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研究成果の概要（和文）：

質点がつながった鎖状の系（高分子などの簡単なモデル）を研究した。質点が剛体棒でつなが

れた系に対しては、各質点の運動エネルギーの熱平衡値が等しくならず末端部で過剰となるこ

と、質点がバネでつながれた系に対しては、過渡的に末端部の平均運動エネルギーが過剰とな

る。等分配までの緩和時間 τはバネ定数 kに対して急速に増大し、 Boltzmann-Jeans理論

を用いた評価式 τ exp(c√k)∝ とよく合致することがわかった。高分子、 DNA,タンパク質、

人工構造物などの鎖状系において末端部のエネルギーが過剰となる可能性を示唆している。

研究成果の概要（英文）：

Dynamical and equilibrium properties of chaotic Hamiltonian systems are investigated. In 

particular, we studied chain-type systems where masses are connected by rigid links or 

springs. For systems where masses are connected by rigid links, average kinetic energies 

of masses take excessive large values near the ends of chain. For systems where masses 

are  connected  by  springs,  average  kinetic  energies  near  the  ends  transiently  take 

excessive values. The relaxation time to equipartition τ grows rapidly with the increase of 

the spring constant k. It is in agreement with the expression τ exp(c√k) obtained from∝  

Boltzmann-Jeans theory.  The results  imply that chain-type systems such as polymers, 

DNA, protein, artificial objects also show excess average energy near ends of the chain.
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１．研究開始当初の背景

およそ自然界に存在するあらゆる物は力学

の法則に従って時間発展する。古典系の場

合、その法則はニュートンの運動方程式、

あるいは同値であるがハミルトンの正準方

程式の形に書かれる。これらの方程式に従

う系は数学的には「保存系」あるいは「ハ

ミルトン系」と呼ばれる。これらの中で、

調和振動子やソリトンといったごく一部の

例外を除けば、大半は非線型性 ( 非可積分

性 ) のために、その解を解析的には得るこ

とが出来ず、運動は複雑になる。例えばモ

ード間にエネルギー交換が生じたり、緩和

過程が起きたりするのはこのためである。

この複雑な運動はカオスと呼ばれる物の一

つである。すなわち、カオスはあらゆる分

野、あらゆる対象にて発生する、ごく自然

な現象である。

さて、発見から半世紀近く経ち、カオスの

存在そのものは多分野の研究者に良く知ら

れるようになってきた。しかし、カオスが

それぞれの系で物理的にどのような役割を

果たしているのかはいまだ良くわかってい

ないのが実状である。唯一良く知られてい

るのが古くから馴染のある熱運動である。

すなわち、保存系でカオスが生じ、乱雑な

運動が発達して熱となる、というものであ

る。熱となってしまえばあとは伝統的な物

理的手法が活用できるのでわざわざカオス

の話を持ち出すまでもない。また、古典

統計力学も保存系カオスによって熱運動

が生じることを基礎としている。

しかし、保存系のカオスが必ず熱運動を生

じるのかは自明では無い。それどころか、

熱にはならずに長時間相関を生じたり

(Koyama, Kiuchi and Konishi,(2007、論文

[1]) 、緩和せずに構造形成を起こしたり

(Konishi and Kaneko (1992),Konishi (2006,

論文 [3]), Koyama and Konishi (2006, 論文

[4]))するケースすらある。また、分子の変

形や衝突は保存系で扱えるが、そこでの化

学反応の反応速度に、従来の熱運動を仮定

した統計理論では説明できない様子が相次

い で 発 見 さ れ て き て い る  (Toda, 

Komatsuzaki, Konishi,  Berry,  Rice(eds) 

(2005, 論文 [6]) ) 。また、自由度が大きな

系での緩和の素過程であるところのアーノ

ルド拡散 (Arnold, 1964) にも、実際には

強い時間相関が見出されることが申請者

によって明らかにされている。 (Konishi 

(2005,論文 [5]))

カオスの典型例として例題に出される事

の多い 2重振り子や多重振り子ですら、

その運動が熱として捉えてよいかどうか

は分かっていないのである。 ( ちなみに、

多重振り子は鎖状分子の簡単なモデルで

もある。 )

これらの背景のもとで、本研究では、いく
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つかの保存系でそのカオス的運動における

時間相関と空間構造を探ることをめざす。

これは、広範に存在する保存系カオスの物

理的役割を明らかにするために価値が高い

ものであり、ぜひとも進めるべき研究であ

ると考える。

２．研究の目的

(1) 本研究の目的は、保存系カオスによっ

て生じる相関と緩和、非熱的揺らぎと構造

を探ること で、自然界における構造形成の

物理的および数理的背景を明らかにするこ

とである。 (2) より詳しくは、多重振り子

などを例題として、多自由度系に生じる保 

存系カオスの、熱とは異なる揺らぎとその

系の相空間構造の関連を探り、多体系のダ

イナミクスに薪たな知見を得ることを目的

とする。

３．研究の方法

研究の方法としては主に PCを用いた数値シ

ミュレーションを用いた。数値シミュレー

ションとしては、一部で拘束系に対するシ

ミュレーションを実行した。これは、ホロ

ノミックな拘束のある系の運動方程式を、

ラグランジュの未定乗数法を用いて解くも

のである。数値計算による時間発展の各ス

テップでラグランジュ定数を数値的に定め

ることで拘束を満たす。これは、分子動力

学の計算パッケージにおいて Rattle法と呼

ばれているものである。

また、数値計算と並行して平衡統計力学で

の計算も行った。近似的ではあるが、拘束

のある系に対して運動エネルギーの平均値

が質点ごとに異なり末端部で大きくなるこ

とを示すことが出来たのは数値計算結果の

サポートとして大きな意義があった。

４．研究成果

図１：質点が剛体棒でつながれた系

図２：　図１のモデルにおける各質点の運動エネル

ギーの長時間平均値。末端部で過剰となる。

質点が繋がれてできる鎖状多体系での運

動エネルギーの分配について著しい結果

を得た。まず、質点間が剛体棒でつなが

っている系においての結果を述べる。質

点が 1 次元的につながっている場合 ( 図

1)は、各質点の運動エネルギーの熱平衡

での値は等しくならない。これは、隣接

する質点間の距離が一定であるという拘

束条件により、運動エネルギーの表式の

中に座標が含まれ、そのために、エネル

ギー等分配則が  <(1/2)m_iv_i^2> = 

(1/2)kBT とは異なる形を取ることによ

る。



我々は、 1 次元的につながれた鎖状系

(planar  chain  model,  freely  jointed 

chain ）に対しては、末端部分の質点の平

均運動エネルギーが他の部分よりも過剰と

なることを数値計算により発見した ( 図

2)。またこの結果は近似的な解析計算によ

っても確かめられた。鎖が 1 次元的ではな

く分岐を持っている場合には、分岐点での

平均運動エネルギーが過小となることもわ

かった。結果は学会にて発表され、また、

論 文 （ T.  Konishi  and  T.  Yanagita, 

2009）としてまとめられた。

一方、実在する系には理想的な剛体は存在

しない。傾きが大きなポテンシャル（ある

いは大きなバネ定数）を剛体と近似してい

る。従って、バネ定数を大きくした極限が

剛体の系と考えられる。しかし、バネでつ

ながれた質点系では、バネ定数がいかに大

きくとも有限である限りは、熱平衡状態に

おいては通常のエネルギー等分配則が成立

する。熱平衡状態を設定するという極限操

作と、バネ定数を無限大にするという極限

操作が交換しない。この場合は、平衡状態

ではなく動的な過程を考えるべきである。

我々は、質点が 1 次元的にバネでつながれ

た系においても、過渡的には末端部分での

エネルギー過剰が観測されることを数値計

算により発見した。また、等分配成立まで

の緩和時間 τはバネ定数 k を大きくすると

ともに長くなり、 Boltzmann-Jeans 理論で

予想される τ∝exp(c√k) により良くフ

ィットされることを見出した ( 図3)。

ここで Boltzmann-Jeans 理論とは、系内に

タイムスケールを異にする部分系が共存し

ている場合、その 2つの部分系の間のエネ

ルギー移動が極めて遅く、典型的には 

exp(c(タイムスケールの比 )^α) となる、

というものである。以上の結果は学会な

どで発表され、また論文として出版され

た (T.  Konishi  and  T.  Yanagita, 

2010) 。

図３：　　質点がバネ定数 k のバネでつながれた

系における、等分配までの緩和時間のバネ定数依存

性。破線は Boltzmann-Jeans理論によるフィッティ

ング exp(c√k) 。

エネルギー等分配則の成立は完全な熱化

であり、その手前でエネルギー分配の不

均一化が見られたことは、本来の目標で

あった、非熱的なゆらぎと相関が新たな

分野で見られたことであり、意義深い一

歩である。
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