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1 はじめに

結合発振器システムは，自然科学で観測される高次
元の非線形現象を記述するのに優れたモデルである．
また，結合発振器システムで観測される同期現象の
調査が盛んに行われている [1]-[5]．なかでも，結合
カオス回路を用いたシステムは，カオス同期をはじ
め多くの興味深い現象を観測することができる．そ
のため，同期現象は工学のみならず，物理学，生物
学，脳神経科学，社会学など様々な分野で研究が行
われている．

我々研究グループは，結合カオス回路ネットワー
クで観測される同期現象について調査を行ってきて
いる．この提案回路システムでは，カオス回路は二
次元平面上に配置される．結合強度をカオス回路間
の距離に応じて設定したときの位相差を測定するこ
とで，クラスタリング処理が可能であることをコン
ピュータシミュレーションおよび回路実験により確
認している [6], [7]．ここで得られた結果についてよ
り詳細な理解を得るために，よりシンプルな回路モ
デルでの調査が必要であると考える．

そこで本研究では，カオス回路を一次元上に配置
したときの同期現象について調査を行う．まず，カ
オス回路を規則的に配置したシステムで基本的な同
期現象を確認する．続いて，カオス回路を不規則的
に配置したシステムを考える．さらに不規則的に配
置した回路システムには，対称配置と非対称配置の
二種類の配置方法について調査する．コンピュータ
シミュレーションの結果，不規則的に配置した回路
システムにおいて興味深い同期現象を確認すること
ができた．すなわち，回路配置が対称が非対称かに

よって，得られる同期現象が異なることがわかった．

2 回路モデル

本研究で用いるカオス回路を図 1に示す．このカオス
回路は西尾-稲葉カオス回路と呼ばれている [8]-[10]．

図 1: カオス回路．

この回路は，キャパシタ，インダクタ，負性抵抗，
二つのダイオードで構成された非線形抵抗により構
成されている．この非線形抵抗の I − V 特性は，次
式 (1)で示され，パラメータ rdは非線形抵抗の傾き
である．

vd(i2) =
rd

2

(∣∣∣∣i2 +
V

rd

∣∣∣∣ − ∣∣∣∣i2 − V

rd

∣∣∣∣) . (1)

また，回路のダイナミクスは次のような区分線形三
次の常微分方程式により記述される．

L1
di1
dt

= v + ri1

L2
di2
dt

= v − vd(i2) (2)

C
dv

dt
= −i1 − i2.

－ 34 －

第26回 回路とシステムワークショップ
The 26th Workshop on Circuits and Systems

in Awaji, July 29-30, 2013



式 (2)中の各変数を，以下のように置き換えること
によって，
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√

C
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L1C

L2
V y; v = V z;

r

√
C

L1
= α;

L1

L2
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t =
√

L1Cτ ; ” · ” =
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dτ

正規化された式 (3)を得ることができる．

ẋ = αx + z

ẏ = z − f(y) (3)

ż = −x − βy

ここで，f(y)は以下の式で表される．

f(y) =
δ

2

(∣∣∣∣y +
1
δ

∣∣∣∣ − ∣∣∣∣y − 1
δ

∣∣∣∣) . (4)

このカオス回路で観測されるカオスアトラクタを
図 2に示す．図 2(a)がコンピュータシミュレーション
によって得られた結果，図2(b)が回路実験によって得
られた結果である．コンピュータシミュレーションお
よび回路実験で用いたパラメータは以下のとおりで
ある．α = 0.460, β = 3.0, δ = 470. L1 = 500[mH],
L2 = 200[mH], C = 0.015[µF ], and rd = 1.46[MΩ].

(a) シミュレーション． (b) 回路実験．

図 2: カオスアトラクタ．

次に，カオス回路をN 個を抵抗で結合した場合の
システムについて考える．それぞれのカオス回路が
その他のカオス回路と全て結合している完全結合の

場合，以下のような回路方程式で記述される．

dxi

dτ
= αxi + zi

dyi

dτ
= zi + f(y) (5)

dzi

dτ
= −xi − βyi −

N∑
j=1

γij(zi − zj)

(i, j = 1, 2, · · ·, N)

式 (5)中のパラメータ γij は，i番目と j番目のカ
オス回路間の結合強度を表している．本研究におい
ては，γij は i番目と j番目のカオス回路間の距離に
応じて決定され，以下の式で記述される．

γij =
g

(dij)2
. (6)

ここで，dijはは i番目と j番目のカオス回路間のユー
クリッド距離を表している．g は結合強度を決定す
るスケーリングパラメータである．このシミュレー
ションでは，g = 1.0 × 10−5と設定した．

3 基本的な同期現象

まずはじめに，基本的な同期現象として，いくつか
のカオス回路を 1次元上に規則的に配置した場合の
カオス回路間の位相差について調査を行う．このシ
ミュレーションでは，全てのカオス回路は抵抗で完
全結合されており，結合強度はカオス回路間の距離
に依存して決定される．
図 3は，５つのカオス回路を 1次元上に配置した

場合の回路システムを表したものである．カオス回
路間の距離をそれぞれ d = 0.1，d = 0.3，d = 0.5と
変化させたときの，位相差について調査を行う．
図 4に，コンピュータシミュレーションによって

得られた隣接するカオス回路間の位相アトラクタを
示す．これらの結果から，隣接するカオス回路間の
距離が d = 0.10の時は，同相同期になることがわか
る．距離 dが増加するに伴い，位相差も大きくなり，
d = 0.50の時には，非同期になることが確認できる．
この位相アトラクタの 20, 000回の平均値を表 1に示
す．よって本研究のシミュレーションにおいて，隣
接するカオス回路の最大距離は d = 0.10とする．

4 同期現象

この章では，いくつかのカオス回路を不規則なイン
ターバルで配置したときの同期現象について考える．
さらに，対称および非対称な配置方法を提案する．
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(a) d = 0.10. (b) d = 0.30.

(c) d = 0.50.

図 3: カオス回路の配置方法（インターバル：規則的）.

(a) d = 0.10. (b) d = 0.30. (c) d = 0.50.

図 4: カオス回路間の位相差．(a) 同相同期．(b) 位相同

期．(c) 非同期．

表 1: 隣接するカオス回路の位相差．

回路システム 位相差 [deg.]

d = 0.10 16.17◦

d = 0.30 57.19◦

d = 0.50 94.92◦

4.1 同期現象 I

ここでは，4つのカオス回路を不規則なインターバル
で一次元上に配置した場合の同期現象について調査
を行う．図 5に，対称配置と非対称配置の二種類の配
置方法を示す．図 5(a)は，２つのグループで構成さ
れており，左側のグループには 2つのカオス回路が
配置され，右側のグループにも対称に 2つのカオス
回路が配置されている．グループ内のカオス回路の
距離は，d = 0.01で，グループ間のカオス回路の距
離は，d = 0.10と設定した．非対称配置として，右
側のグループが 1つのカオス回路で構成される回路
システムを図 5(b)に示す．コンピュータシミュレー
ションによって，対称配置と非対称配置でどのよう
に同期状態に違いがでるかを調査する．

図 6に，対称配置の位相差のシミュレーション結
果を示す．グループ内のカオス回路は同相同期になっ

(a) 対称配置（2-2 network）． (b) 非対称配置（2-1 net-
work）．

図 5: カオス回路の配置手法．

ており，また同様にグループ間のカオス回路も同相
同期になっていることがわかる．よって，この対称
配置のシステムでは，すべてのカオス回路が同相で
同期していることになる．次に，図 7に非対称配置
の位相差のシミュレーション結果を示す．グループ
内のカオス回路は同相で同期しているが，グループ
間のカオス回路が非同期になっている．この結果は
非常に興味深いといえる．なぜなら，前章のシミュ
レーションで，隣接するカオス回路間が d = 0.10の
ときは，同相同期が観測されている．この非対称配
置の回路システムにおいても，グループ間の距離は
d = 0.10と設定しているので，グループ間のカオス
回路も同期できる距離である．しかしながら，回路
システムの構造が非対称になることでカオス同期の
崩壊が観測されることが確認できた．これらの結果
より，回路システムの対称性がカオス同期に重要な
役割を果たすと考えられる．

(a) グループ内． (b) グループ間．

図 6: 対称配置の場合の位相差．

(a) グループ内． (b) グループ間．

図 7: 非対称配置の場合の位相差．
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4.2 同期現象 II

次に，グループ内の最大カオス回路数を 3にした場
合の，回路システムについて調査を行う．図 8に，不
規則インターバルでカオス回路を配置した対称およ
び非対称配置の回路システム（3 − 1，3 − 2，3 − 3
networks）を示す．この回路システムでも先ほどと
同様に，グループ内のカオス回路の距離は，d = 0.01
で，グループ間のカオス回路の距離は，d = 0.10と
設定した．
それぞれの回路システムでのグループ間の位相差

のシミュレーション結果を図 9に示す．この結果よ
り，対称配置の場合は，グループ間のカオス回路は
同相同期するが（図 9(c)），回路システムの構造の
非対称度が強くなるにつれて，同相同期がある位相
差を持った同期に変化し（図 9(b)），最後には非同
期となることが分かった（図 9(a)）．

(a) 非対称配置（3-1 net-
work）．

(b) 非対称配置（3-2 net-
work）．

(c) 対称配置（3-3 network）．

図 8: カオス回路の配置手法．

(a) 非対称配置（3-1
network）．

(b) 非対称配置（3-2
network）．

(c) 対称配置（3-3
network）．

図 9: グループ間のカオス回路の位相差．

4.3 同期現象 III

ここでは，グループ内の最大カオス回路数をさらに
4, 5にした場合の，回路システムについて調査を行
う．図 10, 11に，グループ間の位相差のシミュレー
ション結果を示す．これらの結果より，先ほどと同
様に，対称配置の場合は，グループ間のカオス回路
は同相同期するが，回路システムの構造の非対称度
が強くなるにつれて，同相同期がある位相差を持っ

た同期に変化し，最終的には非同期となることが分
かった．

最後に，これまでに用いた回路システムおよび片
方のグループ内のカオス回路数を 10個にした場合
の，グループ間の位相差の結果を図 12にまとめた．
図中の Ns は片方のグループのカオス回路数を，横
軸のRatioは，右側と左側のグループのカオス回路
の比を表している．このグラフより，回路システム
が対称配置の場合，グループ間のカオス回路は同相
同期し，対称性が崩れるにつれて，非同期へと遷移
していく様子がわかる．また，非同期への切り替わ
りはカオス回路数によって異なることも確認できる．

(a) 非対称配置（4-1
network）．

(b) 非対称配置（4-2
network）．

(c) 非対称配置（4-3
network）．

(d) 対称配置（4-4
network）．

図 10: グループ間のカオス回路の位相差．

5 まとめ

本研究では，カオス回路を一次元上に配置したとき
の同期現象について調査を行った．まず，カオス回
路を規則的に配置したシステムで基本的な同期現象
を確認した．続いて，カオス回路を不規則的に配置
したシステムを考えた．さらに不規則的に配置した
回路システムには，対称配置と非対称配置の二種類
の配置方法について調査した．コンピュータシミュ
レーションの結果，不規則的に配置した回路システ
ムにおいて興味深い同期現象を確認することができ
た．すなわち，回路配置が対称が非対称かによって，
得られる同期現象が異なることがわかった．

今後の課題として，提案した回路システムを大規
模化ネットワークに応用することがあげられる．
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(a) 非対称配置（5-1
network）．

(b) 非対称配置（5-2
network）．

(c) 非対称配置（5-3
network）．

(d) 非対称配置（5-4
network）．

(e) 対称配置（5-5
network）．

図 11: グループ間のカオス回路の位相差．
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図 12: 位相差の結果．
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