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研究会報告

Schumacher方程式から得 られる分岐図

小島 時彦 (筑波大物工) 井戸川 徹 (埼玉工大)

1.はじめに

音孔を全て閉じたタラリネtiトを人工吹鳴する実験については既に報告 してきた 【1日21.莱

験結果は以下のように要約される｡

(a)人工の唇がマウスピースをくわえる深さ及び強さ (以後､lipadjustmentとする)を固定

した状態で吹鳴圧力 P.を広い範囲で上昇､下降させるときD3音または通常 リー ドミスと呼

ばれる高音を放射す る周期的振動に加えて複雑な非周期媒動が励起される.

(b)lipadjustmentが一定に保たれていても与えられた吹鳴圧力で二つ以上の振動状態が励起

される場合がある.励起 される授動状態は吹鳴圧力を変化させる直前の振動状態に依存する｡

Schumacher[3]はクラリネットの発音機構を記述する非線形連立徴積分方程式を提案 し､運

指にしたがって周期的振動解､multiphonic振動解が得 られることを示 した.これ らの振動解を

求めるに際 して特性インピーダンス Z｡は円柱気柱部分の断面積から求められた値 (Zo-2･31

×106kg/m4S)を用いている.また､式中に現れる反射関数 r(i)にマウスピース部分での短い

roundtriptimeの反射波は考慮していない.

本報告では前述の Schumacher方程式の頼動解が､特性インピーダンス Z.､吹鳴圧力 Po

の値によってどのように影響されるかについて検討する｡Schumacher方程式の解析を通 じて

実験で得 られた結果を解明することが目的である｡

2節で Schuma.cher方程式について簡単に述べる.3節では計算方法 と結果について示す｡

4節で考察を行い､5節で結論を述べる.

2.Schumacher方程式

Schumacher方程式は以下の式 (1)-(5)の非線形連立徴積分方程式から成 る｡ 式中に含ま

れる変数 とパラメータを表 1にまとめて示す｡

蓋+9,i+LJ.2(x-x｡)-
p-Po lp U2

FL 2wI(tanO)FLS,
(=

式 (1)はリー ドの運動方程式であり､2階微分方程式で与えられている｡我々は過去に行った実

験 と比較 しやすいようにリー ド開口 x(i)を用いて表した｡右辺第 2項はベルヌーイカを表す｡

MeUf-Pd-p-
lU Jl3/2Ison(U/)

A 3/2:r2

Me(I)- £ J;(1+21n(筈))
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｢音響系 ｡光学系におけるカオス｣

表 1:Schumacher方程式中に現れる変数 とパラメータ

記号 物理量 記号 物理量 値

p(i) マウスピース内音圧変化 〟 リー ドの質量/面積 0.0231kg/m2

項) リー ド開口 ST リー ドの実効面積 1.46×10-4m2

UJ(i) ス-リツトを通過する音響流れ LL70 リー ドの共振周波数 23250S-1

U(i) 通過する空気の全体積流量 gr リー ドの減衰定数 3000S-1

Me(I) 通過する空気の等価質量 Xo 静止時 リー ド開口 0.9mm

r( i ) 反射関数 W スリット幅 14.0.mm

Zo 特性インピーダンス (kg/m4S) A 流れに関する定数 0.0797rrksunits

式 (2)はスリットを通過 して気柱に流入する空気の運動方程式であ り､音響流れ UJ(i)を用い

て記述されている｡Schumacher方程式の非線形性はこゐ式からもたらされる.Me(I)はスリッ

トを通過する空気の等価質量であ り､式 (3)で与えられる｡

気柱に流入する空気の全体積流量 U(i)は U/(i)とリー ドが振動す ることにより生ずる流れ

の和で与えられる｡

U-UJ-S,i (4)

マウスt='-ス内音圧変化 p(i)は U(i)とZoの積により生 じる圧力 と反射関数 r(i)を用いて計

算される反射波の圧力 との和で与えられている.

p-zoU･/.∞r(t'-)･(ZOU(i-i/)･p(iIi'))di/ (5)

3.計算方法 と結果

吹鳴圧力を時刻 i-0で 0からPoにステップ状に変化させたときの式 (1)-(5)の解を計

算する｡Zo,Poを除 くパラメータは 【3]にある値をそのまま用いた.式 (1)の右辺第 2項のベ

ルヌーイカは簡単のため無視 した｡実際の計算にあたっては式 (1),(2),(4)の微分方程式を以

下の台形則を使用 した差分方程式に置き換えた｡

yi.1-yi･喜･(I(ii,yi)+I(ti.1,yi.1)) (6)

この方法によればサンプリング周期 isを 0.01ms以下 とするとき tsによる解の変化はほとん

ど認められなかった.それに反 して [3]の論文の付録に示されている計算アルゴリズム (後退

型オイラ一法)
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yi+1-yi+ts･I(ii+1,yi+1) (7)

ではさらに iSを小 さくしても解には誤菱が存在 した.

本報告では is-0.01msとして計算を行った.初期条件は t<0で x(i)- xomm,Uf(i)-

Om3/S,p(i)-ON/m2 としたoまた､ リー ド横動位置はマウスピースにより制約を受けるの

で x(i)<0mm となることはない｡ この状態になったときは x(i)-0mm,UJ(i)-Om3/Sと

した｡

解の性質を把握 しやす くし､しかも計算時間を節約するために反射関数 r(i)は簡単な Gauss

関数

r(i)-(Od｡X,{_h(H R,2} Ft;3', (8)

を用いた [4].ここで d,hはそれぞれ Gauss関数の谷の深さ､半値幅により決まる定数で杏

る｡iRは r(i)の谷の最深部が現れるまでの時間であ りroundtriptimeである. 本報告では半

値幅が 0･2msとなるように hを決定 した｡ この数値は内径 1415mm の円筒管の r(+)のそれに

近い.また､dは以下の積分

/.∞r(i)di-
Zo.-Zo

Z oo + Z ｡

㍍ -0.98 (9)

妄満たすように決定 した｡表 1に示 したように Z｡.-00.1Z｡としたので 式 (9)の積分値は約

-0･98となる｡式 (8)で in-015msとしたときの r(i)を 図 1に示すotRをこれ以上短 くと

るとr(i)は i-0で滑 らかでな くなる.

この r(i)を用いて Zoを三種類の値 (Z0-2131,5.00,7.50×106kg/m4S)で一定にして

Poを変化させた場合､逆に Poを三種類の値 (R0-4.50,7.00,10,00×103N/m2)で一定に

して Zoを変化させた場合に得 られた計算結果を以下に示す｡ P.を t

-5000

0 TIME (ms) 10

図 1:反射関数 r(i)tR-0.5ms.
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｢音響系 ･光学系におけるカオス｣

させた後､0≦i_<1500msの間で ts-0.01ms毎に式 (1)-(5)を計算 した.初期 transientが

過ぎた後の 1000≦t≦1500msに計算された時系列から波形のサンプル値

(pn,Ujn,Xn)≡(p(nis),Uf(nis),I(nis)) (n-1,2,3,- ,N)

が得 られる｡ ここで N-50001である｡

横軸に P.あるいは Zoをとり縦軸に x(i)波形データの極大値

(xm) (m-1,2,3,..I,M)

(10 )

(l l)

をとって分岐図を描かせた｡ ここで M は 種大値の個数である｡

図 2は Zoの値を [3】に示された値 Z0-2.31×106kg/m4Sに固定 LPoを変化させたとき

の結果であるoxm -0.9mm に引いた線はリー ドが静止 しているときの位置を示 している. P.

を 0.00≦P.(×103N/m2)≦15.00の範囲で 0.05×103N/m2ずつ変化させた｡Poが 4･25×

103N/m2よりも低い値の とき振動は励起 されず点はプロッ トされない｡振動は 4.25≦Po(×

103 N/m2) ≦12.30の範囲で励起 される｡ この範囲で各 Poに対 して得 られ る据動解は全て一

周期授動であ りプロットされる点は一つの点であるように見える｡ 各 Poに対する点の位置は

I(i)波形の最大値をあらわしている. また､Poを 12.30×103N/m2よりも高 くす ると観測し

ている全ての時間範囲で x〒0mm となる｡ この状態ではリー ドが完全に閉 じて媒動が停止 し

ている｡

xm(mm)

_一一■~~■一一~､_
-./＼

0.0 15.0

Po(×103N/m2)

図 2:分岐図 iR-0.5ms,Z0-2.31×106kg/m4S,0.00≦po(×103N/m2)≦15.00.
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(a) 9.0

p(i) 0.0

(×103N/m2)
-9.0

(b) 10.0

U/(i)

(×10~4m3/S)
0.0

≡ 二 二

画 画

oご005g g 20TIME (ms)

0 1 2 3

FREQUENCY(kHz)

10.0

U/
(×10~4m3/8)

-1.0千 _-+ _
-9.0 0.() 9.0

p(×101'lN/m2)

図 3:(a)p(i)波形,(b)U/(i)波形,(C)I(i)波形,

(d)p(i)の バワ.-スペク トル,(e)Uj-P状態空間における軌道

tR-0.5ms,Z.-2.31×106kg/m4S,p0-8.00×103N/m2.

xm(Inn)

_/ノ ー

_∴ノl l l

0.0 10.0 20.0

po(xlO3N/m2)

図 4:分岐図 tR-0.5ms,Z.-5.00×106kg/m4S,0.00≦po(×103N/m2)≦20.00.
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(a)

xm(mm)

(ち)

xm(mm)

'!I

.=:..1■.yi′lA } .｢ ■

0,0 10.0 20.0

Po(x 103N/m2)

/ ●ヽ:･ヾ付､
// . .t'

4.4 4.5 4.6

Po(xlO3N/m2)

図 5:分岐図 tR-0.5ms,Z0-7.50×106kg/m4S,
(a)0･00≦Po(×103N/m2)≦20.00,
(b)4.35≦Po(×103N/m2)≦4,65.
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図 3は Z｡-2.31×106kg/m4S,p.-8.00×103N/m2の ときに得 られた振動解である｡

(a)はp(i)波形､(b)は Uf(i)波形､(C)は x(i)波形､(d)はp(i)の パワースペク トル､(e)紘

Uf-P状態空間における軌道である. 波形は 20msを示したoパ ワースペク トルは 32768点の

Hamming窓を施 した離散値から FFTの計算によって得 られた｡本報告で示 され る パワース

ペク トルの分解能は 全て 100kHz/32768-3,05Hzである. 図 3に示された パワースペク トル

の最大 ピーク周波数 fは f-894･17Hzである. Uf-P状態空間における軌道は pnとUfnの

〟 -10001のサンプル値から得 られた｡得 られた振動解は周期的であるので軌道は limitcycle

になる. Z0-2.31×106kg/m4Sの とき､Poを変化させて得 られ る振動解は全て 図 3に示 し

た横動 と同様な一周期の横動であ り､その x(i)波形の最大値は 図 2から読み とれ る.

Z0-5.00×106kg/m4Sとして前 と同様に横軸に Roをとって描いた分岐図が 図 4であ り

不完全倍周期カスケー ドが得 られる. P.の一定範囲で二周期据動解が得 られるがそれ以上の倍

周期分岐は起 きていない｡

Z0-7.50×106kg/m4Sにしたときの分岐図が 図 5であ り､倍周期カスケー ドが得 られる｡

振動は 3.90_<Po(×103N/m2)≦17,50の範囲で励起 される.4.5≦P.(×103N/m2)≦6.2

の範囲でプロットされ る点が連続 した線のように見えるところでは非周期頼動解が得 られてい

る.k回目の倍周期分岐が起 きるときの Poを Po(A)として､25-32(k-5)周期までの分岐

点について 0･0001×103N/m2の精度で調べたo これ らの値から

1+Po(A)-Po(All)

+Po(A)
=4.661土0.041 (12)

が得 られた. これは Feigenbaum定数 6-4.6692-･に極めて近い値である.

図 6(a)～ (e)に据動解の周期が倍加す る様子を示す｡(a)は周期倍分岐が起 きる前の一周

期の摂動解である. パワースペク トルの最大 t='-ク周波数は f-692･75Hz､Uf-P状態空間

における軌道は li血tcycleである｡(b)～ (e)より周期が 2倍､4倍､8倍､‥.となるのに対

応 して パワースペク トルには 1/2､1/4､.1/8､- の周波数にt='-クが現れ､Uj-P状態空間

における軌道は 2重､4重､8重､… 忙巻いていくことがわかる.

図 7は Z0-7.50×106kg/m4S,p0-4.49×103N/m2の ときに得 られたカオス横動解で

あるoパ ワースペク トルには非常の多 くの振動成分が現れ U/-p状態空間における軌道には

自己相似構造が見 られる｡

図 8､図 9は Poを一定にして Zoを変化させた場合の結果である.Zoは 0.00≦Z｡(×106

kg/m4S)_<20･00の範囲で 0･05×106kg/m4Sずつ変化させた.図 8は P.-4.50×103N/m2

で一定にした場合の結果であるo非周期頼動解は大休 7.0_<Zo(×106kg/m4S)_<14.0の範囲

で得 られているoまた､倍周期カスケー ドも示されている. 図 9は P0-10.00×103N/m2の

計算結果である. このように P.がある値よりも大きくなるとZ｡を広い範囲で変化させても非

周期振動解､倍周期分岐は得 られなかった012･30≦Zo(×106kg/m4S)≦20.00では二点が

プロットされているが下側の点は波形の橿大値が最大値以外にも得 られ ることを示 している.
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(e)

0.0

p(×103N/m2)

(C)

図 6:[上段]p(i)波形,[中段]p(i)の パ ワースペク トル,

[下段]Uf-P状態空間における軌道 iR-015ms,Z0-7･50×106kg/m4S,
Po(x103N/m2):(a)4.3660,(b)4･4472,(C)4A649,(d)4･4687,(e)4･4695･
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(a) 5.0

p(i) 0.0
(×103N/m2)

-5.0

(b) 10.0

U/(i)

(×10~4m3/ら)
0.0

:_I.A.A.1_I:-A_-I-::_A-L:-

I_･lI-_I:.= L≡

o三005聖 ｡TIME (ms)

(e)

UJ

(×lol一m3/8)

0 1 2 3

FREQUENCY(km)

-5.0 0.0 5.0

p(×103N/m2)

図 7:(a)p(i)波形,(b)U/(i)波形,(C)I(i)波形,

(d)p(i)の パ ワースペク トル,(e)Uj-P状態空間における軌道

玩 -0.5ms,Z0-7.50×106kg/m4S,p0-4.49×103N/m2･

xm(mm)0.9
_′｢ <-:I<口..▲..圧5;i∫･;I緒#/己.ll∴

′ Jヽl ll蔓望l ll l
0.0 10.0 20.0

Zo(×106kg/m4S)

図 8:分岐図 IR-0.5ms,P.-4.50×103N/m2,0.00≦Z｡(×106kg/m4S)≦20･001
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xm(Inn)

,′
/■

/一一//
_/

/

一■′l l l

0.0 10.0 20.0

Zo (x 106kg/m4S )

図 9:分岐図 tR-0.5ms,P.-10.00×103N/m2,0.00≦zo(×106kg/m4S)≦20.00.

3.考察

Schumacher方程式の計算にあたって [3】の論文の付録では後退型オイラー法を用いた解法

を示 している｡後退型オイラー法はこれから求めようとしている解が式中に含まれているので

陰解法であ り1次の公式である｡式 (2),(3)には非線形項が含まれ るので陽解法よ りも解の

発散する可能性が少ない陰解法を用い方が計算誤差が少ないと考えられ る. 本報告では式 (1),
(2),(4)の微分方程式を 2次の陰解法である台形別を使用 した差分方程式に置 き換えて計算 し

良. この方法によれば サンプリング周期 isを 0.01ms以下 とす るとき isによる解の変化はほ

とんど認められなかった｡後退型オイラー法を用いた方法ではさらに tsを小 さくしても解には

誤萱が存在 した｡本報告では t8-0.01msとして計算を行った｡計算で得 られた Feigenbaum
定数 6の値が理論値に櫨めて近いことからも計算結果は正 しいと思われ る.

[3]で用いられた特性インピーダンス Zoは円柱気柱部分の断面積から求められた値である.

Z.は管の断面積を Siとして

zo-買 (13)

から決定される｡ここで βは空気密度､ C は音速である｡ 管体部分よりもマウスピース部分の断

面積は小さくなっている. さらにマウスピース部分の内径は不連続であ りリー ド先端に向かっ
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て細 くなっている. また､授動状態において最先端部ではリー ドが開閉しているo従 ってこの

部分の影響はかな り大 きく､今後の計算にはこれらを考慮にいれて Zo,r(i)を求める必要があ

ると考えられ る｡

実際の楽器の形状から反射関数 r(i)を計算するとマウスピース部分､ベル部分での反射を含

み複雑な形になる｡解の性質を把握 しやす くし､しかも計算時間を節約するために簡単なr(i)と

して Gauss関数を用い､谷が 1つの場合だけについて計算精巣を示 した.Gauss関数は t-iR

で対称な単純な形をしている. また､0と見なしうる部分が長いので計算時間 も十分に節約で

きた｡

本報告では iR-0.5msとしたとき Zoを三種類の値 (Z.-2.31,5.00,7.50×106kg/m4S)

で一定にして Poを変化 させた場合､逆に Poを三種類の値 (P0-4150,7.00,10･00×103

N/m2)で一定にして Z｡を変化させた場合に得 られた計算結果を示 したが､周期的振動の他に

多 くの非周期振動解が得 られた｡非周期摂動解の得 られた範囲は､(1)P0-4.50×103N/m2

については Z0-7･0- 14･0×106kg/m4S(schumacherが用いたよりも高い範囲 )､(2)Z｡

-7.50×106kg/m4Sについては P0-4.5-6.2×103N/m2(振動が励起される Poの低い

範囲 )であったoこれらの範囲はパラメータ空間 (Zo,Po)内の非周期授動解が得 られる領域

を暗示する.Poが低い範囲で非周期輯動が励起される結果は過去に行った実験 [1日21と似て

レ､る｡

分岐甲を描 くときに縦軸にとったのは x(i)波形データの極大値 xm であるo この値は x(i)
の時間k関する一回微分をi(i)として 2次元位相空間 (I,i)で考えるとよ>0からi<0

の方向に i-0を横切 るときの x の値を示している｡Z0-7.50×106kg/m4Sの場合に Po

を横軸にとった分岐図､及び P0-4.50×103N/m2の場合に Zoを横軸にとった分岐図から

カオス-の倍周期 カスケー ドが得 られた｡Feigenbaum定数 古を計算 したところ理論値に極め

て近い値が得 られた. ここでは吹鳴圧力を 0から一定値 P.忙ステップ状に変化させたときの

解を計算 したが､実験では p(i)の 2-4%程度の吹鳴圧力変化が見られた.また､この方程

式に含まれる Iipadjustmentに関する物理量は唇の圧力下での静止時 リー ド開口 xoだけであ

る. 我々が実験で測定 したリー ドをくわえる深さ lについては含まれていない.しかし､Zo,
r(i)がマウスピースおよびリー ドの くわえかたにより変化することも考えられる. したがって

Schumacher方程式にこれらの物理量を考慮する必要がある.

4.まとめ

Schumacher方程式の振動解が､特性インビーダンス Z.､吹鳴圧力 P.の値によってどの

ように影響されるかについて検討 したo反射関数 r(i)は簡単な Gauss関数を用い､その谷の

最深部が現れるまでの時間を tR-0.5msにしたときの計算鯖異について詳細に示 した.

Zoを三種類の値 (Z0-2.31,5,00,7.50×106kg/m4S)で一定にして Poを変化させた場

合､あるいは Poを三種類の値 (P.-4.50,7.00,10.00×103N/m2)で一定にして Zoを変

化させた場合の計算結果から周期的振動の他に多 くの非周期振動解が得 られた.非周期横動解
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の得 られた範囲は､(1)P.-4.50×103N/m2については Z0-710- 14･0×106kg/m4S(

Schumacherが用いたよりも高い範囲 )､(2)Z0-7.50×106kg/m4Sについては P0-4.5-

6.2×103N/m2 (横動が励起 され る Poの低い範囲 )であったoPoが低い範囲で非周期横動が

励起される結果は過去に行った実験 [1],【2]と似ている｡

嬢動解 として得 られたマ ウスピース内EE力変化 p(i)波形､スリットを通過す る音響流れ

UJ(i), リー ド開口x(i)､p(i)の パワースペク トル､さらに UJ-P状態空間に33Lける軌道を示

した｡また､横軸に Poあるいは Zoをとり縦軸にリー ド開口x(i)波形の極大値をとって分岐

図を描かせた.その結果､カオス-の倍周期 カスケー ドが得 られた.Feigenbaum定数 6にら

いて計算 したところ理論値に極めて近い値が得 られた｡

本報告の結果からr(i)に Gauss関数のような単純な r(i)を用いた場合でさえ Zo,Poを変

化させるだけで Schumacher方程式からカオス振動のような非周期据動解､倍周期分岐などの

現象が得 られることを確認 した｡Z｡は非周期振動が励起される一つの原因になっていると考え

られる｡
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