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拡張誤差函数，拡張ガンマ函数

一損失のある拡散現象に便利な新しい函数一

安　　達 芳　　夫

　1．　まえがき

　最近トランジスタや原子炉の出現と共に，途中で損失

や発生のある拡散現象（これを不完全拡散現象と呼ぶこ

とにしょう．その基礎方程式は付録1に述べてある）を

取扱う機会が急増してきたが，この種不完全拡散現象に

属する自然現象は極めて多い・たとえば熱伝導・化学反

応・RCG分布定数電気回路・放電現象・破壊現象・伝

染病などの伝播現象等々・

　ところでこの種の問題の過渡現象を考察するばあいに

は，従来数学的道具としてフーリエ級数展開とかたとえ

ば一次元問題では誤差函数を使用しているが，これらの

函数では不完全拡散現象の定性的性質をはあくするのが

困難な欠点がある・この欠点を除去するのにふさわし

く，かつ数学的にも意味のある函数として次に述べる函

数一拡張誤差函数・拡張ガンマ函数および不完全拡散

函数（すぺて仮称）一が便利であることがわかったの

で，その定義・主な性質と簡単な応用例を紹介してみよ
う．

　2．　函数の定義

　よく知られているように誤差函数，およびガンマ函数

群は次式で定義されている．

吻≡・（・）一
氏轣F・一㌔ξ

㈲≡s（・）≡｣・
r（・）≡∫°°ξツー1・－8d9

　　　　0
・昨∫le’一’e－－edξ

r（v・・y）≡∫°°～－1・㌔

（1－1）

。。一
ﾌ2

　　dξ＝1－¢（y）　　　　（1－2）

（2－1）

（2－－2）

（2－3）

　これらを拡張して拡張誤差函数および拡張ガンマ函数

群を次式で定義する．

⑳）≡
竅辜ﾁ（噛礁≠∫P－（←無

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－1）

s・（y）≡
ﾏf㌃（欄礁一・一¢t（y）（3－2）

r・・（v）一∫1～％一（ξ＋毒一2（－9－）’　K・　（・）（・一・）

翻イ～一㌔《ξ＋妥）dξ　　（4－一・）

　　　　　0

r，（・，・；y）≡∫°°e’一’e－（ξ＋垂）dξ　（・一・）

　さらに次式で不完全拡散函数群を定義しておく・

、r．（Y）≡∫野魯ξ＋垂）dξ

　　　　　o
∴似y）≡∫：～％一鴎）dξ

、r，（・，、・）≡∫°°e’”e’一（”ξ＋妥）dξ

3．　函数の性質

（亘）　xγz（V，y）の性質

（5－1）

（5－2）

（5－3）

　するとまずλγ謬（y，），）は実変数域Z，　P，λ＝（一。。，

　　　　　　　L－
。。），y＝〔0，。。）にて次の漸化式を満足する・（半無限

平面x＝O　nv≦oを除く）

揚、轡）一、γ夕一Ly）・る一一釜（6）

　　（v）　　　　　　　　　　　　　　（の　　　　e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂
　　T、γ。（v・・y）－5λγ。（・＋1・ツ）・T＝ンー万蕊・

　　　　　　　s・＝z＋毒　　　（7）

∴（T
柾¥1）（｝） A・。（v・・）一゜デ）

翼ﾖ）－Wy）

ここで i♂一（惣一轟＋1≠÷

　　　　　　　　　。、L、，農（1－2v∂9　　　　　　∂z）

∴［羅、＋≒2ツ奏…λ一轟］、㌔ω）一・（8）

この（8）式を付録（A．4）式と比較すればわかるよう

にλγz（v・y）はD（拡散定数）＝1の2（1一の次元

空間球対称不完全拡散方程式を満足しており，Z，　y，　Z，

ンはそれぞれ距離，時間，損失係数，および空間次元と

密接な関係がある．

　λ＞0ならばλ「2（レ，y）もまた上の方程式を満足する．

　次に次数が一レとンの函数間には下記の関係がある．

　　、・。（一・y・・Pt）一λ呪（i）恥、r。（巧蕎）

　　　　　　　　　　　　（2≒OUλ≒0）　　　　　　　（9－1）

　　　　　　　＝＝（÷）2’　rVX2（鴫）（・≒・）（9－2）

この式はガンマ函数には無い重要な関係式であるが，拡

散現象の性質を整理するのにも役立っ．たとえば一次元

問題（　　　1レ＝－　　　2）と三次元問題（・一一9）の関連臨二次元

問題（ッ＝O）の特異性など・なおλ＝－Oのばあいには
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（9－1）式が成立しないが（9－2）式は成立することを

特に記しておこう・よく知られてているように無損失一

次元問題では誤差函数が活躍するが，これは（9－－2）式

によるものである．

　さてz，y，　A，　Pと変数が多すぎるので，その数を減

らしたいばあいには次の相似法則を用いればよい（下記

関係式は四変数およびαiが複素数でも成立する）．

，（V，．y）一。、－2jγ（輸）一・・一’λr＿（Ve・・y）
λz　　　　　　　　：7蓋一ω12　　　　　　　　　－～1ω22
　　　　　　　　　　　　　　　　　“2　　　　　　　tUl
　　t・一暢、γ」め肴）（以上α‘…≒0）（・°）

　　　　　　　　　　～／ω3
これらの式でαゴ＝・－1とおけば拡散現象の一側面を知

るに役立っが，特にα3＝1μとおけば，

　　、f。（y・・Y）一ズ’・VX。卿）（λ≒°）　（1°！）

すなわちλγg（y，Y）はすべて拡張ガンマ函数γz，（y，yノ）

に帰することができる・ただしこの関係式はλ＞0（損失

のある拡散現象）のぽあいには便利であるが，λく0（発

生のある拡散現象）のときは1／λ9，λyがそれぞれ正の

純虚数，負の実数となり不便なので，後者では次の式

で函数一1γz・（レ，ヅ）に帰して整理するほうが好ましい・

、γz（…）一（－Z）：1・V＝AZ（・・一λ・）・（λ≒°）（1°”）

　ここでは損失のある拡散現象への応用に重点をおく関

係上，函数＿、γz（v，y）の性質の説明は省略する・

　（ii）γ、（Vt　y）の性質

次に函数γ。（v，y）は、γ。（v）y）でλ一1のばあい

の性質をもっていることはいうまでもないが，この函数

の性質を知るためには第1図の如き9，v，ッを三直線

直交軸とする三次元空間の部分空間9，ン，y＝〔O，。。）

（ただし直線x＝Onv・－Oを除く）での函数の挙動・特

に特殊面上における性質を調べておくと便利である・舷
　　　　y＝co　　　　　　　　　　　　　　（イ）γo（γ，y）＝＝γ（γ・57）

　　　　　　　　　　　　　（ロ）γ。。（γ，の＝o

　　　　　　　　　　　　　（ハ）rz（v，0）＝＝0
　（二）・・（v…）一・（号）ツπ．（・）

ウ｛口）

　（ホ）r・（S・・）一ノ7・－z・・（ゆ

　（a）γo（γ，oo）＝1てッ）

　（・）・・（｝・　・）　・・v7・（痢

　（c）γ。（0，。。）＝2K・（z）

　（d）ro（O，S）＝Eゴ（y）

　　　　　　第1図γ。（ン，y）函数空間

　そこで，まずx軸に垂直な平面として9－0，9＝。。を

採用すれば，各平面上で
　　γo　（ン，　ッ）＝＝γ　（レ，　ッ）　　　　　　　　　　　　　　　（11－－1）

　　γoe（ン，　ニソ）＝0　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11－－2）

次にy軸に垂直な平面y・＝O，y・＝。。上ではそれぞれ

　　r、（v，0）－0、　　　　　　　　　　　（12－1）

　　r，（・…）－r、（1）一・（音）ン瓦（z）　（・2－2）

さらにγ、（レ，y）はZに関して単調減少，　yに関して

単調増加函数であることが言える．

　以上のようにX軸，y軸に垂直な特定平面上での函
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数の性質はよく調べられているが，P軸に垂直な面y竃

（一定）上での函数の性質はまだ調べられていない・し

かもこの函数を拡散現象へ応用するにはン＝（一定）面

上での挙動を知っておくことこそ重要である・

そこで・一似ﾘ肌（これは一次元問慰役立っ）・

・（｝ノ）訴・（・σ）に準じ一C・r2（S・　y）一万〆

0。（〆y）とおけば［（3－1）式はこの関係を満足するよ

う定義してある］，¢z（ヅ）は下記（iii）に述べるように

誤差函数0（），ノ）に準じた，しかも拡張した簡単な性質

をもっている．

　以上を要約すれば，拡張誤差函数¢。（y）と不完全ガ

ンマ函数γ（ン，y），第二種変型ベッセル函数Kγ㊥

の三函数は，第1図の如きγ．（レ，’），）函数空間におい

て互いに直交する三特定平面上で定義された函数の関係

にある．なお（12）式からもわかる通り，γ。（y，y）は

不完全ガンマ函数γ（ン，y）の拡張函数であると同時に，

第二種変型ベッセル函数Kv（z）の不完全函数であると

の見方をとることもできる・このことはγ。（レ・y）の

定義式を次のように書直してみるとさらにわかり易い・

r．（・，　Y）　＝：（音）肇堪（9＋÷）dζ

　　　　　一（÷アr（雛・㌦　（・3＞

　　　　　　　　　　－00
なおKv（2）の定義式は
　　　　　　oo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Kv（・）一
轣Eh・θ・e”z　ch　e　d・－S∫e’e“z　ch　ed・

　　　　　　　　　　　　　　　　　－o◎　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）

　（iii）　のz（y）の性質

　次に拡張誤差函数¢、（y）は実変数域2，y－（一。。，

。。）にて次の性質をもっている・

　Oz（一一y）＝＝一のz（ツ），　¢＿z（ツ）＝e－’22¢z（ツ）　　　　　　　（15）

　ゆえにx，y＝［0，。。）にて考察しておけばよいが・

まずッに関しては
　　02（0）＝＝O，　Oz（oo）＝1　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）

券姐（y）一÷＋毒ア≧・　（・7）

ゆえに02（y）はz＝＝［0，◎。）にてツが0→。。のとき

0から1まで変化する単調増加函数である・

また9に関しては
　　Oo（y）＝0（y）≡≡≡erfニソ，　0　ee（）7）＝0　　　　　　　　　　　　（18）

÷⑳）一⑳）－S・（22y）≦・　（・9）

から0（y）はツ＝（0，。。）にぞ2が0→。。のときerf　y

から0まで変化する単調減少函数であることが言える・
また上にでてきたs・（2y）は・あたかも・i・・　s’・h

に対するcos，　coshのごとく，表現を変えると共範数

のごとく¢、（y）の各種運算に顔を出す函数である「（6）

式および（9－2）式に蛛するコが・この醐s・㈲

もz＝＝（0，。。）にてツが0→。。のとき0から1まで変

化する単調増加函数，y＝＝（0，。。）にて9がO→。。のと

き1から0まで変化する単調減少函数と’L・う単純な性質



　　第9巻　第1号
をもってい・る・第2図には函数⑳）・s・（22y）と変

数yとの関係をZを補助変数にとって図示してある・
実線は¢・（Y）識線はs・（毒）を表わす・

1．0

4’

到

’ヌ【

’

22　　Z
’

’

’

’

’
’

’

み司　Z

略06Mα2

1
　　　　　2・・　傷一1　傷　　傷・1
　　　　一一一’　y
　　　　　　　　実線・歪・・y・・点線は唄角一：

第・図卿い・（22ツ）醐・

Zが非常に大きくなると

⑳）≒s・（22夕）≒去s・（／万一2・） （20）
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第1表拡張誤差函数（および関連のある函数）の主泌ラプラ

　　　ス変換表（第二種）

e’－qλx　c・一痴 ﾊ。（　κ＿2～／t）

．＿三＿e－qλx⊂：　＿」Le－～／λx　¢）　＿　（vλt）

”σλ　　　　　　～／λ　　　　　　～！λx

素・－q”X’c　e－（酬、）v－Erw・（銑）

　P　e－qλx⊂4＝θ一（att＋vδx）¢＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4δガ）
（P＋ω）qλ　　　～／δ　　　　　　　　　　　　　　　　vδx
（。、勧一解⊂e－〔（λ”p2）　t＋PX）［S　sx（、57）

　　　　　　　　一・㎡・司

P・“’Eqxx ｼ、孟ガσ’＋号）

　　　　　　　⊥，θ一（　　　　X2λt十　　　　4t）
ムーq・NX⊂

　qλ　　　　　　～！ndt

7：7fしqλ・＝・／ρ＋λ・δ・＝λ一ω

（A、）

（A2）

（Bユ）

（B2）

（C2）

（D、）

（D2）

すなわち卿）・s・（92y）は共に同一誤差曲線に漸近

するが，この誤差曲線を次のように折線近似しておく

と応用上便利である・　（最大誤差0．105）

｝s・（／29－2y）

　　ノ　　　　　ノ－

ツ≦ゾ号子

房＋乎≧・≧／｝穿

｝π／
｝

十

4

亙2／
≧ア

（20ノ）

たとえぽ原点から十分遠方の点での損失のある拡散現象

の伝播速度を定義することもできる・

㈱撒誤差函漁（y），　S・（毒）・誤差函数・

の間には次のような重要な関係式が成立する・

卿）一一S［S・（毒一y）一齢・（毒÷y）］（2・一・）

iS　z（92ツ）－9［S・（毒一ツ）＋齢・（毒＋・）］（・・－2）

　4．　応　　用

　（i）ラプラス変換表

　さて不完全拡散函数ないしは拡張誤差函数を含むいろ

いろな微分積分方程式の計算を簡単に行うためには，周

知のようにこれらの函数を含むラプラス変換表を整備し

ておくと便利である・ここでは一次元拡散問題への応用

に重点をおいて，拡張誤差函数およびこれに関連ある函

数を含む主なるラプラス変換式（第二種）を第1表に示

しておこう・表中qλ　一〆P＋λで，これだけの表があれ

ば下記のような裏函数の表函数はすべて簡単な代数計算

で求めることができる・

　　・一呪÷ゲ呪P÷E；一・’qxx・f，。・－qλx・

　　，、㍉β・　㌦妻β・一σ㌔、÷β）ノ呪

　　　　　1　　e－qλx　．’　　P　　e－qλx，
　　（qλ．＋β）（」か＋α）　　　　　’　（qλ＋β）（P＋α）

　　ch　qxx　塑妊．P　ch　gλκ　sh　qxx　およびこれらの
　　sh　qλ二y，　sh　qλア，　ch　9パy，　ch　qλツ

函数にq・，÷赤が作肌懐函数

　なお第1表のうち（A1），（A2）両式は基本式として

特に重要であるが，各式はそれぞれ従来よく知られてい

る次式の拡張式になっていることを特記しておこう・

　　〆済㌔s（£〉．T）　　　　（Aiノ）

　　　2＿⊂＿Lの（〆！At）　　　　（Aノ）
　　〆P＋A　〆／λ

　（ii）　積分公式

　上のラプラス変換表を利用すると一次元不完全拡散現

象の整理にも役立っ一連の（第一種合成型）不定積分公

式表ができるが，その中の数例を下に示しておこう・

　　　t・ωc’　・，．，，x　x（v／2ξ）4ξ÷α’・．／、x（π）
　　蒐

　　　　　一毒み（～／λ一～／δ）二じ　　　　　　＿＿＿　　　　o～〆翫（〆δ’）（22－・）

∫！ξs廊（　x＿2／ξ）4ξ÷ω㌦（di・z7）

　　÷酬δ㌔轟（　x2｝／t）（22－・）

fξ一魏一峠）・轟［〆λ（t一ξ）］dξ

0

イ手〕ド㌔
VhX・2／∫

（

一　・一“t＋v？Vt’　s・（X32レ／彦）］

fξ一去・榊（・ξ＋等1）・

0

《／λ躍2　2レ／孟一・ξ

［

’x3 j

x2 ndξ

（23－1）
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イ耳〆鳩転篇（／画）

∫・．幅（／・ξ）・諏、［，／λ（t一ξ）］dξ

0

（23－2）

　　　一一，告・編（〆λ∫）＋λ午1㍉幅（ip’77＞

　　　　　　　　　ゆ　　　÷朝4崩駁2告）　（24）

ただし　δ篇λ一α，κ3＝κ1十κ2．

　（iii）　偏微分方程式への応用

　最後に偏微分方程式［（A・5）式でn－1のばあい］

　　纂一堪穿（・≦・〈・・または・＊≦w・・≦t）

の解y（x，t）を初期条件：y（x，0）－0と次の境界条件を

与えたばあいにつき求めておく［（／）（ロ）では0≦x＜。。，

㈲～（Nでは0≦x≦w］．

　（／）境界条件：y（0，t）　＝a，　y（。。，　t）は有界．

ll”・・y（x…）一・・－Xs　x（a7．T）　　（25）

静’）一一［¢x（〆丙報ゼ＠剥

（・）境界条件・嘉（・・t）：＝　一一　b，　y（…t）賄界

角孕：ニソ（x，t）＝＝　be－x　Ox（レ／t）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26）

蕃（x・・t）・一・　－be－XSx（，汚）

　的　境界条件：ッ（0，t）＝a，ッ＠，t）　・＝0

　　　　　　　　の　解：y（x，t）＝aΣ（－1）n”1M．　　　　　（27）
　　　　　　　　n＝1
e）境界条件・ツ働禍嘉（w・・t）一・

　解：ッ（x，t）＝＝a（Ml　一一　M2－M，－M，　十十一一…），（28）

㈱境界条件・一農働一一・（綱一・

解：ツ（x，t）＝b（1V1－－N2－1V3十N4十一一十……），（29）

（N境界条件・9／一（・・t）一一一農画’）一・

　　　　　　　co
解：y（x，t）－bΣNn
　　　　　　n＝＝1
ただし
　　M・　一一　e””2”s2．（、ft’7）・瓦一ゼ篇

ここで

（30）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　¢　（v’　t）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zn
　　　　22m＋・－2mw＋x，92．－2mω一x　　　（31）

　これら拡張誤差函数を用いて表わした解の特長は，ま
ず（・）　（・・）の二例では過渡瓶（爺）・¢・（／7）を

定常解ae－X，　be”－Xと分解して眺めることができる点に

ある・第3図にはxを補助変数にとりのx（v／t），Sx
（21f，77）のtによる変化模様姻示しておいた・また

的から（Nまでの四例ではMn，2V．が共にwがあま

り小さすぎない範囲ではnの増加と共に急速に0に近

づく正数で，数級の収敏が非常に速いのを特長としてい

る．なおこの四例では解の第二項以下は端反射の影響を

表わす項と見ることもできる．

4

1．0

＿0・8

翫，
三

k：：：1

生、産　研　究

1。
　　0　　　　　　　　　　1．0　　　　　　　　　　2．0　　　　　　　　　5．0　　　　　　　　　4．0

　　　　　　　　　　　　　　　　－t　　　　　　　　　　　実練は亜。㈹，点線は畷尭）

　　　　第3既（・／T）・鴫却曲線

むすび
　ここに簡単な紹介を行った拡張誤差函数・拡張ガンマ

函数は，もともとトランジスタ内部での少数キャリアの

挙動を説明するために案出したものであるが，話はトラ

ンジスタにまでおよばずある意味では無味乾燥なものと

なった・トランジスタとの関連は稿を改めて述べること

にしたいが，この拙文が不完全拡散現象および統計現象

に興味を持たれる読者諸賢にご参考となれば筆者の幸甚

とするところである・終りにあたって星合・高木教授，

今岡・尾上助教授およびトランジスタ研究班員各位に

厚く謝意を表したい．　　　　　　　（1957．1．16）

　〔付録1〕不完全拡散現象の基礎方程式

　いま対象とする物理スカラ量の体積密度（または，こ

れに相当する量）の平衡状態からのずれをρ［x／m3］，ρ

の流れの面積密度をi［X／m2sec］とすれば，一次反応

的不完全拡散現象の基礎方程式は次式で表わせる．　（物

理スカラ量の例：粒子数・人数・質量・電荷量・エ・ネル

ギF・ポテンシャル）

　　流れの式　　ε＝一一Z）7ρ　　　　　　（A．1）

　　齢の式一霧一一・・i一λ・　（A・・）

ここでZ）は拡散定数［m2／secコ，　zは損失係数［1／secコ

（λ＞0，λ＜0，λ二〇はそれぞれ損失，発生のあるばあ

3，および無損失理想的なばあい）．

　D，λ共に一定と仮定すれば

　　72・－i－・＋去審・〆鴨去2＋÷嘉（A3）

　特にn次元球対称のばあいには
轟÷（〆－1∂ρ　　　　∂r）一一Sp一卜去一募

すなちち

纂＋禦一募一老「・一÷多一・

次にλ≡ミ0に応じて

妻・［secユ／晋五［mコ

（A．4）

とおき［τを減衰（増犬）時定数または平均寿命，Lを
拡散距離と呼ぶ］，r／L・＝＝x，　t／τ＝－t，，ρ／ρo＝ッ（ρoはρの

基準値）とおけば

霧擦舞・蕩㈱はλミ・響駐；

　ゆえに上記仮定の下では一次反応的損失（または発生）

のある拡散現象の基本式として無次元式（A．5）式を考

察しておけばよい．


