA(0;n,i)-丑Kiop l''･RioI Z''i-0

となる(Kobayashi(1988)).ここで,粒子が2個に分枝する過程を考え,検出器が吸収型のも

のであるとすると
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â
!

)t!
t

a∝

2

3

4

1

一

L

A

0

0

0

0

1

｢⊥

I

1

10-三

X

X

J,,
4

Y

＼

Jt

/

＼

＼

Multiplication:1.00
A.a:0.01000
Efficiency:0.000

㌔㌔

㌔

100 101 102 1r)3

Frequency

図1. jL-1,んt-0.01の場合における存在する

粒子数か らなる時系列のPSD.点線 は

1〝2分布を表す.
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図 2.〟-0.9,αJ-0.01の場合におけ る存在す

る粒子数からなる時系列のPSD.点線は

1〃●2分布を表す.

exp[(仁1)St･旦まS･ln港 ]
S旦二1+i-1

α

1-e~et

pTEe-et

V･Rioti-i)

(i-0)

(i≧1)

であり,a,Q,Eは

O-A (C-i)2'4CE

材-i (β+1+ (β-1)2+4BE)

E-‡ 断 ト (β-1)2+4CE)

(E-AJ Ĉ)

である.上の式で,ん は粒子が検出される割合を示す.β〒̀1ならは,これらは

8-2Jf(Am), .甲-1+Jib, 6-1-ノ7

となる.一九 (5)式の K禁,n-Z')紘
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(7) K Loln-Z''-nib (0 ; I, i)･KLolln- E'J=0

(7′) K io,n~i'-80. n_,

と表 される.ここで､b(0;l,i)は,特刻 l-0に 1個の粒子があったとして (0,i)間に粒子が

検出されず,時刻 J>0に g値の粒子が存在する確率で,

37EV (I-0)

i)(0･,l,i)-
(クーE)2e-et
(グーEe-et)2

(∫-1)

V･b(0;l-1,i) (l≧2)

によって与えられる.Pk(0;n,i)が 1に非常に近い場合には,(1)式,(5)式から

(8) Pk(1;n,i)≒Pk(n,tト PA(0,･n,i)

と近似することができる.m≠0,1の時はPh(m;n,i)～0としてよい.

(1),(5),(8)式から次 々と続いた徴少な時間間隔での粒子検出の有無を計算し,これより粒

子検出の間隔からなる数列を作った.その際,粒子源の強 さSの扱いは前の計算と同じにした.
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図 3. fL-1,),nl-0.0015,E-1の場合における粒子検出の間隔からなる数列(a),
および図 1と同じ条件での時系列(b).
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図 4･p=1,んL-0,0015,E-1の場合(a),および/J-I,̂ mt-0.0002,E-1の場合(b)における

粒子検出の間隔からなる数列の PSD.×印で表した点は数列から計算したPSDで,◇印で

表 した点はそれからホワイ トノイズ成分を差 し引いたものである.点線は1/f分布を表す.
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図 5.fL-0.9,at-0.0003,E-1の場合(a),お よびFL-1,んi-0.003,E-0.5の場合(b)におけ

る粒子検出の間隔からなる数列のPSD.×印,◇印で表 した点の意味は図4と同じである.

点線は1〝分布を表す,
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数列の一部が図 3に粒子数の時系列 と比較 して示 されている.前者は後者に比べてより間欠的

であることが分かる.粒子検出間隔か らなる数列の PSDを図 4に示す.高周波領域で PSD
は一定値 (ホワイ トノイズ)に近づ く.そこで,PSDがほぼ一定になっている部分のスペクト

ル密度を平均 し,元の PSDから差し引いたものも図に示 してある.これから三桁以上の範囲に

わたって 1〝分布をしているのが分かる.図5には,高周波領域では 1〝 のように振 る舞 う

が,低周波領域では一定値に近づ く場合の例が示 してある.〃<1の場合∴一定値に近づ く理由

は粒子数の時系列の場合 と同様であろうが,JL-1,E<1の時にこの様なことが起こる理由は,

N.≠1であるために相関を持たない連鎖が体系中にい くつか存在 し,これによって粒子検県

の間隔に相関を持たないものが混 ざって くるためであろ うと思われる.e -1の時には粒子が

吸収 される事象をすべて見ているが,E<1の時にはそれ らの一部だけを見ているので,二つ

の並んだ粒子検出事象が異なった連董削こ属することが多 くなるのであろ う.

上のシ ミュレーションでは,存在 している多 くの粒子の中から検出される粒子のみに注 目す

ることによって,1/′スペク トルを持った数列を発生することがで きた.この場合,吸収型の

検出器を考えたが,分枝を起 こした時検出されるような式を組立て,上 と同様の計算をしても

同じような結果が得 られるものと予想 される.従って,1/fスペク トルを持つ現象は互いに桐

関関係を持った多 くの事象の中から特定の事象を一つ一つ観測 した時に見られる, と一般化す

ることができるであろ う.
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