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1 はじめに

近年， 発振器やカオス回路の結合系にみられる同
期現象の研究が盛んであり [1], [2]， カオス通信やカ
オス暗号方式などカオス回路の工学的応用の重要な
基礎研究として注目されている． また， 高速VLSI回
路は， 高密度およびその複雑な構造のために， 内部
の配線は伝送線路とみなされる． しかし ， カオスな
どの不規則性を持つ信号が伝送線路を通した結合に
より ， どのよう な影響を受けるかについてはほとん
ど調査されていない． 我々の研究グループでは， こ
れまでに伝送線路を含むカオス回路が経路のクロス
ト ークによる結合により ， どのよう な同期現象を発
生するかについて， 2つの伝送線路を持つ Chua回路
において調査を行ってきた [3]-[7]． クロスト ーク結
合をインダクタ Lとキャパシタ C による結合でモデ
ル化したときに， 結合する強さにより 回路が同相や
逆相で同期することを確認している (図 1, 2) [6]．

図 1: 伝送線路を持つ Chua回路．

しかしながら ， これらのモデルではカオス回路の
LC部分を伝送線路に置き換えた場合の検証であり ，
発振器やカオス回路が伝送線路で結合された場合の
同期現象の調査は行われていない。 また， 伝送線路

(a) 同相同期 (キャパシタ結合)．

(b) 逆相同期 (インダクタ結合)．

図 2: Chua回路で観測されるアト ラクタと位相状態．

結合のモデルとして， 遅延回路を挿入したモデルの
提案はあるが， 無損失性伝送線路によって結合され
た発振器がどのよう な振る舞いをするのかについて
はあきらかにされていない。

そこで本研究では， 伝送線路によって結合された
発振器で観測される同期現象について調査を行う ． 発
振器として， 非常にシンプルな回路素子から構成さ
れる van der Pol 発振器を用いる． また， 伝送線路
は， 無損失性伝送線路を考える． コンピュータシミ ュ
レーショ ンによって， van der Pol 発振器と伝送線
路でのインダクタおよびキャパシタの比率を変化す
ることで， 同相同期と逆相同期の共存を確認できた．
さらに， あるパラメータ領域ではト ーラスアト ラク
タを観測することができた．
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2 伝送線路で結合された van der Pol 発振器

図 3に 2つの van der Pol発振器が伝送線路によって
結合された回路モデルの概略図を示す． 本回路モデ
ルにおいて， 伝送線路は無損失性伝送線路とし ， イ
ンダクタ Lとキャパシタ Cの並列ラダー回路によっ
て実現する (図 4)．

次に， 図 4の回路モデルの回路方程式を導出する．
この回路において非線形抵抗の vk−iRk 特性は式 (1)

に示すよう な 3次特性の多項式で近似される．

iRk = −g1vk + g3vk
3 (g1, g3 > 0), (k = 1, 2). (1)

正規化後の回路方程式は以下のように導出される．
[van der Pol 発振器]
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ここで， 変数変換とパラメータは次式に示す．
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この回路方程式において， εは van der Pol 発振器
の非線形性を表している． α は van der Pol 発振器
と伝送線路のインダクタンスの比を ， β は キャパシ
タンスの比を示している． シミ ュレーショ ンによる
調査では， 式 (2)-(3) を 4次のルンゲ=クッタ法（ ス
テップサイズ: h = 0.005） で解く ． またパラメータ
は， ε = 0.1 のように設定した．

3 同期現象

3.1 アト ラクタ

図 5-8にパラメータ α, β を変化させたときのアト ラ
クタとリ サージュ図を示す．

まず， パラメ ータ α=β=1.0 のとき， 周期解の同
相および逆相同期の共存が観測することができた
（ 図 5） ． 次に， パラメータ α=β=1.9のときの結果
を図 6に示す． この場合も先程と同様に， 同相およ
び逆相同期の共存が観測できた． また， 同相同期の
ときにはト ーラスアト ラクタが， 逆相同期のときに
は周期解が生成され， 異なる種類の解の共存がある
ことがわかった．

さらに， パラメ ータ α, β の値を大きく していく
と ， 逆相同期のみが観測され， 共存現象が消滅した．
α=β=2.4 および 3.0のときの結果をそれぞれ図 7, 8

に示す． α=β=2.4のときには， ト ーラスアト ラクタ
がみられるが， α=β=3.0になると ， van der Pol 発
振器は周期解を生成することがわかった．

X1 X2 X1

X2y1, 3 y2, 4

(a) 同相同期．

X1 X2 X1

X2y1, 3 y2, 4

(b) 逆相同期．

図 5: アト ラクタ (α = 1.0).

3.2 分岐図

次に， α, β をパラメータとしたときの， 分岐図を考
える． 初期値の設定を同相モード ・ 逆相モード にし
た場合のそれぞれの結果を分岐図を図 9に示す． α,

β < 2.3 の領域では， 異なる解の共存が存在してい
ることがわかる． α, β ≥ 2.3 になると ， 単一の解が
存在している． また， α, β が 2.35付近では周期窓を
観察することができた (図 10)．
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図 3: 伝送線路によって結合された van der Pol 発振器の概念図．
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図 4: 伝送線路を並列 LCラダー回路で実現した結合 van der Pol 発振器の回路図.
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(a) 同相同期．

X1 X2 X1

X2y1, 3 y2, 4

(b) 逆相同期．

図 6: アト ラクタ (α = 1.9).
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図 7: アト ラクタ (α=2.4).
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図 8: アト ラクタ (α=3.0).

3.3 位相差

ここでは， 2つの発振器間の位相差を求める． 図 11

に位相差の結果示す． 分岐図からもわかったよう に，
α, β < 2.3 の領域では異なる種類の同期現象が存在
している． α, β ≥ 2.3 になると同相同期は消滅し ，
逆相同期のみ観測される． 同期状態の切り替わり が
多く 起こっているパラメータ領域について拡大した
位相差の結果を図 12 に示す． この図からわかるよ
う に， パラメータの値によって， 同相領域， 逆相領
域， 共存領域， また非同期領域に分類されることが
わかった． パラメータのステップを細かく した場合
についての詳細な調査は今後の課題である．

4 まとめと今後の課題

本研究では， 伝送線路によって結合された発振器で
観測される同期現象について調査を行った． 伝送線
路は無損失性伝送線路とし ， インダクタ Lとキャパ
シタ C の並列ラダー回路によって実現した．

コンピュータシミ ュレーショ ンによって， van der

Pol 発振器と伝送線路でのインダクタおよびキャパ
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(a) 初期値： 同相モード ．

(a) 初期値： 逆相モード ．

図 9: 分岐図.
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図 10: 分岐図における周期解.

シタの比率を変化することで， 同相同期と逆相同期
の共存をアト ラクタおよび位相差のグラフより 確認
できた． さらに， 分岐図より あるパラメータ領域で
はト ーラスアト ラクタを観測することができた．
今後の課題として， 伝送線路長を変化させた場合

の調査， 伝送線路間で生じるクロスト ークによって
発振器が結合されたときの同期現象の調査などがあ
げられる． また， 発振器をカオス回路にした場合の
同期状態の変化について調査を行いたい。
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図 11: 位相差のグラフ .
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