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研究会報告

非線汚格子振動における読替現象

～ 部分系の欄空間横道と安定性 ～

篠原 晋 (早大理工)

1 はじめに

非線形格子振動では､初期に規準モードの一部のグループを励起したときに､しばらくの間そ

れらのモードにエネルギーの大部分が留まり続ける現象が観察される｡この現象は数億実験によ

り発見され･格子振動における誘導現象と呼ばれている[1ト 誘導現象は､初期に単一モードを励

起した場合が詳しく調べられており､時間発展の初期の段階では､励起モード以外のモードの運

動方程式がMathieu方程式で表され､共鳴条件を満たすモードの指数的成長が､モード間の摘発

なエネルギー交換を導くことが示されている 【2,3】｡
誘導現象の特色は.時間発展の初期段階において､エネルギーの大部分を担う部分系とそれ以

外の残りの系に明確に分離できることにある｡このような分離が可能なのは､非線形格子振動の

ハミル トニアンの構造と初期条件の特殊性を反映している｡後に詳しく述べるように､初期に単

一モードを励起すると､その運動は全系のハミル トニアンの一部分を切り出した簡約ハミル トニ

アンの解になることが言える 【4]｡この簡約ハミル トニアンが､誘導現象においてエネルギーの大

半を担う部分であり､その性質は全系の自由度の数や初期に励起するモードによって変わってく

る｡簡約ハミル トニアンは､一般には初期に励起したモードの変数だけでは閉じず､それ以外の

モード変数も含む｡

これまでの誘導現象の研究では､エネルギーの大半を担う部分系を-自由度と仮定することが

多かったが 【2,3】･この仮定は､簡約ハミル トニアンが-自由度になる場合は厳密に成り立ち､そ

れ以外の場合は近似になる｡簡約ハミル トニアンが-自由度の場合､その解は周期解だけである

が､自由度 2以上の場合､軌道のヴァリエーションが増し､カオス軌道も存在し得る｡本報告で

は､簡約ハミル トニアンが二自由度になる条件を求め､二自由度部分系の相空間構造と､部分系

軌道の全系における安定性を調べた結果を述べる｡

2 FPU-βモデルにおける簡荊ハミル トニアン

非線形格子垢動のモデルでは､非線形項の取り方､境界条件の設定で幾つかのヴァリエーショ

ンがあるが､ここでは､4次の非線形項を持つ一次元 FPU-βモデルを考え､境界粒子は固定する

[5]｡そのハミル トニアンは次式で与えられるc

H-2若llp,再 ,fl(qj-q3.-1)2十g,S (qJ･-qJ･-1)4 (1,

ここで q,･は j粒子の平衡点からの変位､p,.は q,･に共役な運動量であるoまた､可動粒子数は

N-1とし､両端固定条件からqo-qN-0とする｡ハミル トニアン (1)は､規準座標への変換

qj-Ji TEllQkSin(筈),pj-JiTEllpkSin(憲),i-1,-,N-1 (2)
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｢複雑な多谷ポテンシャルエネルギー面上で生起する動力学的諸問題｣

wk-2sin_I;:L-_.ll,k-1,...,N-i (3)

によって､角速度

を持つ調和振動部分と非緑形項の和に書かれる 【6い

H- i Tg ll(pk2･w k2QZ)･孟 TEll若 妻 llT;llwkWIW-WnCkl- n QkQ IQ -Qn (4,

ここで､

Cklmn-△k+l+m+n+△kJ +m+n+ △k+l一m+n+△k+l十m-n

+△kJ_m+n+△k+l_m_n+△k_l+m_n+△k_トm_n,

･r-緩cos(打γ(堤))-(:1)S:otrherrw=is2es,(-1)Sforr-2sN(S∈Z)
(5)

(6)

とおいた｡

モード間のエネルギーの流れの規則を決めるのはCklmnである｡たとえば､初期にある一つの

モー ドCを励起したとき､f≠Cを満たす全ての fに対して Cfeee-0であるならば､モードe

から他モードへは一切エネルギーは流れない｡このようなモードは､Bivins等により安定モード

(Stablemode)と呼ばれている [6]Oこのような性質は､多モード励起の場合にも拡張できる｡す

なわち､モードのある組を励起したとき､時間発展の過程でそれ以外のモー ドにエネルギーが流

れないような組を考えることができる｡このような組を分類するには､Poggi等が導入 した次の

記法を用いるのが便利である｡

Poggi andRuffOの記法 【4】

ルイ-(1,.･･,N-1)をモードの番号の集合とし､An(lAnl-n)を次の条件を満たすJu
の部分集合とする :

Cklmn-0 for∀k∈Ju ＼An,∀l,m,n∈An･

FPU-βモデルの解で､初期条件

Pk(0),Qk(0)-
〈岩

arbitrary forkeAn
otherwise

(7)

を満たす解は･ハミル トニアン(4)の一部分を切 り出した簡約ハミル トニアン

HAn-去kSn(pk2･wk2Q2k)十品∑∑∑∑ ukWIW-WnCkl-nQkQIQ-Qn '8)も,3',k,l∈An

の解になる｡

Cklmnを調べることにより､Alは次のように求まる｡

Al-(昔日;),〈誓)･
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これらはBivins等が求めた安定モード1である 【6】｡さらにA2は次のように求められる [7]B

A2- 〈筈,筈 ),〈芸,等),〈筈,筈 日等,筈 )･ (10)
Alの和集合はA2になるとは限らず､A2の元が全てAlになるのは (N/3,2N/3)だけである｡

FPU-βモデルでは､初期に偶数 (奇数)モー ドを励起すると､その後の時間発展で奇数 (偶

数)モー ドは励起されない [6]Oしたがって､単一モー ド励起の解は､全系の半分の自由度の簡約

ハミル トニアンの解になっていることが少なくとも言える｡

3 部分二自由度系の欄堂間横道と安定性

ここでは､簡約ハミル トニアンが二自由度になる場合について､その安定性を数値的に調べた

結果を述べる｡式 (10)に挙げたA2のなかで､とくに (2N/5,4N/5)の簡約ハミル トニアンに注

目する｡I- Q2N/5,y- Q4N/5,Px-P2N/5,Py-P4N/5とおき･

LJx - LJ2N/5-2sin(7T/5),

LJy - LJ4N/5-2sin(2,r/5),

とおくと･簡約ハミル トニアンH(響,響)は次のように書かれる :

H(響,響)

l

一2ダ
18

(pz･壷 2)+拍 +wy2y2)

(3壷414W望wyx3y･12wBuy2x2y2-4W凍 y3･3wy4y4〉･ (13)

ここで､β′-β/Nとおいた｡図 1に､全エネルギーの値を1に固定 しβ′の値を様々に変えたと

きの相空間を示した｡

以下では･全系をN-5の FPU-β系とし､図 1(a)の Poincar6断面 (β′-1.6)の近傍に初期

点を置いた場合の時間発展を考える｡すなわち初期条件として､モー ド2,4の合計エネルギーを

1とし､モー ド1,3には極僅かなエネルギー(a(10~20))を与える場合を考える｡図 2は､図 1(a)

の Poincar6断面上 (x,px)主 (0,0.6)に初期点をおいたときのモー ド1,4の時系列であるOこの

場合､簡約ハミル トニアン(13)の解が､モード1,3の空間では不安定であるため､これらのモー

ドは指数的に成長する｡モー ド1,3が指数的に成長する時間 Texpを､図 1(a)の Poincar6断面

の Px軸上の初期値に対 して調べた結果を図 3に示す｡図 3より､原点の近くにある楕円不動点

と･断面の外縁付近で Texpが発散する傾向が見られる｡なお､この楕円不動点に相当する解は､

β- Oの極限で角速度 LJyの単振動に一致する2｡数値計算の範囲 (t≦105)で､楕円不動点の近

傍 -0.64≦Px≦0.0では非励起モードの指数的成長は見られなかった｡図 1(a)の楕円不動点近

傍の全系における安定性は､理論的な解析によって確認しなければならないが､図 3の結果は全

系におけるKAM トーラスの存在を示唆したものといえる｡また図 3では､安定領域と不安定領

域とを分ける明確な境界があるように見えるが､そのような境界の存在を謝べることも今後の課

題である｡

1安定と呼ぶのは誤解を招きかねない｡簡約系の解は全系において安定であるとは限らない｡

2poincar6断面の外掛 ま,β→ Oの権限で角速度 wcの単振動に一致する解に対応する｡
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初掛 こ励起 しなかったモードの指数的成長は､摘発なエネルギー交換が行われるための必要条

件であるが､図 2に示した結果のように､指数的成長の後になかなか摘発なエネルギー交換が始

まらない場合がある｡このような現象は､安定領域と不安定領域の境界付近の初期点に対して見

られた｡指数的成長が終って摘発なエネルギー交換が始まるまでの期間 (便宜的に準安定期間と

呼ぶ)について Poincar6断面を取ってみると､図 1(a)の トーラスと交差するトーラスを描 くこ

とが分かった｡このことから､準安定期間では､ある程度成長した非励起モードの影響で､エネ

ルギーの大半を担う部分系のエネルギーがシフトし､軌道が安定領域に入って指数的成長が抑え

られ､再び不安定領域に入 り込んだところで摘発なエネルギー交換が開始されるというシナリオ

が予想される｡

最後に簡約ハミル トニアンH(2N/5,4N/5)の相空間構造について触れる｡図 1(a)に示すpoincar6

断面では･同一周期の Poincar6-Birkhoff(PB)鎖が二組存在するのが分かる｡これらの PB鎖が

等しい回転数3を持つことは･図 1(b)で､二つの PB鎖のセバラトリクスが結合することから明

らかである｡図 1に示 したセバラトリクスの結合 ･組換え現象 (リコネクション現象)の発生は､

PB鎖で挟まれた領域にツイス ト条件の破れがあることを意味している｡ツイスト条件の破れは写

像系で詳しく謝べられ･極めて安定な不変 トーラスを生み出すことなどが知られている [8].FPU

系の部分構造にどの程度ツイス ト条件の破れが見出されるのか､またツイス ト条件の破れが多自

由度系の振舞いに如何なる影響を与えるのか調べるのは今後の課題である｡

4 おわりに

FPU-βモデルにおいて､初期に一部のモードの組だけを励起した場合､その解は全系よりも自

由度の小さな部分系の解になることを述べた｡とくに部分系が二自由度になる場合について､部分

系軌道の全系における安定性を調べ､部分糸の相空間構造との対応を調べた｡その結果､β→ Oの

極限で固有振動に一致する解に対応した (部分系の)楕円不動点近傍に安定な領域が見出された｡
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