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二つの四面体構造を面で共有する結合発振器の同期現象に関する調査
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あらまし 本研究では二つの四面体構造をした結合発振器をお互いの面同士で結合したモデルを提案し，その同期現

象について調査を行う．我々は隣接した発振期間の結合強度に着目し，発振器全体の結合強度を変えた場合の位相差

の推移を示す．次に結合強度を部分的に変化させ，強弱をつけた場合の同期状態を観測する．
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Abstract In this study, we investigate the synchronization phenomena observed in two coupled tetrahedral os-

cillators shared triangular face. We focus on the coupling strength between adjacent oscillators and we show the

change of the phase differences when we change the coupling strength. Next, we vary the coupling strength partially

and observe synchronization states of shared triangular oscillators.
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1. ま え が き

自然界において同期現象は多く存在する．ホタルの発光や振

り子の振幅，心臓の拍動，人の拍手などがその例として挙げら

れる．結合発振システムは自然界で高次元の現象を示すのに最

も適したモデルであり，そのため結合発振器を用いた同期現象

の研究は工学だけでなく数学，物理学，生物学などでも盛んに

行われている [1]-[7]．結合発振器の同期現象では，複雑な波形

模様を生み出すため興味深い位相パターンを多く含んでいる．

そのため今までに多くの結合発振器モデルが提案され，非線形

(a) (b)

図 1 結合 van der Pol 発振器. (a) 三角形構造の結合発振器. (b) 四

面体構造の結合発振器.

図 2 本研究の回路モデルの概略図.

現象のメカニズムの一部が解明されてきた．しかしながら複雑

に結合された発振ネットワークでの同期現象の解析は不十分で

あると考えられる．

今までの研究で我々はいくつかの van der Pol発振器を用い

た結合発振器の回路モデルを提案してきた．van der Pol発振

器は回路構造が単純であるため，様々な形で結合されその時

に観測される同期現象について研究されてきた [8], [9]．特に，

図 1 に示されたようなリング状に結合された三つの van der

Pol発振器関する研究では，非常に興味深い現象が確認されて

いる [10]．この回路モデルではそれぞれの発振器間をインダク

タによって結合され，抵抗を介して接地されている．このモデ

ルでは発振器の数が奇数なため，同相同期や逆相同期の同期現

象は観測することができない．つまり発振器間の同期現象は安

定状態なため，フラストレーションの影響によって常に三相同
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期が観測することができる．

以前の我々の研究では，より強いフラストレーションが発生

する結合発振器でいくつかの興味深い同期現象を観測すること

ができた．我々は図 1(b)に示された四面体構造をした結合発振

器を提案し，その同期現象について研究を行った．シミュレー

ションを行った結果，我々は近接した発振期間の位相差が周期

的に変化し，近接した発振器が逆相に同期した後，その同期が

崩れると言った特徴を発見することができた．つまり，この発

振器モデルでは逆相同期と非同期がスイッチングし，繰り返さ

れていると言った特徴があると言える．また，別の研究では二

つの三角形状の結合発振器の一辺を共有して結合した結合発振

器モデルが提案されている [11]．この研究では共有された一辺

の発振器間の同期現象は同相となり，その他の発振器間の同期

現象は逆相となる．

本研究で我々は，図 2に示されるような二つの四面体構造を

したモデルを面で結合した場合の結合発振器を提案する．この

モデルでは四つ目と五つ目の発振器間のみ結合せず，その他の

発振器間はインダクタで結合され抵抗で接地されている．我々

はこのモデルをシミュレーションを用いて位相差の測定を行い，

同期現象を調査する．そのとき発振器間の結合強度に着目し，

結合の強さに強弱をつけることで同期状態の変化について調

べる．

2. 回路モデル

本研究の回路モデルを図 3(a) に，発振器間の結合方法を図

3(b)に示す．それぞれの発振器の電圧とインダクタに流れる電

流を図に示すとおり定義する．それぞれの発振器は各インダク

タが近接した発振器と結合するために枝分かれしており，その

インダクタと負性抵抗とキャパシタは並列で結合されている．

回路シミュレーションでは負性抵抗の電圧電流特性を式 (1)で

示されるような三次の多項方程式を与え，それによって発振器

の非線形性を表現している．

iRk = −g1vk + g3vk
3 (g1, g3 > 0),

(k = 1, 2, 3, 4, 5).
(1)

正規化した後の回路方程式を以下のようになる．

(a) (b)

図 3 本研究の回路モデル. (a) 概略図. (b) 近接した発振期間の結合

構造.

図 4 各発振器のアトラクター (横軸:xk, 縦軸:yk (k = 1, 2, 3, 4, 5).

図 5 各発振器の時間波形.
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(k=1, 2, 3, 4, 5),

この回路方程式において，εは発振器の非線形性，γ は結合

強度，η は抵抗成分を示すパラメータである．また，yn は結合

抵抗 Rに流れる近接した発振器の電流を示している．四つ目と

五つ目の発振器間は抵抗を介さずに接地するため，γ=0.0とな

る．この回路方程式を用いて近接した発振器間の位相差につい

て調査を行う．

3. 同 期 現 象

我々は四次のルンゲ・クッタ法を用いて方程式 (2)を解く．

図 4にそれぞれの発振器のアトラクターを示している．図の

横軸はそれぞれの発振器の電圧，縦軸は電流を示している．電

流は枝分かれした合計 (yk = yak + ybk + yck + ydk)とし，そ

の時のパラメータは ε = 0.10, γ = 0.10 and η = 0.00010とす

る．次に，各発振器のキャパシタの電圧の時間波形を図 5に示

し，その時の近接した発振期間の位相差を図 6に示す．結果と
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図 6 近接した発振器間のリサジュー図形.

図 7 初期値による位相差の差異.

してこの回路モデルの場合，位相差は変化せずに最終的に一定

の値で収束することがわかった．図 6より，共有した三つの発

(a)

(b)

図 8 結合強度の影響による発振器間の位相差. (a) 共有した三つの発

振器間の位相差. (b) その他の発振期間の位相差.

図 9 電圧の振幅の推移.

振器間の位相差では三角形の一辺が同相に同期し，他の二辺で

は異なる位相を含んできることがわかる．ここで初期値の依存

性について調査を行った結果，初期値によって位相差が変化す

ることは無かったが，共有した三つの発振器間において位相差

の組み合わせが変化した．つまり，図 7に示すような三つの場

合について確認することができた．初期値の調査では様々な値

をそれぞれの発振器に適応し，値を発振器間でローテーション

することで，同様の結合をしている発振器に同じ初期値を入れ

た場合同様の同期現象が確認できるか観測した．

次に結合強度 γ を 0.10 から 1.00 まで変化させた時の位相

差の推移について調査を行った．このとき，位相差は二つのグ

ループに分かれ，同相同期と逆相同期に収束した．共有した三

つの発振器間の位相差は，結合強度を強くするに連れて同相状

態に推移し，γ が 0.40を超えると，三つの発振器は全て同相同

期する．またそれ以外の発振器間では，逆相状態へ推移する．

以上の位相差の推移は図 8にまとめた．図 8(a)では共有した

三つの発振器間の位相差について示しており，図 8(b) ではそ

れ以外の発振器間の位相差を示している．

また，図 9には結合強度を変化させた時の各発振器の位相差

についてまとめた．振幅の場合も二つのグループに分けられ，

共有した三つの発振器はその他の二つの発振器と比べ，振幅の

下がり幅が大きいことがわかる．

4. 結合強度の依存性

本システムでは共有した三つの発振器間以外の結合を 0とす

ると，単なる三角形のリング結合となる．つまりその時の三つ

の発振器の位相差は 120◦ となり，それ以外の発振器間の同期

状態は非同期となる．その状態から結合の強さを γ = 0.100 と

固定し，共有した三つの発振器間以外の結合を β 倍 (0 < β <

1.0)し，各発振器の同期状態の変化を観測する．表 1に β と同

期状態の関係性についてまとめている．β が 0.450より小さい

表 1 β を変化させた時の同期状態の推移．

β 同期状態

0.000 ∼ 0.450 非同期

0.450 ∼ 0.500 逆相同期と非同期

0.500 ∼ 0.536 同相同期と非同期

0.536 ∼ 1.000 一定の位相で同期
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図 10 共有した三つの発振器間の位相差.

時，共有した発振器間の位相差は 120◦ を中心に周期的に変化

する．このとき，β が大きいほど位相差の変化の幅が大きくな

り，β が 0.450を超えると，逆相状態に一時的に滞在し非同期

へ移行する．

図 10に β=0.480のときの共有した三つの発振器間の位相差

を示す．それぞれの発振器間の同期状態は全て逆相同期と非同

期の二種類がスイッチングしつつも，周期は一定の間隔を維持

している．逆相状態の滞在時間は β の大きさに依存しており，

β が大きいほど長くなる傾向がある．

また β が大きくなると同相状態にも近づいており，β=0.500

に達すると同相状態が維持されるようになる．β が 0.530を超

えると，逆相状態よりも同相状態を維持するようになり，逆相

状態から遠のき，位相差 160◦ で一時的に滞在する．β が 0.535

を超えると，同相状態で滞在しつつ逆相状態では非常に複雑な

位相差の変化が現れる．図 11は β の値を変化させた時の一周

期の長さと同相・逆相状態の滞在時間を示している．この結果

は十分に長い周期の観測から平均を算出しており，長時間経過

しても周期の長さに変化はなかった．この図より，一周期の長

さは β の大きさに依存していることがわかり，逆相状態の滞在

時間も同様であるといえる．同相と逆相状態の領域はそれぞれ，

0◦ から 10◦，170◦ から 180◦ と定義している．そのため，β が

0.530付近では定義した逆相状態の領域の外で一時的に滞在す

るため，その時の逆相状態の滞在時間を正確に求めることはで

図 11 β を変化させた場合の滞在時間の推移.

きなかった．

β が 0.536を超える値を取ると，全ての発振器間の位相差は

一定の値に収束し，β によって位相差は変化するものの定性的

な変化はしなくなる．

5. 結 論

本研究では二つの四面体構造モデルを面で結合した場合の結

合発振器の同期現象について調査を行った．今回使用した回路

モデルでは結合強度の強弱に着目した結果，結合強度の強さに

差をつけることで，同期状態が変化すると言った特徴を発見す

ることができた．加えて，同期状態にも大きく三つのパターン

に分けることができ，四面体構造の結合発振器で観測されたよ

うな逆相同期と非同期のスイッチング現象を観測することがで

きた．今後は理論的な解析を加え，振幅や位相を算出すること

でシミュレーション結果との比較を行いたい．
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