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応用数理サマーセミナー2007
計算ホモロジーとその応用

札幌， 2007 

日本応用数理学会・北海道大学数学COE共催



序

昨年度，日本応用数理学会は北大COEとの共催で，学生や若手研究者向けのサマーセミ

ナー「確率微分方程式」を開催し，大好評のうちに終えるととができました。

本年度のサマーセミナーでは，数学の一分野である力学系理論の研究者が中心になって近

年開発されたソフトウェアパッケージ rComputationalHomology(計算ホモ口ジー)Jを取り

上げます。

本ソフトウェアは与えられたオフ、ジ、エクトの持つ位相量(連結成分の数，穴の数など)を計

算機の上で計算するものですが，数学以外の様々な分野の中で得られている大量の画像データ

から有益なトポロジカルな情報を抽出するのに大きな威力を発揮すると期待されています。

このパッケージは数学的予備知識があまりなくても利用は可能ですが，その強力な機能を

有効に利用するにはトポロジーとその代数的表現であるととろのホモロジーに関する基礎的

な数学的知識が欠かせません。

そこで本セミナーではまずは数学の非専門家に向けたホモロジーに関する数学的基礎を解

説いただき，その後本ソフトウェア利用に関するチュートリアルセッション，そしてとれらの

ソフトを使って実際に研究されている先生による具体的応用例の紹介まで、を一貫して行いま

す。特にチュー卜リアルセッションでは本ソフトウェアの開発者の一人で、ある PawelPilarczyk 
博士による詳細な解説があり，参加者それぞれに向けた丁寧な指導が行われます。

組織委員:石村直之，坂上貴之，棲井鉄也，長山雅晴，奈良高明，降旗大介，松尾宇泰
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第 1章計算ホモロジーへの誘い

国府寛司

京都大学理学研究科

1 はじめに

ホモロジーは，幾何的対象とその性質をより計算しやすい代数的情報に変換する操作で

ある.ホモロジーは，幾何的対象である図形が

-つながっているか

-つながっていなければ，いくつの部分(連結成分)に分かれているか

.各部分には穴(トンネル)が開いているか

-各部分には空洞(中空の部分)があるか

などの情報を(例えばベクトル空間のような)代数的な形で与える.ベクトル空間である

とすると，その次元が連結成分の数， トンネルの数，空洞の数，などを与える.

計算ホモロジー理論は，対象となる幾何的情報を計算機上で扱いやすい形で表現し，計

算機を用いてホモロジーを求めるためのノウハウの蓄積のことをいう.それは

(1)幾何的情報を計算機で扱えるようLこするための考え方・方法

(2)それ者計算機で実際に扱うソフトウェア

(3)様々な問題へのホモロジー計算の有用性・可能性の発掘

の3つの部分からなる.現在のところ，たとえば:

(1)についてはホモロジーの一般論では，幾何と代数をつなぐための中間生成物である鎖

複体と呼ばれるものを構築することが必要である.それには状況，目的によりいろいろな

構築の仕方があるが，通常は三角形，四角錐を標準的構成要素とする単体複体 (simplicial

complex)もしくは正方形や立方体を標準的構成要素とする方体集合 (cubicalcomplex)の

2つの方法がある.数学的には単体複体は基本的でホモロジーに関する入門書にはほぼ確

実に取り扱われている.例えば田村 [4]，桝田 [2]，瀬山 [3]など.一方で方体集合は(考え

方は単体複体と良く似ているが) Kaczynski他 [1]で初めて本格的に扱われた計算ホモロ

ジーに適した鎖複体の構成方法である.平岡・ Pilarczykの講義(第 2章)ではこれが基

本的な計算対象となる.

(2)については，平間・ Pilarczykの講義(第 2章)で解説される CHomP[5]と呼ばれる

ソフトウェアのパッケージがある.これは方体集合のデータからホモロジーを計算するソ
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フトウェアである.他にもホモロジー計算のソフトはいくつかあるが，筆者はあまり良く

知らない.

(3)が計算ホモロジーの主目的である.つまり図形のホモロジーを計算することによっ

て何かを理解し，それを何かに役立てたいということである.どのようなことに利用でき

るかは利用する人のアイデ、イア次第であり，その意味で無限の可能性があると信じている.

このサマーセミナーではそのような応用例の一部在荒井の講義(第3章)と寺本・Gameiro

の講義(第4章)で紹介する.第 3章では常微分方程式や写像の反僅合成で与えられる力

学系の時開発展の様子在調べるために，ホモロジー計算がどのように利用できるか，が解

説される.また第4章では流体の熱対流実験に見られる渦状パターン，大理石の多結品構

造やソフトマターのミクロ相分離界面の 3次元的ネットワ←ク構造などの様々な複雑な空

間パターンとその時間変化を理解するためのホモロジー計算を用いた新しいアイディアが

説明される.ホモロジ一計算はその他にも例えば

-迷路

・センサー・ネットワークにおける被覆問題

.画像処理

・動脈癌の診断

など様々な方面への応用や可能性が示唆されており，さらに広い範囲への応用が期待され

る.このサマーセミナーに参加された方々がご自身の問題にそれを見いだされれば大変す

ばらしいことである.

この第 1章では，このような計算ホモロジーへの入門のための基礎となるホモロジー

の基本的事項をごく簡単に紹介し，第2章以降への準備とする.想定している読者は，数

学的予備知識が微積分や線型代数程度であり，それ以上の数学は本格的には学んでいない

方々である.それ以上の数学的素養老ある程度持っている方々には冗長な部分が少なから

ずあることをあらかじめお斬りしておく.

2 ホモ口ジーの基本的構成:鎖複体からホモロジーヘ

上にも述べたように，対象とする図形のホモロジーを計算するためには，図形情報から

何らかの鎖複体を構成する必要がある.鎖複体は既に代数的な対象であり，いったん鎖複

体ができてしまえば，それから後の作業は(少なくとも原理的には)一定である.この第

l章では鎖護体として主に単体複体の鎖複体を扱う.

2.1 鎖複体

対象とする図形が (3次元ユークリッド空間]R3内の)曲面である場合に，その曲面か

ら作られる単体複体がどのようなものであるかをごく簡単に説明しよう.そのためにまず
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その曲面を各面が三角形の多面体と思うと(あるいは多面体で近似すると)，後述のよう

にしてその頂点，辺，面のデータをそれぞれに対応するベクトル空間の形で表し，頂点・

辺・面のつながり方がそれらのベクトル空間の聞の境界作用素と呼ばれる線型写像として

表すことができる.このようなデータが得られれば，それから単純な線型代数的な操作で

得られるいくつかのベクトル空間がこの曲面のホモロジーとなる.この手順は

(1)曲面を多面体とみなす(近似する)

(2)多面体の頂点・辺・面の情報から対応するベクトル空聞を 3つ作る(後述)

(3)頂点・辺・面のつながり方からそれらのベクトル空間の聞の線型写像を作る(後述)

(4)このベクトル空間と線型写像の組からホモロジーのベクトル空闘を求める(後述〉

に分解される.手順(1)はこの曲面を「三角形分割する」ともいい，これによりその曲面在

作り上げるための頂点，辺，面(これらを単体と呼ぶ)とその接合の仕方についてのデー

タが得られる.このような謹合的データを単体複体と呼ぶ.手順 (2)，(3)で作られるベク

トル空間と線型写像の組が，この単体複体の鎖複体と呼ばれる*ものである.すなわち単

体捜体の鎖複体とは，頂点，辺，面に対応するいくつかのベクトル空間とそれらの間の線

型写像を組にした代数的な対象のことである.

図 1:三角形分割された図形.

計算ホモロジーで用いられる方体集合は，手順 (1)の段階が単体複体と異なる.すなわ

ち曲面を三角形分割する代わりに正方形分割する，すなわち各面が三角形であるような多

面体で近似するのではなく，各面が同じ大きさの正方形であり，しかもすべての面が]R3

の庫棋面のどれかに平行になっているような多面体とみなすのである.これができればそ

の後の手順 (2-4)は，もちろん三角形と正方形の違いのために「つながり方」をどうやっ

て線型写像として表現するかなどの細部は少し異なるが，基本的には同じである.

重要なことは，同一の曲面からいろいろな単体複体，方体集合ができるということであ

る.つまり曲面老どのように三角形分割ないし正方形分割するかにはいろいろな仕方があ

り，分割を粗くすることも細かくすることもできる.細かくすればそれだけ曲面の細かい

構造を表現することができるようになるが，その代わり頂点・辺・面の数は増え，それに

よって対応する鎖複体のベクトル空閣の次元が増えることになる.対象とする図形がきれ

本最近の本ではチェイン複体と呼んでいるものも多い.
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いな滑らかな曲面であれば，粗い三角形(正方形)分害IJでもその図形の情報は十分良く表

現できるが，複雑な空間パターンを調べようとするときなどでは パターンの境界のなす

2次元的な図形は一般に非常に複雑なフラクタル的微細構造を持っていることも多く，そ

のような場合にそれを粗く三角形(正方形)分割したのではその微細構造を失ってしまう.

もちろん無限に微細な構造はいくら分割を細かくしても捉えられないし，もともと与えら

れている図形のデータが有限な解像度しか持っていない場合も多いし，計算時間の制約か

ら分割の細かさはどこかで何らかの打ち切りをしなければならないことも現実にはよく

ある.

どのように鎖複体を作るかは後で述べるとして，鎖複体というものがどういうものか，

またそれからホモロジーをどうやって求めるかを先にごく簡単に述べておく.話者具体的

にするために，言葉遣いは三角形分割された曲面から作られる単体複体の鎖複体を念頭に

おく.

ある図形に対して

・頂点 (0次元の単体)に対応するベクトル空間 Co

.辺 (1次元の単体)に対応するベクトル空間 C1

・面 (2次元の単体)に対応するベクトル空間 C2

• 3次元の単体に対応するベクトル空間 C3

• 
のようにベクトル空間の列 {Cdを考える.ベクトル空間 Ckではその図形のすべての k

次元の単体(以下では簡単に k単体という)の集合が基底(標準的な基底)となっている.

すなわち Ckの次元は k単体がいくつあるかを示している.

k鎖、とはいくつかの k単体の(実数係数の) 1次結合のことをいう.これは直接的な幾

何的イメージを持たない，単なる代数的な概念であるが，ホモロジーを考える際には基本

的である. 1つの k単体の境界はいくつかの (k-1)単体からなるが，そのつながり具合

がそれらのある l次結合として表現されるとする(詳しくは後で述べる).これは 1つの

(k -1)鎖である.そこで各々のk単体に対して，その境界となる (k-1)鎖を対応させる

ことにより，ベクトル空間 Ckの基底の 1つ 1つに対して Ck-1の元が対応するので，こ

れを自然に線型に拡張すれば，線型写像仇 :Ck→ Ck-1 (k = 0，1ぅ2，…)が得られる.こ

れは境界を取る操作の代数的な表現なので境界作用素とか境界準同型写像と呼ばれる.

後述のように単体複体でも方体集合でも，境界作用素はすべての k=lぅ2，…について

。kOθk+1 = 0 )
 

4
2
i
 (

 
をみたす.すなわち，ある (k+1)単体の境界を取って得られる k鎖を構成するそれぞれ

のk単体についてさらにその境界を取り，それを元の k鎖の係数によって足し合わせると

常に Oとなるということである.標語的に言えば「境界の境界を取ると 0となる」であり，

これは鎖複体という概念に求められる基本的性質である.

そこで数学的な鎖複体の定義は次のようになる:
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定義 2.1ベクトル空間の列{Ckh=u，1，2，..とその聞の境界作用素

品 :Ck→ Ck-1 (k=O，1，2，...) 

の組がすべての kについて性質 (1)をみたすとき，この組

C = (Ck，θkh=u，1，2，・

を鎖複体 (chaincomplex)と呼ぶ.いちいち kを書くのが煩わしい場合は C= (C町 θJと

書いてごまかすことも多く，慣れると結構便利である.

後述のように鎖擾体Cが三角形分割から作られている場合には単体複体の鎖複体，正方

形分割から作られている場合には方体集合の鎖複体↑という.すなわちこれらの名称の違

いは，どちらも代数的には鎖複体であるが，もとの図形との対応(すなわち図形から鎖複

体を構成する方法)が違うこと老あらわしている.

注意 2.1ここでは説明の簡単のために鎖複体を実ベクトル空間を基にして述べている.す

なわち鎖 (chain)というものを実数係数の 1次結合として考えているが，一般には l次結

合の係数としてはそれ以外にも様々な「もの」をとることができる.本来は最も基本的な

ものは整数係数であり，それは「境界を取る」という操作の代数的な表現では通常は整数

係数の 1次結合だけを考えれば十分だからである.しかし整数は除法について閉じていな

いので，整数係数で考えると k鎖の集合 Ckはベクトル空聞にはならず，それを少し拡張

した概念である「加群Jと呼ばれるものになる.線型代数の範囲を超えると，例えば対角

化などの標準形を求めることが複雑になるので，概念的にも実際上の計算でも話は少し面

倒になる.この講義では最初は線型代数の範囲で話を進め，最後に加群について簡単に述

べるが， CHomPの計算は基本的に整数係数のホモロジー，すなわち加群に基づいており，

その際には Smith標準形のような整数行列の標準形などの計算も用いられることになる.

2.2 鎖複体からホモ口ジーヘ

鎖複体C= (C*，θ*)ができると，それから自然に以下のような部分ベクトル空間が作

れる:

Zk = θk)-l(O) = Kerθk 

Bk θ'k+1(Ck十1) ニ I皿 θk+1

これらはいずれも Ckの部分空間である.このとき性質 (1)より Z εBkはある YE Ck+1 

を用いて x=弘+1(ν)と書けるので，8k(X) =仇(θ'k+1(Y))= 0となり，従って Zξ Zkで

あることがわかる.すなわち性質 (1)が成り立てばいつでも

Bk C Zk C Ck 

Tこの言葉遣いはあまり整合的ではない 正確には方体複体の鎖複体というべきである.あるいは三角形分

割の場合を多面体の鎖複体(もしくはホモロジー)というときには，正方形分割のときに方体集合の鎖複体

(ホモロジー)と言ってもよい しかし Kaczynski他 [lJなどの文献での慣例に従い，ここでも厳密には整合

性を欠くが，単体複体の鎖複体とかホモロジーに対して，方体集合の鎖複体とかホモ口ジーを対比して使う

ことにする.
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という基本的な包含関係が得られる.Zkの元老 kサイクル，Bkの元を kバウンダリIと

いう.

この段階で形式的にホモロジーを定義するのは簡単である.

定義 2.2鎖複体C= (C*， a*)のホモロジーとは，商ベクトル空間

Hk(かま
によって定義されるベクトル空間の列

Hネ (C)= {Hk(C)h=o，1，2， 

のことをいう.これを鎖複体Cのホモロジ一群という.また Hk(C)のことを k次元ホモロ

ジ一群ともいう.

ホモロジー「群」という理由は 上に注意したように本来は鎖複体はベクトル空間とい

うよりは加群であり，従ってホモロジー群もベクトル空間というよりは加群だからである.

しかし少なくとも第 1章では主として実数係数の加群 すなわち実ベクトル空間の場合を

扱うので，いっそホモロジー・ベクトル空間という言い方をしょうかとも思ったが，あま

り勝手に用語を作るのはよくないのでやめにした.

kサイクルとは「境界」を取ると Oになっているような k鎖のことであり，それはあた

かももとの図形の中での閉じた境界のない k次元曲面 (k次元部分図形というべきか)に

相当するようなものであると思える.サイクルの中には kバウンダリ，すなわち何かある

(k + 1)鎖の「境界」に対応するものが含まれている.もとの図形の (k+ 1)次元部分図形

のなす (k+ 1)鎖に境界作用素を施したものは，その (k+ 1)次元部分図形の境界に対応す

るk鎖になっていると考えるのは自然であり，多くの場合そのような幾何的な直観は正し

い.もちろん鎖複体の境界作用素と実際の幾何的な操作としての境界とは遣うので，いく

つかの k単体を集めて 1次結合を作った k鎖が，その幾何的な状況に反して kサイクルに

なったり kバウンダリになったりすることも大いにあり得る.

みを Bkで「割るJ，すなわちそれらの商ベクトル空閣を考えるというととは，鎖複体

Cに含まれる kサイクル全体の集合が kバウンダリの集合に比べてどれくらい大きいか，

を測ることに相当する.これは幾何的には f(k+ 1)次元部分図形の境界にならない k次

元部分図形がどれだけあるか」を測っているようなものであるといえる.その意味で

・Ho(C)の次元はもとの図形の連結成分の数を表し，

• Hl(C)の次元はもとの図形の穴の数者表し，

• H2(C)の次元はもとの図形の空洞の数を表し，ー

ということが納得されよう.これは後で述べる単体複体の構成者見ればより明確になる

(と期待する)• 
このようにホモロジーはもとの図形の何らかの幾何的情報を代数的情報に反映させ，計

算によって幾何的性質を理解するような操作である.特に代数的な性質を利用すれば幾何

1日本語では k輪体，k境界，などと言われるが，あまりしっくり来ないのでカタカナ書きにする.
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的には直ちには明らかでない事実も計算により導かれるなどの扱いやすさがある.後に述

べる「完全列」という概念は，このような代数的な性質をコンパクトにまとめたものであ

る種の代数的な対象を機械的に操作することで思いがけない強力な結論が得られたりする

こともあるなど，ホモロジーを扱う際の便利で重要な道具である.さらに 2つ以上の図形

の聞に連続写像があれば，その情報者ホモロジー群の聞の準同型(線型写像)に移すこと

により，その写像の持つ幾何的情報，さらには図形どうしの関係などについても知ること

ができる場合もある.

ホモロジ一群についてはひとまずこの程度のごく暖昧な概観にとどめ，その性質などは

次節で単体複体とそのホモロジーを導入した後で述べることにする.

2.2.1 商ベクトル空聞に慣れていない人への補足

わかってしまえば何でもないことだが，商ベクトル空間というもの，あるいはより一般

にある集合の同値関係による商集合というものは難しい概念で，それを感覚的に自然に扱

えるようになるには相当程度の習熟を要する.

ベクトル空間の場合には，あるベクトル空間 V とその部分ベクトル空間 W~こ対して，

VのW による商ベクトル空間Vハゲは，Vの中でのW の補空間であると考えてもよいだ

ろう.あるいは補空間の取り方はいろいろあるので，V/Wはそれらの補空間の抽象化，す

なわちそれらに共通の性質を兼ね備えた抽象的なベクトル空間という方が適切かもしれな

い.例えばV内でのW の補空間の次元は(それが有限次元であるとして)dim V -dim W 

という共通の値を持っているが，V/Wの次元はそれに等しい.

V/Wの定義自体を述べるのはそれほど難しくはない.Vの2つの元町，V2はりl-V2εW

となるときに同値であると定めて，Vの元 Uに対しそれと同値なすべての Vの元全体の

集合をい!と書き Vの同値類という.するとり1とり2が同値であることは [Vl]= [V2]とな

ることと同じことなので，ベクトル空間 VはUの同値類C[V]の形の集合)の集まりに類

則される.そこでこのような Uの|司値類の集まりに自然にベクトル空間としての演算を導

入してそれをベクトル空聞にしたものが商ベクトル空間V/Wである.ベクトル空間の演

算とは和とスカラー倍だが，このように定義した同値類に対しては

[V]十戸 [V+ v'] 

α[V] α. v] (αε ffi.) 

と定めるのが自然であり，これで矛盾なく定義されていることは容易に確認できる.(つま

り，Vlとり2が同値で叫と坊が同値なら，Vl十り;とり2十性や α.Vlとα.V2も同値であ

ることが確認できるということである.心配な人は自分で確認されたい.)

定義はこのようにそれほど複雑ではないが， I同値類の集まりに自然に演算を導入して

それをベクトル空間とみなす」という操作は極めて抽象的な操作であり，それが直観的に

どういうことに対応しているのかを心から納得するためには人によっては相当の時間がか

かる.その直観的な理解の助けとして，V/WはV内の W の補空間のようなものである，

と思うとわかりやすいのではないかということが上で、言いたかったことである.実際，[v] 

は集合としてはり十W，すなわち Uを通り W に平行な dimW次元の(アフィン)部分空

間であり，従っていlの形の同値類全体の集合というのは W の補空間方向の情報を集めて
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いるのであり，W の補空間在任意に 1つ固定すればυ+Wとその補空間の元とは 1対 1

に対応するので，そのような理解は直観的にも納得されるだろう.このような理解に基づ

いて練習をすれば，商ベクトル空間というものを感覚的に理解し運用できるようになると

期待する.

3 単体複体とそのホモロジー

幾何的対象である図形に対するホモロジーを考えるための第 1歩は，その図形が単純な

部品から組み立てられているように見なすことである.どのような種類の部品がどのよう

に組み立てられているか，といういわば設計図の情報が複体と呼ばれる概念であり，どの

ような種類の部品から組み立てるかによって，単体複体，方体複体，特異複体，など様々

な複体が考えられる.ここでは最も基本的な単体複体についてある程度丁寧な解説を試み

る.前節でも述べたように，単体複体は与えられた図形を三角形や四面体などのような部

品から組み立てるという考え方に基づく複体の構成方法である.そこでまずその部品とな

る「単体」の概念から始めて，単体複体の定義をし，それから単体複体のホモロジーの説

明と基本的な例の計算在する.これにより，ホモロジーが図形のどのような情報を代数的

に取り出しているかのおおまかな感覚がつかめるだろう.

3.1 単体複体

十分大きな次元5のユークリッド空間JRN内の n+l個の点Ao，Al，'・・ぅAnに対し，ベク

トル Uk=石石と定める

定義 3.1もし η 個のベクトル Ul，ー・ ，Unが l次独立ならば，それらによって張られる η

次元錐体，すなわち

IAoAl'" Anl =珂十倍何一
を点AoぅAl， • 一ぅ An を頂点とする η 単体という . {Adk=O，...，nを明示せずに単に η 単体と

いうこともある.また， η をこの単体の次元という.

O単体 IAIとは l点 Aのことであり 1単体 IABIは線分五B，2単体 IABCIは三角形

ムABCとその内部， 3単体IABCDIは四面体ABCDとその内部?・・・うのことである.単

体を表すのに σ，Tなどの記号を使うことも多い.

定義 3.2ある η単体σ=IAoAl'・圃Anlに対し，そこからいくつかの(例えばm個の)頂

点{Aん・・・ぅAkm}を取り除いて得られる (η-m)単体を σの(η -m)境界単体というこ

とにする.

!i I十分大きな」という表現は，次元をいくつとは指定しないが，この議論のために必要となるだけの大き

な次元を用意しておく，ということである.ここでは具体的にはせいぜい 4次元くらいまでの図形くらいし

か考えないので，わかりにくいと思う読者は，例えば 100次元ユークリッド空間だと思っていても構わない

(たぶん). 
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例えばσが2単体すなわち三角形 [ABC[とその内部のとき，その 1境界単体は 3辺 [AB[，

[AC[， [BC[のいずれかの辺であり， σが3単体，すなわち四面体 [ABCD[とその内部の

ときは，その2境界単体は 4つの面 [ABC[，[ABD[， [ACD[， [BCD[のいずれか， 1境界単

体は 6辺 [AB[ぅ[AC[， [AD[， [BC[う [BD[，[CD[のいずれかである.このような場合には，

境界単体をそれぞれ辺単体，面単体ということもある.単に境界単体と言えば，適当なf

についてのt境界単体のことをいう.単体ァがある n単体σの境界単体になっていること

をァベ σと表す.

定義 3.3十分大きな次元のユークリッド空間内の有限個の単体の集合 K が単体複体刊で

あるとは

(1) K ~こ属する任意の単体 σ の任意の境界単体ァもまた K~こ属し，

(2) Kの任意の 2つの単体内ぅσ2の交わり T=σlnσ2が空でなければナベ向。 =1ぅ2)

である，

の2条件が成り立つことをいう.単体複体Kに属する単体の次元のうちで最大のものをK

の次元といい， dimKと表す.Kに属する単体のうちで，その次元が k(0三k三dimK)

のもの全体のなす部分集合を Kkと表す.

例えば次の左の図のようなものは単体複体ではないが，右図のようにすると単体複体と

なる.

(a) (b) 

図 2:(a)単体複体で、ない;(b)単体複体.

注意すべきことは，単体複体とはあくまでいくつかの単体の集合であり，上の図のよう

に描いた図形そのものではない.しかし単体複体が与えられたとき，各単体はユークリツ

ド空間]RN内の部分集合であるから，それらの和集合を取れば，]RN内の図形が得られる.

これを単体複体Kの幾何的実現，もしくは多面体と呼び，[K[で表す.

ここでいう多面体は正多面体のような普通に多面体として思い描くものだけではない.

上の図の表す図形も通常は多面体とは呼ばないと思われるが，ーとの定義では「多面体」と

呼ばれることに注意されたい.また，多面体は連結である必要もない.

定義 3.4多面体 [K[が連結とは，その上の任意の 2点が [K[の中で連続な曲線で結べる

ことをいう.このことは，多面体 [K[の任意の 2つの頂点が K内の 1単体の列で結べる

ことと同値である(なぜか?)

『正確にはこれはユークリッド空聞に埋め込まれている単体を用いて構成される「ユークリッド単体複体J
と呼ばれるものの定義である.これに対し より抽象的に単体を定義し，それから定まる「抽象単体複体」と
いうものもある.例えば田村 [4]与を参照.
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多面体 jKjが連結でないとき，その上のある点 xE jKjの連結成分とは，jKj内でzと

連続曲線で結べるような jKjの点全体のなす部分集合をいう.多面体の連結成分はまた 1

つの多面体であり，しかもそれは連結である.多面体だけでなく，それを与えている単体

複体についても，多面体の連結性や連結成分の定義を借用することもある.

3.2 単体複体のホモロジー

単体複体のホモロジーを考えるためには，まず単体複体の鎖複体を定義する必要がある.

第 2節で述べたように，鎖複体は鎖群と呼ばれるベクトル空間と，その聞の線型写像であ

る境界作用素からなる複合的な代数的対象である.

単体複体Kの鎖複体は単体の集合である Kから抽象的に構成した鎖複体である.その

定義のためには，]RNの部分集合としての単体在，ベクトル空間の基底と見なせるような

抽象的な記号と見直すこと;こする.このように，ある単体σを抽象的な記号と見ることを

明確に示すために，記号としての単体はδと表すことにする.同様に，KやKkの元在す

べて記号と見なしたときの対応する集合をKゃKkと表す.

定義 3.5 単体複体 K~こ対し ， Kkで生成される実ベクトル空聞を Ck(K)と表し，Kのk

鎖群という.すなわち Kk= {δ1， .・・ ?δm}とするときに，Ck(K)は

α1&1 +α2δ2+・・・ +αmδmαzε ]R)

のような形式和で表される元全体のなす集合である.これには和とスカラー倍の演算が自

然に定義できるのでベクトル空間の構造が入り， {δ1ヲー.，&m}はその基底となる.単体複

体は有限個の単体からなるので，このようなベクトル空間は常に有限次元であることにも

注意されたい.

n次元の単体複体Kが与えられると，このようにして鎖群 Ck(K)(k = 0ぅ1，・・・ ，n)の

なす η+1個のベクトル空間の列が得られる.

境界作用素を定義するためには，単体の境界が代数的にどのようなものに対応するか，

ということを考える必要がある.例えば2単体，すなわち内部も含めた三角形σ=jABCj 

に対し，その境界は jABj，jBCj， jACjの3辺に対応する 3つの 1単体であり，従って代数

的には δの境界θδ は jABj+ jBCj十 jACjとなると言いたいところだが，境界のつなが

り方まで考慮すると jABj+ jBCj + jCAj とする方が自然である • jACjとjCAjは集合と

しては同一であるが，代数的にはこれらは「向きJが違うので，jCAj=一jACjと考える

と都合が良い.

このことを一般化して，k単体σ=jAoA1'" Akjに対し，AoぅA1，・・圃うAkの順序を置換

πによって並べ替えたもの (J'=jAπ(o)Aπ(1)... Aπ(k)jは，]RN内の部分集合としては σと

同一だが，記号として考えるときには，置換πの符号(すなわちその置換を互換の積とし

て表したときの互換の数の偶奇)sgn(めを用いて

ゲ=sgn(π)δ 

となると定めておく.
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定義 3.6k単体σ=IAoAl'" Aklに対し，その記号化したもの δの境界θδ を

8kO" = 玄(-1)~1... Ai-1Ai+l ・|
i=O 

と定めるこれは (k-1)単体の記号化の 1次結合なので Ck-1(K)の元である.これ在

線型に拡張することにより，線型写像

θIk : Ck(K)→Ck-l(K) (k = 1， ・叶 dimK)

が得られる.この線型写像を境界作用素という.

例えばσ=IABCDIのときには

向。 IBCDI一 IACDI+ IABDI-IABCI 
IBCDI + IADCI + IABDI + IACBI 

となる.以下の四面体の展開図者参照せよ.

A 

A D A 

(2) 

図 3:四面体の展開図. 4つの三角形 IBCDI，IADCIぅIABDI，IACBIはそれぞれ矢印の向

きに頂点が並んでいることに注意.

定理 3.1任意の k 0，・ぺ dimKに対し，境界作用素 θk十1 : Ck+l(K)→ Ck(K)と

仇 :Ck(K)→ Ck-l(K)との合成写像は性質 (1)，すなわち

。'k0 δk十1= 0 

をみたす.ただし C-1(K)， CdimK+l (K)はいずれも 0だけからなる自明なベクトル空間と

する.

11右辺の|ー・Ai-1A叶 1・ー|にも記号化の《をつけるべきだ、が，記号が煩雑になるので省略した.以下同様

の省略を行う.
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この定理はホモロジ一群者定義するために基本的である.その証明は上の境界作用素の

定義に従って合成写像の計算を行うだけである.一般的に書くとわかりにくいが，例えば

σ= [ABCD[のときには向。=[BCD[一 [ACD[十 [ABD[-[ABC[だったので，

θ'2(θ'3<1" ) δ2([BCD[ -[ACD[ + [ABD[ -[ABC[) 

([CD[一 [BD[+ [BC[)一 ([CD[-[AD[十 [AC[)

十([BD[-[AD[ + [AB[)一([BC[-[AC[ + [AB[) 

O 

となる.一般の場合もこれと同様のことをやれば良い.

この定理により C(K)= (Ck(K)， 8k)k=U，...，dirnKは第2節で述べた鎖複体の定義2.1をみ

たすことがわかったので，第 2節の手続きに従って単体複体Kのホモロジーが定義でき

る.すなわち

定義 3.7

Zk(K) θk)-l(O) = Kerθk 

Bk(K) = θIk+1(Ck十l(K)) 1m 8k+l 

はいずれも Ck(K)の部分ベクトル空間であり，性質 (1)より

Bk(K) c Zk(K) c Ck(K) 

をみたす.単体複体Kのk次元ホモロジ一群とは，商ベクトル空間

Zk(K) 
Hk(K) = Hk(C(K)) =一一一

Bk(K) 

のことをいい，単に Kのホモロジ一群といえば，これらの列

H*(K) = {Hk(K)h=u，...，dirnK 

のことをいう.

例 3.1(1単体のホモ口ジー)一般に η 単体σとその境界単体をすべて集めたものは 1

つの単体複体を定める.これを σの定める単体複体といい，K(σ)と表す.特に 1単体

σ= [AB[の場合には

K(σ) = {[AB川A[，[B[} 

であり，これから定まる鎖、複体は

Cu(K(σ)) {α[A[+β[B[ [仏 βε lR}

C1(K(σ)) {γ[AB[ [γε lR} 

とで与えられる.(kチ0，1のとき Ck(K(σ))= {O}である.)

12 



従って境界作用素品:Ck(K(σ))→ Ck-l(K(σ))はk#lのとき仇 =0であり，k = 1 

のときには

であるので，

Zk(K(σ)) 

BdK(σ)) 

となる.これより直ちに

。l(IABI)= IBI-IAI 

= {i日のとき)
(kチ0のとき)

{:ド0のとき)
(kチOのとき)

Co(K(σ)) 

{O} 

{γ(IBI-IAI) Iγε lR} 

{O} 

J (k = 0のとき) lR 
Hk(K(σ))さ〈

I (kチ0のとき) {O} 
(3) 

が得られる.ここで Ho(K(σ))竺 Rとは Ho(K(σ))がRと同型，すなわち l次元の実ベ

クトル空間であることを意味する.より正確には，Zo(K(σ)) = Co(K(σ))がIAIうIBIを基

底とする 2次元ベクトル空間であり，Bo(K(σ))がIBI一IAIを基底とする l次元ベクトル

空間であることから，商ベクトル空間

Zo(K(σ)) 
Ho(K(σ)) =一一一一

Bo(K(σ)) 

において IAIとIBIの定める同値類は一致し，それが Ho(K(σ))の基底となっている.

同様Lこすると nが何で、あっても n単体σのホモロジーは (3)で与えられることが確か

められる.(η=2の場合について各自やってみよ.)

一般に O次元ホモロジー群についてだけならば，次の事実が簡単に証明できる.

命題 3.2(連結成分とホモロジー)

(1)単体護体Kが連結でなく，その連結成分がK(l)ぃ・・ ，K(のであるとき，任意のkに

ついて

Hk(K) = Hk(K(l)) EB・..EB Hk(K(R)) 

である.

(2)単体複体Kが連結ならば，その O次元ホモロジーは

Ho(K)主 R

である.従って上の事実と合わせると，ちょうど E個の連結成分を持つ単体複体K

については

Ho(K)竺lRR

が成り立つ.
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言い換えると，dimHo(K)は単体複体Kの連結成分の個数を表している.この命題の

証明は定義に立ち返れば簡単に示せるが，ここでは省略する.例えば桝田 [2，定理3.11と

3.13]を参照されたい.

例 3.2(内部を含まない三角形のホモロジー)内部を含まない三角形 ABCの定める単体

複体は

K = {[AB[パBC[，[CA[， [A[， [B[， [C[} 

で与えられる.これは 2単体 [ABC[の境界単体全体からなる単体複体である.その鎖複

体は

Co(K) {α[A[+β[B[+γ[C[ [α，s，γεIR} 

C1(K) {u[BC[ +り[CA[+1川AB[[u，vぅωεIR}

であり，従って境界作用素仇は

Iα、
Co(K) 宝 IR3α[A[+s[B[ +γ[C[ f-+ Iβl 

¥γ/ 

凸(K) ~ IR3 叫BCI+ vlCAI + wlABI ~ C) 
なる同一視によって，行列

I 0 1 -1 ¥ 

θ1 = I -1 0 1 I 
¥ 1 -1 0 I 

と表される.この行列の階数は 2なので

dimZo(K) = 3う dimBo(K)= 2; dimZl(K)ニ 1，dimB1(K) = O. 

ゆえに

I (k = 0，1のとき) IR 
Hk(K)竺〈

I (k手0，1のとき) {O} 

を得る.特に Zl(K)の基底は [BC[+ [CA[ + [AB[で与えられるが，これは三角形をぐる

りと 1周するような閉折れ線である.あるいは

θl([ABC[) = [BC[ -[AC[十 [AB[= [BC[ + [CA[十 [AB[

なので， 2単体 [ABC[の1境界単体と言ってもよい.Bl(K) = {O}なので，この間折れ

線が Hl(K)の基底であると考えられる.
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A(=F) 

B 

図 4:内部を含まない 2つの三角形の l点和.

例 3.3(内部を含まない2つの三角形の1点和のホモロジー)内部を含まない2つの三角

形ABCとDEFの頂点AとF老接合した図形老考える.この図形の定める単体複体は

}( == {IABI， IBCI， ICAI， IADI， IDEI， IEAI， IAI， IBI， ICI， IDI， IEI} 

で与えられ，その鎖複体は

Co(}() {αIAI+βIBI+γ101 +dlDI +ηIEI 
|α，s，γ，d，ηε lR} 

C1(}() {pIABI + qlBCI + rlCAI + slADI + tlDEI + ulEAI 
1 p， q， r， s， t， uξ lR} 

であり，従って境界作用素仇は行列

， 
-1 O 1 -1 O 1 

1 -1 。。。O 

1 -1 。O O 

O O 。1 -1 O 

O O 。。1 -1 

と表される.この行列の階数は4なので

dimZo(}() == 5， dimBo(}() == 4; dimZl(}() == 2， dimBl(}() == o. 

ゆえに

r (k == 0のときlR

Hk(}()ヨ<(k == 1のときlR2

l (kチ0，1のとき) {o} 

を得る.特に Zl(}()の基底は IABI+ IBCI + ICAIとIADI+ IDEI + IEAIで与えられる

が，これは2つの三角形をそれぞれぐるりと 1周するような閉折れ線，言い換えると 2つ

の2単体 IABCIとIADEIのそれぞれの 1境界単体であり，Bl (}() == {o}なので，これが

Hl(}()の基底となる.
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以上の 2つの例から推察されるように，dimHo(K)が単体複体Kの連結成分の個数を

表しているのに対し，dimH1(K)は単体複体Kの「穴」の数を表す.より正確に言うと，

dimH1(K)は単体複体Kに含まれる閉折れ糠のうちで代数的に独立なものが何種類ある

かを表しているといえる.

例 3.4(内部を含まない四面体のホモ口ジー)内部を含まない四面体 ABCDの定める単

体複体は，各次元ごとに

Ko {IAIうIBI，ICIぅIDI}
K1 {IABI， IACI， IADI， IBCI， IBDIパCDI}

K2 {IBCDI， IACDI， IABDI， IABCI} 

で与えられる.これは 3単体 IABCDIの境界単体全体からなる単体複体である.その鎖

複体は

Co(K) {αIAI+sIBI十γICI+dIDIIα?β?γぅ3ε lR}

C1(K) {pIABI十qlACI十 rlADI+ slBCI + tlBDI + ulCDI 
Ipぅq，rぅs，tぅuε lR}

C2(K) {αIBCDI + blACDI + clABDI十 dlABCl1仏 b，c，dεlR} 

であり，従って前と同様にして標準的な数ベクトル空間lRlとの同一視のもとで，境界作

用素 δ1は行列

ーム

nu

噌

E
A一

1

0

0

'''''SEal--E

・E・-
2
1
、、

一一
噌

E
4no O 

I 

o 0 ¥ 

-1 0 I 

1 0 -1 I 

o 1 1 I 

-1 -1 0 

o 0 -1 

と，また δ2は
o -1 
o -1 
-1 0 

o 1 

-1 0 1 0 

1 1 0 0 

と表される.これらはともに階数3なので

1 O 

O 1 。-1 
δョ=I ~ 。

dim Zo(K) = 4， 

dimZl(K) = 3う

dimZ2(K) = 1， 

dimBo(K) = 3 

dimB1(K) = 3 

dimB2(K) = 0 

ゆえに

I (k=O，2のときlR
Hk(K)竺〈 、 一二ノ

1 (k # 0，2のとき) {O} 
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を得る.特に Z2(K)の基底は IBCDI一IACDI+ IABDI-IABCIで与えられるが，これ

は (2)より四面体 IABCDIの2境界単体に他ならない.B2(K) = {O}なので，この 2境

界単体がH2(K)の基底である.すなわち H2(K)の基底は，四面体の 4つの面がなす「空

洞J(中空の部分)を表現している.

同様にして，内部を含まない 2つの四菌体を 1頂点で接合させた図形の定める単体複体

の2次元ホモロジー群は， 2つの空洞に対応する 2サイクルを基底とする 2次元ベクトル

空間である.一般に，ある単体複体Kに対して dimH2(K)は，Kに含まれる空洞の数，

より正確には K内の空洞に対応する 2サイクルのうちで代数的に独立なものの個数を表

しているといえる.

これまでに見てきたことから，ある単体複体Kのk次元ホモロジー群Hk(K)の次元は

Kの幾何的構造の情報を含んでいる.

定義 3.8単体複体Kのk次元ホモロジ一群Hk(K)の次元老 k次元ベッチ (Betti)数と

いい，品(K)と書く.

上で述べたように，so(K)は単体複体Kの連結成分の個数を， βl(K)はK内の「穴」の

個数を，ゐ(K)はK内の「空洞」の個数をそれぞれ表している.Kが例 3.3の単体複体

の場合のベッチ数は

so(K) = 1う βl(K)= 2， sk(K) = 0 (kチ0，1)

であり，例 3.4の場合ならば

so(K) = 1う s2(K)= 1， 品(K)= 0 (kチ0う2)

である.

本稿ではここまで，ホモロジー群を実ベクトル空間として定義してきたので，その次元

がわかれば同型を除いてベクトル空間としての構造は決定されてしまう.従ってベッチ数

を知ることとホモロジー群を知ることはほとんど同義であるともいえる.しかしながら，

上の例でもわかるように，ホモロジー群の計算においては，その次元を知ることだけでな

く，基底がどういうサイクルによって表されているかを知ることも重要である.例3.2や

例 3.3では 1次元ホモロジー群の基底が，それらの例での単体複体の穴を囲む閉折れ線

を表しており，例3.4では 2次元ホモロジ一群の基底は，空洞，すなわち中空部分を表現

していた.一般に単体複体Kに対し，Hl(K)の基底在知ることは，単にK(こいくつの穴

が空いているかだけでなく，それらの穴がどこにどのように空いているかの情報を持って

いる.H2(K)の基底はKの空洞がどこにどのように位置しているかの情報を持っており，

それらを知ることで，Kの空洞の単なる個数以上の幾何的構造を知ることができる.もち

ろんホモロジーは代数的な操作であるので，基底の持つ情報は穴や空洞の完全な位置情報

とは言えないが，それでも基底を知ることでベッチ数という単なる数情報以上の情報が得

られることが多く，ホモロジー計算の応用においてもこのことが十分に意味のある結果に

結びつくことは少なくない.第 5.1節を参照せよ.
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3.3 一般の図形の単体分割

この節の冒頭で，単体複体は単体を部品として組み立てた図形の設計図のようなもので

あると述べたが，同じ図形でもどれくらい細かい部品を使うかによって組み立て方の設計

図(すなわち単体護体)は異なる.同じ図形から作られた異なる単体複体はどの程度まで

共通の性質を持っているか，特にそれらのホモロジーは同じか，ということは基本的な問

題である.この節ではホモロジーから一旦離れて，一般の図形(位相空間)の三角形分割，

すなわち一般の図形を単体複体と関係づけるための考え方について簡単に解説する.一部

の定義や説明は図に頼っておりあまり厳密ではないので，正確な定義や詳しい説明は田村

[4]などを参照されたい.

内部を含まない正四面体の表面は，球面の lつの三角形分割であると言える.このよう

に言えるのは，正四面体がゴム膜でできているとして，その中に空気を一杯に入れれば，

それは丸くふくらんで球面になるからである.数学的にはこれは正四面体の表面の表す 2

次元図形と球面という 2次元曲面が位相的に向型，すなわち同相だからである.一般に 2

つの図形(数学的には位相空間という)XうYが同相とは， Xから Yへの 1対 lで上への

連続写像f:X→Yであって，その逆写像f-1:Y→Xもまた連続となるようなものが

存在することをいう.このときこの写像fをXから Yへの同相写像という.

正四面体と球面の場合には，例えば正四面体を原点Oを内部に含むように置き，さらに

原点を中心とする球面の半径を十分大きくして球面の内部に正四面体がすっぽりと含まれ

るようにするとき，原点在出て無限にのびる任意の半直線は，正四面体の表面および球面

とそれぞれ l点ずつで交わる.そこでその交点同士を対応させることにより，正四面体の

表面から球面への 1対 1で上への写像が定義され，それもその逆写像も連続であるので，

これが正四面体の表面から球面への同相写像fを与える.従って，正四面体の表面は球面

と同相であると言える.

正四面体の表面は各面が三角形であるので 2次元の単体複体Kの幾何的実現としての

2次元多面体IKIであると見なせる.それから球面 82への同相写像 f:IKI→ 82 によ

り，Kの各単体σのfによる球面上の像f(σ)を考えると，それにより単体擾体の持つ情

報と同じ情報が球面上に与えられたことになる.このことを，写像fによって球面上に 1

つの単体分割が与えられた という.正四面体の代わりに正八面体や正二十面体などを用

いても同様のことができ，それらは球面に正四面体の場合とは異なる単体分割を与える.

定義 3.9位相空間Xがある単体複体Kの定める多面体IKIと同相であるとき，同相写像

と:IKI一→ Xを指定することを， Xを単体分割するという.

注意 3.1これまで「図形」という言葉をあいまいなままに用いて来た.一般に位相空間

とは「位相」という遠近の概念が指定された集合を言うが、考えている位相空間があまり

にも複雑なものであれば，それ老単体分割できるとは限らないことに注意されたい.位相

区間Xが単体分割可能であれば，ある単体複体Kと同相写像f:IKI→ Xが存在するの

で， Xは多面体IKIと同相であり，位相空間としてはこれらは区別されない.しかし多面

体というときにはそれは背後にある単体複体の構造を指定した位相空間であり，単なる位

相空間よりも単体複体を指定された分だけ多くの情報を含んでいる a 言い換えると，単体

分割可能な位相空間は(後で述べるように)いろいろ異なる仕方で単体分割ができ，従っ
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ていろいろ異なる多面体と考えることができる.そこで多面体と区別して，単体分割可能

な位相空聞を位相多面体と呼ぶことLこする.

以下，本稿では「図形」と言えば位相多面体のことを意味する.

ある位相空間Xが2通りの単体分割 K，K';を持つならば， 2つの同相写像

ご:[K[-→X，ど:[K'[-→X 

が存在し，従って

f=(ど)-1o~: [K[→ [K'[ 

も同相写像ゆえ， 2つの多面体[K[と[K'[は同相である.しかしこの同相写像はもとの単

体複体K，K'の間の単体複体の構造を保つような写像とは限らない.一般に 2つの単体

複体KうK'に対して，連続写像f:[K[→ [K'[から対応する単体複体K，K'の聞の単体複

体の構造を保つような対応関係が導かれるだろうか?そこでまず，単体複体の構造を保つ

写像である単体写像の定義から述べる.

定義 3.10 2つの単体複体K，K'の頂点，すなわち O単体の集合をそれぞれKo，Kbとす

る写像ψ:Ko→ Kbが次の性質(*)をみたすとき， ψをKから K'への単体写像とい

い，単に ψ:K→K'と書く:

(*) 単体複体Kの任意の単体 [AoA1..， Ak[ ~こ対し ， [ip(Ao)ψ(A1).. .ψ(Ak)[はK'の

ある 1つの単体である.(しかし [AoA1圃 ..Ak[と同じ次元である必要はなく，次元が

d、さくなってもよい.)

単体写像ψ:K→ K'が与えられると，Kの任意の単体σの頂点がK'のある単体 Tの

頂点に写るので，それを σとそのすべての境界単体の内部に線型に拡張すると， σから T

への写像が得られる.このような ψの拡張を Kのすべての単体について行うと，[K[か

ら[K'[への区分的線型写縁 |ψ|が得られる.これは単体写像ψから誘導される連続写像で

ある.

特に単体写像ψ:K→K'，すなわちそれらの頂点の集合の間の写像ψ:Ko→Kbが l

対 1で上への写像で、あるとき， 2つの単体複体K，K'は単体同型であるという.このとき

には ip-1: K'→ Kも単体写像であることに注意.また|引により [K[と[K'[は自然に同

相になることも容易に示せる.(考えてみよ.)

例えばK老五角形 A1A2A3A4A5の周が定める 1次元単体複体，K'を三角形 B1B2B3

の周が定める 1次元単体複体とするとき，写像

ψ: {A1， A2ぅ・・ うA5}→ {B1'B2' B3} 

を

ψ(A1) =ψ(A2) = B1，ψ(A3) = B2ぅ ψ(A4)= ip(A5) = B3 

と定めると，これは Kから K'への単体写像である. しかし

ψ: {B1， B2ぅB3}→ {Al， A2'・・・ぅ A5}
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A3 

を

B 2 

図 5:単体写像.

ψ(Bd = A1，ψ(B2) = A3，ψ(B3) = A5 

とすると，これは単体写像にはならない.(なぜか7)

83 

単体写像は単体を単体に写しているので、単体複，体の構造を保っていると言って良いだろ

う.では，ある多面体IKIから別の多面体IK'Iへの連続写像f:IKI-→IK'Iが与えられた

とき，これがKから K'への単体写像を定めるだろうか?この間いに対しては，上の多角

形の例を考えてみるだけで，一般には否定的であることが容易にわかる.しかし，この多

角形の例から想像すると，一般に，与えられた単体複体から始めて，多面体は変えないで

その単体分割を細かくしていくことにより，与えられた連続写像を十分良く近似する単体

写像が得られるということは期待できそうである.

以下ではまず，単体複体の分割在細かくすることに対応する「細分」という概念と，連

続写像を十分良く近似する単体写像を得るという「単体近似」の概念を説明し，基本的な

定理である「単体近似定理」を述べる.

定義 3.11 2つの単体複体 K，Lが同ーの多面体を定める，すなわち ]RN内の集合として

IKI=ILIであるとき，Lの任意の単体σに対してKのある単体Tが存在して |σIc ITIと

なるならば，LはKの細分であるといい，L<JK と表す.

L K 

図 6:単体複体K とその細分L.

定義 3.12 2 つの単体複体K， L~こ対し，それぞれの適当な細分Kヘ L' で K' と L' が単体

同型となるようなものが取れるとき K とLは組み合わせ同相という.

単体複体KとLが組み合わせ同相ならば，位相空間としては IKI= IK'Iぅ ILI= IL'Iで

あり，また K'とL'が単体同型であることから IKーっと IL'Iは同相なので，特に IKIとILI
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は同相であることがわかる.すなわち単体複体の組み合わせ同相は対応する多面体の同相

よりも強い概念である.

次に連続写像の単体近似の概念を説明する.

定義 3.13単体写像ψK→ K'が連続写像 f:IKI→ IK'Iの単体近似であるとは， IKI
の任意の点 Zに対し，f(x)がK'のある単体σの内部に含まれたならば， I判(x)ε|σ!と

なることをいう.

単体複体 Kの頂点 Aに対し，Aを頂点に持つ Kのすべての単体の内部の和集合を

O(AヲK)と書き，頂点Aの開星状体と呼ぶ.すなわち

O(A， K) = U Intσ 
A-<σ 

である.単体写像 '(J: K → K'がf:IKI→ IK'Iの単体近似であることは

f(O(A， K)) C O(ψ(A)，K') 

が任意の Aε Koについて成り立つことと同値である.

多面体の聞の与えられた連続写像 f:IKI→ ILIの単体近似老得るためには，一般には

Kの十分細かい細分を取る必要がある.そのための標準的な細分方法として用いられるも

のが重心細分と呼ばれるものであり，それは Kの各単体にその重心者添加して，それか

ら下の図のようにして得られる Kの細分である.これを Sd(K)と表す.

重心細分の正確な定義をきちんと述べるのは少し面倒であり，ここでは特に証明などの

技術的な議論はしないので，国に頼る感覚的説明にとどめておく.詳細は例えば田村 [4ぅ

39]を参照されたい.

し K 

図 7:単体複体Kの重心細分L.

次の定理は，単体複体KぅLの聞の連続写像f:K→Lに対し，Kの重心細分を繰り返

し行うことにより得られる単体捜体 Sdm(K)から Lへの適当な単体写像で fを十分良く

近似できることを述べており，単体近似定理と呼ばれる重要な定理である.

定理 3.3(単体近似定理) 2つの単体複体K，Lと連続写像 f:IKI-→ILIに対し，十分大

きな自然数m をとると fの単体近似ψ:Sdm(K)→Lが存在する.

単体近似がどれくらいもとの連続写像の性質を保存するかについて，次の結果が成り

立つ:
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命題 3.4単体写像ψ:K→ K'が連続写像f:IKI→ IK'Iの単体近似ならばfと|叫はホ

モトープである.

ここで 2つの写像がホモトープであることの定義は次のように定義される.

定義 3.14 2つの連続写像fぅg:X→Yがホモ卜ープとは，連続写像

H: X x [0，1]-→Y 

で，任意の Z εXに対し H(xぅ0)= f(x)， H(xぅ1)= g(x)という条件をみたすものが存在

することをいう.このことは写像fとgが連続変形で移り合うことを意味する.写像fと

gがホモトープであることを

f"'g 

と表す.

すなわち，単体近似定理とは，与えられた連続写像f:IKI→ ILI ~こ対し ， K の重心細分

を十分多く繰り返せば，細分された単体複体Sdm(K)から Lへの単体写像ψ:Sdm(K)→ L 

で，それが誘導する連続写像|引がfとホモトープになるようなものが存在すること在示

している.この結果は次節で述べる連続写像のホモロジーへの誘導準同型写像の定義やホ

モロジー群の位相不変性などの議論において基本的である.

上の命題の証明は単体近似の定義からほぼ明らかである.実際 xεKに対し，f(x)が

K'のある単体σの内部に入れば |ψI(x)も同じ単体σに属するので，その単体内で直線的

に連続変形できるからである.

4 ホモ口ジーに誘導される写像，相対ホモロジー

前節では単体複体とそのホモロジ一群を導入したが，我々の興味は図形の幾何的性質を

理解することであり，そのために対象とする図形(位相空間)を単体分割することによっ

てそこに単体複体の構造を指定したのである.この指定された単体複体についてはホモロ

ジー群老考えることができるが，同じ図形に異なる単体擾体の構造が与えられたときに，

それらのホモロジー群が一致するかどうかはまだ論じていなかった.この節では，これら

の問題在考える.それには図形(位相空間)の聞の連続写像や単体複体の聞の単体写像が

ホモロジー群にどのように影響するかを考察することになる.

4.1 誘導準同型写像

まず最も考えやすい単体写像の場合から始める. 2つの単体複体KうK'の間の単体写像

伊 :K→ K'はKのk単体σをK'の単体ァに対応づける.ただしァは一般には k単体も

しくはそれよりも低い次元の単体である.Kのk単体σの記号化。の全体は鎖群 Ck(K)

の基底をなすので，

(ψ(σ)がK'のk単体のとき)
(ザ#)k(δ)= < 

汁 I (ψ(σ)がk-1次元以下の単体のとき)
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と定め，それを線型に拡張することにより線型写像

(ψ#)k : Ck(K)→Ck(K') 

が得られる.このようにすると簡単な計算により，次が示せる.

命題 4.1単体複体K，K'から定まる鎖複体C(K)，C(K')の境界作用素θヲグと上で定めた

線型写像ψ献との聞には次の関係式が成り立つ:

任意の k=Oぅ..，dimK ~こ対し θ~ 0 (ψ#)k = (ψ#h-l 0 ak (4) 

これを図式で表すと

↓ 

十ーー Ck-l(K) ÷一δーk一一 Ck(K) +一一 ・・

(ψ#)k-l↓ (ψ#)k↓ 

+一一 Ck-l(K) ←δーLー Ck(K) 十一一 ・・

となる.このような鎖複体の聞の可換図式をみたす線型写像は鎖準同型写像と呼ばれる.

鎖準同型写像が得られれば，それから自然にホモロジー群の聞の準同型が導かれる.すな

わち性質 (4)より

(作.h(Zk(K)) c Zk(K') 

(ψ#)k(Bk(K)) c Bk(K') 

がただちに従うので，これらの商ベクトル空間の聞の準同型写像(線型写像)

('P*)k : Hk(K)→Hk(K') 

が導かれる.これを，単体写像'P:K →K'から誘導されるホモロジー準同型写像という.

定義 3.10より. 2つの単体写像 ψ:K→K'と'P': K'→K"の合成〆 Oψ:K→K" 

は明らかにまた単体写像である‘従ってそれらが誘導する鎖準同型写像

ψ# C(K)→ C(K') 

作 C(K')→C(K")

('P' 0 'P)# C(K)→C(K") 

が定義できるが，これらの間に

('P' 0 ψ)# = ψ;4tO伊# (5) 

が成り立つことも，ほぼ明らかであり，それからホモロジー群の準同型写像の聞にも同様

の関係が成り立つことが簡単に導かれる.
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命題 4.2単体写像ψ:K→ K'，<p' : K'→ K"から誘導されるホモロジー群の準同型写

像について

(<p'o ψ)* =は o<p* : H*(K)→H*(K')→H*(K") (6) 

が成り立つ.

後で必要となる重心細分の性質を挙げておく.

命題 4.3 (1)単体複体Kの重心細分Sd(K)に対し，標準的な単体写像

π: Sd(K)→ K 

が存在して，それはホモロジー群の間の同型

民 :H*(Sd(K)) ~ H*(K) 

を導く.

(2) qとpなる任意の O以上の整数p，qに対し，この標準的単体写像πをq-p回繰り返

し合成することにより

可:Sdq(K)→ SdP(K) 

なる単体写像が定義できる.これももちろんホモロジー群の同型

(弓)*: H*(Sdq(K)) ~ H*(SdP(K)) 

を導く.

(3)単体写像 ψ:SdP(K)→ Lが連続写像 f:IKI→ ILIの単体近似であり，q > pな

らば，

ψo 1r~ : Sdq(K)→ L 

もまた fの単体近似である.

一般の図形(位相空間)X，Yの聞の連続写像 f: X → Yに対しては，次のように

してホモロジ一群の準向型が導かれる.まず，位相多面体 XうYに対し，その単体分割

KうLを1つずつ指定する.(すなわち X とYに多面体の構造を入れて，位相空間として

X = IKI， Y = ILIとみなす.)

このとき単体近似定理により，連続写像f:IKI→ ILIの単体近似 <p:SdP(K)→Lが存

在する.すると命題4.3(2)より

(πiD* : H*(SdP(K))竺 H*(K)

であるので，ホモロジー群の準同型写像

ム:H*(K)→ H*(L) 

を

ム=hO(7rt)J1 

24 



と定めると，これは単体近似となるpの取り方によらない.実際，別の単体近似ψ:Sdq(K)→ 

Lをとると qチpなので，q > pとして一般性老失わないが，このとき

ψ=ψO π; 

なので，命題4.3(2)より

仏 O(4)J1=仏 o(司)*0 (7fO);l = 'P* 0 (7fO);l = f* 

となるからである.

定義 4.1以上によって定義された準向型

ム:H*(K)→ H*(L) 

を，連続写像 f:IKI→ILIから誘導されるホモロジー準同型写像という.

4.2 誘導準向型写像の性質

連続写像の誘導するホモロジー準同型写像は，単体写像が誘導するホモロジー準同型写

像に基づいて定義されていることを考えると，次の命題が成り立つことは自然である.

命題 4.4連続写像 f:IKI-→ILI， g: ILI-→IMIから誘導されるホモロジ一群の準同型写

像について

(g 0 1)* =ふ Oム:H*(K)→ H火 (L)→ H*(M) (7) 

が成り立つ.

実際，この命題は単体写像についての対応する命題4.2と連続写像から誘導されるホモロ

ジー準向型写像の定義を用いれば容易に証明できる.

位相多面体Xに対しては，その単体分割X=IKIを与えるとそのホモ口ジー群は

H*(X) = H*(K) 

と定義することができるが，それは Xの単体分割に依存するように見える.また位相多

面体X，Yに対し，連続写像 f:x= IKI→ Y = ILIから誘導されるホモロジー準同型

ム:H*(K)→H*(L)もその定義自体は単体分割lの仕方に依存している.しかしこれらは

実は X，Yの単体分割の仕方によらないことがわかる.それを示す鍵となる性質がホモロ

ジ一群のホモトピー不変性である.

前に定義したように， 2つの連続写像f，g:X→ Yがホモトープとはこれらが連続変

形で移り合うことで、あった(定義 3.14). 

定理 4.5 2つの多面体の聞の連続写像f，g:IKI-→ILIがホモトープであれば，それらが

誘導するホモロジー準同型について

ムニル:H*(K)→ H*(L) 

が成り立つ.
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定義 4.2 2つの位相空間XうYがホモ卜ピ一同値であるとは， 2つの連続写像

f:X →Y， g:Y →X 

が存在して

9 0 f '" lxぅ f0 9 '" ly 

となることをいう.ただし lx:X →XはX上の恒等写像をあらわす.位相空間XとY

がホモトピー同値であることを X ご Yと書く.例えば図2の多面体は円周とホモトピー

同値である.

従って上の定理より直ちに

系 4.6(ホモロジ一群のホモトピ一不変性) 2つの多面体IKI，IK'Iがホモトピ一同値なら

ばそれらのホモロジー群は同型である:

H*(K) ~ H*(L) 

を得る.実際， IKIパLIがホモトピー同値であるので

9 0 f '" l1KI' f 0 9 '" llLI 

となる連続写像 f:IKI→ ILI， g: ILI-→IKIが存在するが，上の定理からそれらが誘導

するホモロジー準同型について

仏 ofネ=(lIKI)判ム O仏=(lILI)* 

となるので

ム:H*(K)→ H*(L)う仏(L)→ H*(K)

は互いに他の逆写像であり 従ってそれらは同型写像である.

特に 2つの多面体が同相であれば，あきらかにそれらはホモトピー同値であるので，

系 4.7(ホモロジ一群の位棺不変性) 2つの同相な多面体のホモロジ一群は同型である.

を得る.

位相多面体Xに対して， 2通りの単体分割K，K'が与えられた，すなわち同相写像

c: IKI一→ Xぅど:IK'I一→ X

が与えられたとすると，

(ど)-10c : IKI -→ IK'I 

は同相写像ゆえ，上の結果からそのホモロジー群は同型である:

{(ど)-10ご}*= (己)-10ι:}五(K)さ H*(K')

従って，位相多面体Xのホモロジ一群老，Xの単体分割c:IKI-→Xを1つ選んで

H*(X) = H*(K) 
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と定義すれば，単体分割を取り替えてもホモロジ一群は 2つの単体分割在与える写像から

誘導されるホモロジ一群の同型写像の違いしかない.この意味で位相多面体のホモロジー

群は(同型を除いて)一意的に決まる.同様にして，連続写像 f:X→ Yに対しでも

ム:H*(X)→H*(Y) 

Ii:， 単体分割c:IKI→X，η: ILI → Y~こ対し

(η一10f 0 c)* : H*(K)→ H*(L) 

のことと定めると，同型写像の違いを除いて，ム:H*(X)→ H*(Y)は矛盾なく定義さ

れる.

例 4.1(球面のホモロジ一群)上に述べたように，球面 S2は正四面体の表面と同相であ

るので，例 3.4より球面のホモロジ一群は正四面体のそれと向型である.従って球面のホ

モ口ジー群は

となる.

I (k = 0.2のとき) lR Hk(S2) ~ ~\ぅ'- L:} 

I (kチ0う2のとき) {O} 

図 8:トーラス(円環面). 

D 

図 9: トーラスと同相な多面体(各面は四辺形であり，それらをさらに対角線で分割すれ

ば単体分割が得られるが，図が煩雑になるので省略した)• 
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例 4.2(トーラスのホモ口ジ一群)トーラス(円環面)T2は図8のような曲面であり，そ

れを多面体で表現したものが図9である. トーラスは正方形の向かい合う対辺を貼り合わ

せたものと見なせるので，この多面体を展開して，それに三角形分割を与えたもの(図 10)

を考えると，そのホモロジーが計算しやすい.これよりトーラスを表す単体複体K(T2)と

して

図 10: トーラスの展開図の三角形分割.

Ko(T2) {[A[， [B[ ベ C[ ぅ [D[ ， [E[ パ~[， [JJ[， [(J[， [1l[} 

Kl(T2) {[AD[， [AE[， [AB[， [BE[， [B~川BC川C~[ ， [CD[， [CA[， 

[DJJ[う[D(J[， [DE[， [E(J[， [Ell[， [E~[ ， [~1l[， [~JJ[ ， [~D[ う

[}JA[う[JJB[，[JJ(J[， [(JB[， [(JC[， [(J1l[ぅ[llC[，[llA[， [llJJ[} 

K2(T2) ェ {[ADE[，[ABE[， [BE~[ ， [BC~[ ぅ [C~D[ パCAD[ ，

[DJJ(J[， [DE(J[， [E(Jll[， [E~ll[ ぅ [~llJJ[ ， [~DJJ[ ， 

[}JAB[パJJ(JB[，[(JBC[， [(JllC[， [llCA[， [llJJ A[} 

が得られる.これから生成される鎖複体 C(T2)は CO(T2)ぅ C1(T2)ぅ C2(T2)がそれぞれ

9ぅ27う18次元の実ベクトル空間で、あり，従って境界作用素の行列表現は

δIR27→IR9 

θ2 IR18→ IR27 

である.これを具体的に書き上げるのはあまりに煩雑なので省略するが，これから頑張っ

てこれらの線型写像のランク(階数)を計算すると，

dim Zo(T2) = 9ぅ

dimZl(T2) = 19ぅ

dim Z2(T2) 1， 
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となり，従ってトーラス T2のホモロジ一群は

r (k = 0のとき) Ja 

2¥¥ "-' TT 1"，2¥ "-' J (k = 1のとき) Ja2 Hk(K(T:4)) ~ Hk(T:4) ~ < 
I (k = 2のとき) Ja 

l (kと3のとき) {O} 

を得る.特に H2(K(T2))の生成元として

Z2 [ADE[ -[ABE[十 [BEF[-[BCF[十 [CFD[一 [CAD[

+[DPQ[ -[DEQ[ + [EQR[ -[EF R[ + [F RP[ -[F DP[ 

+[PAB[ -[PQB[ + [QBC[ -[QRC[ + [RCA[-[RPA[) 

をとれることがぬ(Z2)= 0から確かめられる.同様にして H1(K(T2))の生成元としては

[AB[ + [BC[十 [CA[う [AD[十 [DP[十 [PQ[

をとることができる.これらはトーラスの表面をまわる 2種類の閉曲線に対応する.

このようにしていろいろな曲面やその他の図形のホモロジー群が計算できるが，この

トーラスの場合の計算ですでにわかるように，ホモロジ←群の計算を単体分割を与えて，

手で計算するのはかなり大変である.CHomPなどのホモロジー計算ソフトウェアは，こ

のような計算を自動的にやってくれるので，複雑な単体複体のホモロジーを計算する際に

は大変便利である.詳しくは第2章老参照されたい.

この項の最後に，ホモトピーやホモトピー同値性に関連する概念を補足しておく.

定義 4.3 (1)位相空間Xとその部分集合Aに対し，連続写像r:X→Aでr[AがAの

恒等写像1Aと一致するものが存在するときには，AはXのレトラクトという.さ

らに i:A → Xを包含写像とするとき zorがXの恒等写像 1xとホモトープであれ

ばAはXの変位レトラクトという.このとき r0 i = 1Aは自明に成り立つので，A

とXはホモトピ一同値であることに注意.

(2)特に X内の 1点Z がXの変位レトラクトであるとき，Xは点 Z に可縮であるとい

う.これは定値写像x:X→ {x}が1xに(点 Zを止めて)ホモトープであること

と同値である.

例えばk単体はすべて可縮である.(確かめよ.)しかし円周は可縮ではない.実際，も

し可縮であればそのホモロジー群は同型でないといけないが，円周のホモロジ一群は内部

を含まない三角形の周のホモロジー群と同じで，それは例 3.2で計算したように， 1点の

ホモロジ一群(すなわち例3.1で計算した l単体のホモロジー群と同型な群)とは異なる.

4.3 部分複体と相対ホモロジー

単体複体Kの部分集合Lがそれ自身で単体複体であるとき LはKの部分複体である

という.このとき K とその部分複体Lとの組 (K，L)を単体複体の対という.
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単体複体の対 (K，L)が与えられたとき，Lの定める鎖群Ck(L)はCk(K)の部分ベクト

ル空間であり，Ck(L)の基底は自然に Ck(K)の基底の部分集合となっているので，その

商ベクトル空間
Ck(K) 

Ck(L) 

は，Kのk単体であって Lのk単体ではないもの全体の集合の記号化を基底とするベク

トル空間と同一視できる.これ在 Ck(KうL)と書くことにする.

部分複体の定義から，Lのk単体(の記号化)に境界作用素を施したものはすべて Lの

(k -1)単体(の記号化)の I次結合であるので，鎖複体C(K)の境界作用素仇:Ck(K)→ 

Ck-l(K)は

θ'k(Ck(L)) c Ck-l(L) 

をみたす.従って，8kから自然に

弘:Ck(KうL)→ Ck-l(KうL)

なる線型写像が誘導され，これは性質 (1)をみたす.すなわち

C(K，L) = {Ck(K，L)ぅ仇}k=O，...，dim K 

は鎖複体となるので，そのホモロジ一群Hk(C(K，L))が定義できる.これを HdKぅL)と

書き，単体複体の対 (KぅL)のk次元相対ホモロジ一群という.

簡単な例として，Kをある n単体σとその境界単体全体が定める単体護体 K(σ)とし，

Lをその境界単体全体のなす単体複体とする.このとき明らかに Ck(K，L)はk=nのと

きは δのみで生成される 1次元ベクトル空間で，kヲ正 η ならばすべて Ck(f1てうL)= {O}で

ある.従って境界作用素供:Ck(KぅL)→Ck-l(KぅL)はすべての kで品 =0となり，そ

れから直ちに

J (k = nのとき) lR 
Hk(K， L)竺〈ノ

I (kチnのとき) {O} 

が得られる.次の例もこれをほんの少しだけひねった例である.

A 

C 

K 

B 

D C 

L 

B 

D 

図 11:単体複体K とその部分複体L.

例 4.3図11のような単体複体K とその部分複体Lを考える.これに対する鎖複体C(K，L)

はC2(KぅL)が2単体 IABCIで生成される 1次元ベクトル空間，C1(KぅL)が1単体ICDI
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で生成される 1次元ベクトル空間で，それ以外はすべて {O}だけからなる自明なベクトル

空間である.従って境界作用素はどのたについても仇 =0なので，ホモロジー群も直ちに

J (k = 1，2のとき) ffi. 
Hk(KうL)三〈

1 (kチ1，2のとき) {O} 

となることがわかる.

4.4 ホモ口ジー完全列

CHomPなどのソフトウェアを用いる限り，ホモロジ一計買は計算機が自動的に行って

くれるのでユーザーは基本的にはデータファイルを用意して適当なコマンドを実行するだ

けでよい.しかしホモロジー理論の大きな利点の 1つは幾何的な問題を代数計算に帰着す

ることであり，その意味で代数的操作の便利さを活用することは理論的にも大変重要なこ

とである.中でもホモロジー論で用いられる非常に強力な代数的操作として，完全列と呼

ばれるものがある.これは代数的には，ベクトル空間とその間の線型写像の列

h Tr  12 ムlも←~ Vl←一..・←~V;

であって，すべての 1::; k孟n-1について

Kerfk = Imfk+l 

をみたすものをいう.ホモロジー論においては様々な種類の完全列が登場し，理論的にも

また具体例の計算においても大変便利な道具として利用される.例えば最も基本的な完全

列として次のものがある.

定理 4.8単体複体Kとその部分複体Lに対し，次の列は完全列である:

.. ~ Hk-l(L) ~ Hk(KぅL)~ HdK) ~ Hk(L) ~ Hk+l(K，L) ~. 

ここでらは包含写像i: L →Kから誘導されたホモロジー準同型写像，ムは鎖複体の自

然な写像j#: C(K)→C(KぅL)ニ C(K)jC(L)から誘導されたホモロジー準同型写像であ

る.また札は境界作用素θ:Ck(K)→ Ck-l(K)からある仕方で定義されるホモロジー準

|司型写像で連結準間型写像と呼ばれるものであるが ここでは定義は省略する.詳細は例

えば桝田 [2]，瀬山 [3]などを参照されたい.

初等的なホモロジー論に登場する重要な完全列としては他にもマイヤー・ヴィートリス

完全列と呼ばれるものがあるが，これについてもここではこれ以上は触れられない.また，

このサマーセミナーではホモロジー完全列者利用する場面が出てこないので，そもそもこ

れらの完全列がホモロジー論でどのように利用され重要な役割を果たすかについてもここ

では一切省略する.詳しくは田村 [4]や瀬山 [3]などをご覧いただきたい.
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5 第 1章の終わりに

これまではホモロジ一群をベクトル空間として扱って来たが，理論的にも計算の上でも

ホモロジー群は通常はベクトル空間より一般的な「加群」として考えるのが基本である.

実際，第2章で紹介されるホモロジー計算ソフトウェア CHomPでも，計算結果はベクト

ル空間でなく加群として出力され，それは一般にベ、ソチ数よりも精密な情報を含んでいる.

そこで，第 l章の終わりに加群とそれを用いたホモロジ一群について，および CHomPで

用いられる鎖複体である方体集合のホモロジーについて簡単にまとめておく.

5.1 加群と整数係数ホモ口ジー

加群とは一言で言えば「加法」と呼ばれる演算+とその逆演算である「減法」ーが定義

された代数的な対象をいう.そこでは加法の結合法則と交換法則が成り立ち，また加法の

単位元である零元0，および任意の元αの逆元一αが一意的に存在する.ベクトル空間は

加群であるが，ベクトル空間でない加群もある.例えば整数全体のなす集合Zは加群であ

るが，あきらかにベクトル空間ではない.また，ある自然数 m を法とした整数の余り全

体のなす集合

Zm = {[k] I k εZ} = {[O]， [1]，・・・・[m-1]} 

についても，整数の加法から定まる自然な演算

[αl十 [b]= [α 十 b]

によって加群となる.ただしもちろん任意の整数kに対し，[k十 m]= [k]であること老用

いる.

ベクトル空間と加群の主な違いは次のようなものである:

スカラー倍:ベクトル空間で、は実数や複素数などのスカラー倍が定義されるが加群では整

数倍しか定義されない判.

ねじれ元:ベクトル空間では， 0でないスカラー倍が αu=Oとなるような元は u=Oに

限るが，加群ではそうとは限らない.

基底:ベクトル空間には必ず基底が存在するが，加群ではそうとは限らない.

加群Gの任意の元αに対し，その整数倍を考えることができる.実際，k εNならばkα

はαをk個足し合わせたものであり，kが負の整数ならばαの逆元一αをIkl個足し合わせ

たものを加と定めれば良い.特に α=0ならば常に kα=0である.一方で αヂO，kチO

で、あっても kの値によっては kα=0となることがある.例えば G=Zmのとき α=[1] 

とすると mα =m[l] = [m] = [0]である.αεGのとき， 0でない任意の整数 kに対し

kα チOとなるならばkα (kεZ)はすべて互いに異なる Gの元であり，その全体の集合

Gα = {kαI k E Z} 

**ただし加群でも係数環を考えるととができる.むしろその係数環が体である場合がベクトル空間という

べき.
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はGの部分集合で、あって，それ自体が加群である.このように加群Gの部分集合HがG

の演算によってそれ自体で加群となるとき，HをGの部分加群という.同様にして，零

でない元bεGがある整数m に対して mb=0となるときも Gb= {kb I k εZ}はGの部

分加群となるが，これは有限集合である.このような Gの元bをねじれ元といい，部分加

群Gbはねじれ部分加群と呼ばれる.

2つの加群 G，Hの聞の写像 f:G→ Hがそれぞれの加法の演算十ι+Hと両立する，

すなわち任意の glうの εGに対し

f(gl +G g2) = f(gl)十Hf(g2) 

となるとき fを加群Gから Hへの準同型写像という.特に fが上への 1対 1写像である

ときにはその逆写像 f-1:H → Gも自然に準同型写像となるが，このような上への l対

lの準同型写像を同型写像といい，加群G，Hの間に同型写像が存在するときには GとH

は加群として同型であるという.上の場合に，加群Gのねじれ部分加群は適当な自然数m

に対し Zmと同型になる.また， αεGがねじれ元でなければGα はzと同型になる.

一般に 2つの加群 G1とG2に対し，それらの元giξ Gi(i = 1ぅ2)の組 (gl，g2)の全体

を，それらの直和 G1E8 G2という.すなわち

G1 E8 G2 = {(gl， g2) I giεGi (i = 1う2)}

である.このとき G1E8 G2の演算は

と定義すれば良い.例えば

(gl 十 g~ ， g2) 

(gl， g2 + g~) 

(gl， g2) + (g~ ， g2) 

(gl， g2) + (gl， g~) 

ZE8lRう ZE8Z⑤ Zう Z⑦ Z3 

などはすべてこのような|直和によって定義される加群である.特にzをe1固直和したもの

をZC，Zmをk個直和したものを ZLと書く.

加群Gが，そのある有限部分集合{勺 Ii = 1ぅ1・ぺη}によって Gの任意の元gが必ず

9 = kn1 + ・・ +kn寸'n (k1， ・・う kn E Z) 

の形で表されるときには，加群Gは有限生成であるといい，このような%が =1ぃ・叶 n)

を生成系，各々の γzたちを生成元という.特に gの生成系による表現が一意的であると

きには，その生成系を基底という.例えばG= Z2のときには (1ぅ0)ぅ(0ぅ1)が生成系であ

り，同時に基底でもあるが， G=ZE8ぬでは (1，[0])ヲ(0，[1])は生成系だが基底ではない.

実際，

(1，[2])=1'(1ぅ[0])十 2・ゅう [1])= 1・(1ぅ[0])十 5.(0ぅ[1])

のように生成系による表示が一意的でないからである.

有限生成の加群については次の定理が基本的である.
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定理 5.1(有限生成加群の基本定理)有限生成加群Gは適当な自然数fぅml，.・・ ，msによっ

て次の形の加群と同型になる:

G~さ Zé EfJ Zml EfJ・..EfJ Zms 

このとき tを加群 Gの階数という.

単体複体のホモロジ一群を考える際には 単体複体の k鎖群をその k単体の整数係数

の形式和，すなわち k単体によって生成される加群とする.その境界作用素の定義は定義

3.6と全く同様にできるので，その商加群として得られるホモロジ一群も同様に定義され

る.これをこの単体複体の整係数ホモロジ一群という什.単体複体は有眼個の単体からな

るのでその鎖複体は有限生成加群であり，従ってその高加群であるホモロジ一群も有限生

成加群となるので，上の基本定理から単体複体Kの整係数k次ホモロジー群は常に

Hk(K)竺 Ze⑦ ZmlEfJ • • • EfJ Zms 

の形となる.このときその階数tが単体複体Kの整係数ホモロジー群の k次元ベッチ数

になるが，整係数ホモロジー群にはそれ以外にねじれ部分加群ZmlEfJ • • • EfJ Zmsが含まれ

ており，そこにベッチ数では捉えられない幾何的情報が含まれている.

図 12:クラインの壷.

例 5.1(クラインの壷のホモロジ一群)クライン (Klein)の壷K2とは， トーラスのとき

とは違い，正方形の 1組の対辺は同じ向きに貼り合わせるが，もう 1組の対辺は互いに逆

向きになるように貼り合わせてできる図 12のような曲面である.図からわかるように，ク

ラインの壷を 3次元空間に実現しようとすると(互いに絡み合った 2つの円周を 2次元平

面に描こうとするとかならず自己交差をするのと同様に)どうしても自己交差を起こして

しまう.しかしトーラスのときと同様にして展開図で考えれば，その単体分割K(K2)はと

なる.これからトーラスのときと同様にして，今度は整係数のホモロジ一群を計算すると，

r (k = 0のとき Z

Hk(K(K2)) ~ Hk(K2) ~ ~ (k = 1のとき) Z EfJ Z2 

l (kと2のとき {O}

什これに対してこれまで考えてきた実ベクトル空間としてのホモロジ一群は実係数ホモロジー群と呼ばれ

る.またこれら以外にも有理係数ホモロジー群や2:2係数ホモロジ←群などのいろいろな係数のホモロジ一群

が考えられる.
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となる.

図 13:クラインの壷の単体分割.

ここでトーラスの場合とは異なり

Z2 = [ADE[ -[ABE[ + [BEF[一 [BCF[十 [CFD[-[CAD[

十[DPQ[-[DEQ[ + [EQR[ -[EF R[ + [F RP[ -[F DP[ 

+[PAB[-[PQB[ + [QBC[-[QRC[ + [RCA[-[RPA[) 

はZ2(K(K2))の元ではない.実際，

a2(Z2) = 2([AB[ + [BC[ + [CA[) (8) 

となるからである.これより Z2(K(K2))= 0であり，従って H2(K(K2))ニ Oとなる.一

方で (8)に注意すると

([AB[ + [BC[ + [CA[)εZl(K(K2))ぅ 2([AB[+ [BC[ + [CA[)εB1(K(K2)) 

であり，これから Hl(K(K2))のねじれ部分加群Z2が現れることがわかる.

5.2 方体集合とそのホモロジー

第2章で詳しく紹介されるホモロジー計算ソフトウェア CHomP[5]では単体複体のホ

モロジーを計算することもできるが，その基本は単体ではなく「方体J(cube)と呼ばれ

るものを基本とする方体複体によって定義されるホモロジーを扱う.それは三角形を基本

要素とする単体に比べて正方形を基本要素とする方体集合の方が応用上はいろいろ都合が

良いからである.実際，第3章や第4章で紹介されるいろいろな応用の場面でも，ユーク

リッド空間内の幾何的対象を正方格子で区切られる適当な(さまざまな次元の)I立方体J

の集合で近似して方体集合を構成し，そのホモロジーを計算するというのが基本的な手段

となる.また計算機上に実現された図形であれば，それはピクセルの集合として自然に方

体集合の構造を持つので，計算機を用いてホモロジー計算をするには方体集合が適してい

ることも容易に想像されるだろう.

方体集合とそのホモロジーの定義の詳細は第2章に譲るが，その基本的構成の手)1聞はこ

れまで述べたことと全く同じである.すなわち
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(1) I方体」と呼ばれる基本単位を定義する

(2) (一般に様々な次元の)方体の有限個の集合として方体集合を定義する

(3)それを各次元ごとに「記号化」したもので生成される鎖複体を構成する

(4)境界作用素品を定義し，それが性質 (1)をみたすことを確認する

(5) Zk = Kerok， Bk = Imok十1からホモロジー群を H本=Z*/B本によって定義する

を順番に実行すれば良い.このうちの手順 (1)と(4)以外はほとんど自動的にできるので，

手順 (1)と(4)が本質的である.これについては第2章で確認されたい.
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第2章 CHomP入門

基礎編

平岡裕章

広島大学理学研究科

1 はじめに

ホモロジ一群計算ソフトウェア CHomPはホモロジー群の計算機を用いた高速計算，及

びその応用を目指したフ。ロジ、エクト ComputationalHomology Project [6]によって開発さ

れた.現在サポートしている 08はWindows.Mac. Unix. Linuxであり，ウェブページ

[6]からダウンロード可能である.ここで主に扱う幾何学的対象は方体集合と呼ばれる区

間の直積で構成されるものであり，そのデータ構造の特徴(三角形分割を必要としない)

から様々な分野への応用が展閲されている.

そこでこの章の基礎編では CHomPの基本的な扱い方について解説を行うことにする.

特に，頻繁に使われるいくつかのコマンドの入出力関連についての説明在中心に進めてい

く.インストール方法についてはウェブページ [6]内にプログラム開発者による詳しい解

説があるので本章では取り扱わないことにする.ちなみにこのウェブページにはここでは

取り扱わないコマンドの使用法豊富な例題，様々な応用例等の有益な情報が公開されて

いるので一読をお勧めする.

まず始めに 2節で単体複体のホモロジ一群を扱う.上述のように CHomPは主に方体集

合を幾何学的対象としているが，単体護体に対しでもそのホモロジ一群計算コマンドをい

くつか用意している.単体複体のホモロジ一群への応用を考えている読者を想定して簡単

な解説を加えてみた.なお単体複体のホモロジー群の基礎は 1章にある国府寛司氏による

解説もしくは [2][4][5]等を参照されたい.次に 3節において方体集合を扱う.方体集合の

ホモロジー群については [1]に詳しいが，その概略を 3.1節にまとめている.これらの準

備をもとに 3.2節では CHomPを用いた方体集合のホモロジ←群計算を扱う.また本章発

展編で一般の連続写像の誘導準同型写像に対する CHomPの使い方が説明されるが.4節

ではその導入という位置づけで CHomPを用いた包含写像に対する誘導準同型写像の計軍

方法についての解説を与える.

2 単体複体のホモロジ一群計算

この節では単体複体のホモロジー群計算に関連した CHomPの使用方法について解説し

ていく.図uこ示された 2つの多面体を例に挙げて考えてみよう.それぞれの単体複体は

1 



A1 A4 A1 A4 

-A2 A3 A5 A2 A3 A5 

(a) !Kl! (b) !K2! 

図 1:多面体

Kl = {!A1A2A3!う !AIA2!ぅ!A2A3!う !AIA3!，!A3A4!， !Al!ぅ!A2!う !A3!う !A4!，!A5!}う

K2ニ {!AIA2!'!A2A3!ぅ!AIA3!，!A3A4!う!Al!'!A2!ぅ!A3!う!A4!，!A5!} 

で与えられる.ここで単体複体K= {s; ! i = 1 ，'・ • ，N}が与えられたとき対応する多面

体を !K!=U立1S;で表すことにしよう.CHomPはこのような単体複体のホモロジー群計

算コマンドとして homsimplを提供している.入力ファイルは単体複体の情報であり，図

l(a)， (b)の場合では各頂点A;の添字tを用いてそれぞれ次のテキストファイルで単体複

体が定義される.

(a)ファイル:sc1.七xt

{1，2，3} 

{3，4} 

{5} 

(b)ファイル:sc2.txt 

{1，2} 

{2，3} 

{1，3} 

{3，4} 

{5} 

コマンド homsimplは入力ファイルを読み込む際，単体複体を構成する為に必要となる面

(図 l(a)であれば !AIA2!ぅ !A2A3!，!AIA3!， !Al!' !A2!' !A3!ぅ !A4!)を自動的に補間する機

能を持っている.よって入力ファイル内に全ての単体を記述する必要はない.ちなみに

CHomPが取り扱う入力ファイルではセミコロン・の後には使用者のコメントが記入でき

るようになっている.

このように用意された入力ファイル (filen回 e)に対して単体複体のホモロジー群は

ターミナル上で

homsimpl filename 

と入力すればよい.図 2はターミナル上に出力された結果で、あり，ホモロジ一群は

(a) Ho(Kl)ニ Z2う (b) Ho(K2) = Z2， H1(K2) = Z 

で与えられていることがわかる.実際 (a)，(b)ともに連結成分は 2つあり， (b)では 1つの

y レープが頂点Al，A2，A3により構成されている.なおその他の出力内容としてはパージョ

ン情報，計算過程，計算時間が示される.

さて次にコマンドhomsimplが持っているオフ。ション機能について解説する.まず、CHomP

で用意されているコマンドはターミナル上でそのコマンド名のみを入力すると，簡単な解
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HOMS Jl1Pl， ve，¥(i. (11， 11/09/04. COP~r!サ，t (C) 20u3-2u04 by P副elPilarczyk. 
This is free 30ft旬!tare.刊o"，rranty， Consult 'Iicense，txt' for det，ils， 
[iech info: ¥1叩14，けゅin12. addr 4， in¥gr 2.] 
恥adlngsi斜plices¥o){ fr-o~ 'sd.txt'..， 3 si叩11ce$read. 
Col1apsin自付cesln x... .. B removed， 2 left. 
Notき:The dl相 sionof X decreased from 2 to U. 

b剖tln唱thechain cor.，plex of X... Dorι 
Tu怜 u$ed$0 far:久的 sec(0点沖則的.

COII，puting the ho制IO~d of X over the rit1'J of integers... 
HJ = Z八2
To¥al tl眠時ed:0.00 sec (仏∞oIllIn). 
Thanr、yOllfα 出mgth1S sofu渇内. ~Ie appr世late日ourbUSl悶SS.

(a) homsimpl scL txt 

HOf!SJl1PL，刊人 0.01， 1νの104，C叩yright(0 2003-2004 by Pavel Ptlarc:yk， 
Tlus IS fr百部ftuar'e.Nu同rtar的， Con却1t'license.txt' for details. 
[T ech lnfむ:Sl昨14， cham 12， addr 4， intgr 2.1 
Readin司sIfl1plices日日 fr開 'sc2.t鴻¥..5 $i叩licesread. 
Collap当時 facesin X.... . 2 rerilO防止 71eft， 
Cre司tin唱thechain cONp!ej: of X"，  • Done. 
Ti同出ed同 far:O.ωsec (0.紛争飴in)φ
[01 内t it'司 tr~ r印 oiogyof X o¥ler II鳴門119of inlegers"， 

Reduon唱DJ:りt2 reducti出雲嗣de，
札(<= r2 
H 1 = Z 
lolal ti問 U時点札i時sec(0，川町制n).
Thank ~U 千甘 usin8 this sofかwe.We ap何百lateyOllr bucwes2. 

(b) homsi即 1sc2.txt 

図 2:ターミナル上の出力画面

説や使用可能なオプション群が表示される. homsimplについても様々なオプションが用

意されているが，ここでは応用上重要になってくる生成元の保存について実演してみる.

入力される単体複体 (filename1)に対して，そのホモロジー群の生成元老出力ファイル

(filen副 e2)に保存するには homsimplに-gオプションをつけて

homsimpl filename1 -g filename2 

と入力すればよい.図3は例(a)，(b)に対するそれぞ、れの出力ファイルgene1.七xt，gene2. txt 

The 2 generdt百I'Sof H向。 follow:
吉田、er-ator1 
iホ (5)
百台nerator2 
1 '" (3) 

(a) geneL txt 

図3:生成元の表示

The 2ョeneratot'三 ofH畑 ofollo，J: 
きeneratot'1 
iキ (5)
告eneratoγz
1 * (3) 

The genet'atOl' of Hω1 foll印~S!
1 '" (1，2) 
1本 (2，3)
-1中(1，3)

(b) gene2. txt 

を表示させたものである.まず (a)の例では頂点、 A5とA3がHoの生成元として出力

されている.また (b)では Hoに加えて IAIA21+ IA2A31一 IAIA31がHlの生成元とな

ることが示されている.実際 -IAIA31= IA3A11であることから，向きまで考慮した

IAIA21 + IA2A31 -IAIA31がルーフ。を構成している.ここで生成元の選択には任意性が

含まれることを注意しておく.よってこの出力は homsimplが内蔵している固有のアルゴ

リズムに従って適当に選ばれたものであり，生成元の代表元として特に意味を持つもので

はない.

homsimplの使い方として最後に相対ホモロジ一群について述べておく.単体複体Kl~こ

対してその部分譲体K2CKlが与えられたとき，その相対ホモロジ一群H*(K1，K2)とは，

多面体 IK11の中で部分多面体 IK21を1点に縮めた図形のホモロジー群に対応するもので

あった(ただし Ho(Kl，K2)の次元は連結成分の数から 1つヲ|いたものとなる).相対ホモ

ロジー群の計算コマンドは再びhomsimplであり，Klを記述したファイルを filen回 e1，

K2を記述したファイルを filename2として
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homsimpl filena皿e1filenam.e2 

と入力すればよい.例えば図 1に示した KlとK2に対して，その相対ホモロジー群を計

算してみると図 4のような計算結果を得る.

The 官舎内印、ator'of H_2 follw&: 

H 2 : Z iホ(1，2，3)

ターミナル上の出力画面 生成元

図 4:相対ホモロジ一群

ここまでの例はJR2内の多面体を扱ってきたため，自動的にHi= 0ぅiと2，となり HoぅHl

のみが表示されていたが，この例では非自明な H2(Kl，K2) = Zが得られた.図4に示さ

れた生成元老見てもわかるように，これは IK21を IK11内で 1点に縮める際に現れた空洞

(~ 82)を反映したものである.

以上がコマンド homsimplの基本的な使い方である.では図 l(a)，(b)以外の単体複体

に対してそのホモロジー群をいくつか計算してみよう.

(c)トーラス

A91 

A7 

A1 

(i)トーラスの単体分割

A6 

A4 

図 5: トーラス

1111111 
1111111 
1111111 

(ii)展開図

図5で与えられるトーラスのホモロジー群を計算してみよう. トーラスは長方形のそれ

ぞれの対辺を同一視した閉曲面(浮き輪)と同相であり，図5(i)の展開図は (ii)で与えら

れる.この展開図に従って単体複体を構成し homsimplによってホモロジ一群を計算させ

ると，その結果は

Ho=Zぅ Hl= Z2， H2 = Z 

となる.展開図からも明らかなように，Hl = Z2は独立な 1次元の生成元が 2つ(例えば

IA1A21 + IA2A31 + IA3A11， IA1A41 + IA4A71 + IA7A11)取れることに対応し，H2=Zは

表裏の区別がつく閉曲面が 1つ存在することを意味する.Ho = Zは連結成分の個数が 1

つであることを反映している.
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(d)クラインの壷

クラインの壷(図的は幾何学的にはトーラスを構成する際におこなった長方形の対辺

の同一視のうち， 1対をねじらせて張り合わせたものとして実現される.Ja3空間内では実

現不可能な対象であるが ここでそのホモロジ一群を計算してみよう.図 7に示した展開

図をもとに入力ファイルを構成しホモロジ一群を計算させると

Ho=Zう Hl= Z2 aZう H2= 0 

が得られる(ターミナル上で、は@は+で表現されている).さてこの場合Hoはトーラス

と等しいが，HlとH2については異なったホモロジー群が得られた.H2 =0はクライン

の壷が表裏の区別がつかないことに対応する.HlがZ2とzの直和になっているのは，長

方形の片方の対辺(例えば IAIA41+ IA4A71 + IA7All)をねじって同一視した影響により，

トーラスの場合は Z2となっていた生成元の一つがZ2に変わってしまったと理解できる.

図 6:クラインの壷

(e) Staぱ'ordBunny 

1111111 
1111111 
111ゾ111

図 7:クラインの壷の単体分割の展開図

最後にスタンフォード大学が提供している TheStanford 3D Scanning Repositoryの中

から StanfordBunnyの多面体近似(園 8)を例に用いて，そのホモロジ一群を計算して

みる.ウェブ、ページ、 [7]からデータをダウンロードし， homsimplの入力用に加工してホモ

ロジー群を計算してみると

Ho = Z， Hl = Z7 

が得られる.ここで用いたスキャンデータはメッシュが荒いものを選んだため， 1次ホモロ

ジ一群が示している 7つの欠陥が多面体近似をする際に発生していることがみてとれる.

3 方体集合のホモロジー群

乙の節では ComputationalHomology Projectの中で最もその本領を発揮する方体集合

のホモロジ一群を取り扱う.簡単に言うと方体集合とは 整数上に端点在持つ開区間の直

積を構成単位とする幾何学的対象である.計算機内でのデータ構造を考慮すると，このよ
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図 8:Stanford Bunny 

うに区間の直積を構成単位とすることでその取り扱いは格段に容易になる.また，実際の

観測・実験データ等は有理数の直積で構成される為，適当なスケーリングを施すことで上

記の設定に持ち込むことが可能であり，その抗用性は高い.また得られた数値データの誤

差(観測誤差や数値誤差)があらかじめわかっている場合には，その誤差分を区間として

丸め込むことで，誤差を考慮した方体集合として数値データを幾何学的に表現することも

できる.

3.1 方体集合のホモロジ一群概論

前節の考察の対象であった単体複体は，図形の三角形分割を基礎とした単体を構成単位

としていた.一方この節では基本方体と呼ばれる閉区間の直積からなる集合

Q=hxhx・・・ xIn 

Ii = [liぅli十 1]もしくは [liぅld，liεz 

がその構成単位となる.これを用いて方体集合 xc~n は基本方体の有限和

x = U {Qk:基本方体}

k=l 

として定義される.

さて単体護体Kが与えられたときそのホモロジー群をどのように定義したかを思い出し

てみると，鎖複体{Ck(K)，θ}と呼ばれる代数的対象が重要な役割を果たしていた各k鎖

群 Ck(K)はK内の k単体が生成元となる加群であり，境界作用素θ:Ck(K)→ Ck-l(K) 

はk単体の境界を代数的に取り出す.この鎖複体を用いてホモロジ一群は境界に関する特

徴的な概念であるサイクルZk(K)= {cε Ck(K) I θc = O}とバウンダリーBk(K)= {cε 

Ck(K) I c =θc'ぅ c'E Ck+l (K)}の差をはかる量として，剰余群

Hk(K) = Zk(K)j Bk(K) 
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で定義される.よってホモロジー群の定義では幾何学的な対象である単体複体から，境界

の情報を持った代数的対応物である鎖複体，特に境界作用素をいかにして構成するかがそ

の本質となってくる.では方体集合に対してこの要求を満足する鎖複体をどのように構成

するかを見ていこう.

まず始めに幾何学的設定に関する幾つかの記号在導入する.]R.n内で定義された基本方

体 Q~こ対して emb Q:= n， Qを構成している閉区間のうち l点に縮退していないものの

数を dimQで表す.emb Q > dim Qとなる基本方体を縮退した基本方体と呼ぶことにす

る.これを用いて方体集合Xに対して以下の集合在定める:

Kk(X) := {Q C X 1 dim Q = k} 

ユークリッド空間 ]R.n内で Xが定義されていることを明記する際には右肩に η を付け

Kr(X)と表すことLこする.全てのKk(X)の集まり K(X):= Uk=oKk(X)を方体複体と呼

ぶ¥なお一般に基本方体の集まり K= {Qi c]R.n 1 i = 1 ，'・ • ，N}が与えられたとき，そ

の]R.n内での実現在 IKI:= U;!l Qiで表すことにする.

では次に鎖複体を構成していこう.各基本方体Qε Kk(X)を以下で定められる加群の生

成元と見なしたものをQで表し基本k鎖と呼ぶ.またそれらの集合在Kk(X):= {Q 1 Q ε 
Kk(X)}と表す.この Kk(X)から生成される集合

に和在

Ck(X) := ~乞 αふ |αzεz~
l QiξKk(X) 

5二 αふ十 L b/Ji = 乞 (αi+b必τ

QiεKk(X) QiEKk(X) QiEKk(X) 

で与えて得られる加群を k鎖群と定める.Ck(X)の元老 k鎖と呼ぶことLこする.

ここで定義したk鎖群に対して境界作用素を適当に定めることで鎖複体を構成する.そ

のために基本方体P，Qに対して積

POQ:= P x Q 

を考え，それを線形拡張したものを方体積と定める.これを用いることで鎖群上の境界作

用素δが次のように定義される.手順としてはまず始めに基本方体 Qに対する境界作用

素を embQに関して帰納的に定め，その後一般の k鎖へは線形拡張していく.

まずembQ = 1の場合はある lεZを用いて Q= [l，l]かQニ [l，l + 1]で与えられるの

で，それぞれに応じて

δQ:= ~主
I [l + 1] -[l]， 

Q = [lヲl]

Q = [lぅl十 1]

で境界作用素を定める.次に embQ=η>1の場合であるが， Q=hxhx・・・ xI刊に

対して P=hx・・‘ xInとおき，帰納的に

ぬ:=(8I1)。ρ十 (_l)dim叫 O(ω)
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で定める.最後に一般の k鎖c=α1Q1+・・・十 αmQmについては線形拡張

θc:=α1δQ1十・・・十 αmaQm

で定義する.

このようにして定めた境界作用素がθ:Ck(X)→Ck-1(X)となることは明らかである.

例として Q= [lヲl+1]x[k，k+1]に対してθOを計算してみると

θQ δ[lうl+ l]O[kうた+1] -[l， l + 1]0θ[k，k + 1] 

([l + 1] -[l])O[k， k + 1] -[l， l + l]O([k + 1] -[k]) 

[l + 1] x [k，k+ 1]-[l] x [k，k+ 1]-[l，l + 1] x [k十 1]+ [l， l十 1]x [k] 

を得る.基本1鎖の前の符号+を縮退していない区間の座標が増える方向，一老座標が減

る方向と思うと.Qを反時計方向にまわる境界が代数的に取り出せていることになる(図

9参照).またが =0となることも定義に従って計賞すれば導かれ.I境界の境界は空集

( lラk十 1)

Q 

(l十 1ラk+ 1) • 

(l，k) (l+lうた)

図 9:Q = [lうl+ 1] x [kうk十 1]の境界

合」という事実が代数的に表現できていることになる.ここで得られた {Ck(X)，δ}在方

体集合の鎖複体と定める.

鎖複体が定義されたので，これを基にして方体集合のホモロジー群を定義する.単体複

体のときと同様に Ck(X)に対してサイクルZk(X)とバウンダリー Bk(X)を

Zk(X) := {cε Ck(X) Iδc = O} 

Bk(X) := {cε Ck(X) I c =θc'ぅ c'εCk+1(X)} 

で定める.θ2=0より当然Bk(X)C Zk(X)であるが逆は一般には成り立たず，その差に

閲する情報を剰余群

Hk(X) := Zk(X)jBdX) 

で与えたものが方体集合の k次ホモロジー群となる.

このようにして定義された方体集合のホモロジ一群が通常のホモロジー群と同様の性質

を持つことは容易に確かめられる.詳しくは参考文献 [1]を参照されたい.
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方体集合のホモロジ一群計算

まずはじめに方体集合を記述する入力テキストファイルの書式について説明する.全て

の基本方体の次元が扱っている空間の次元η と等しい場合と，幾つかの基本方体が縮退し

ている場合に応じて 2通りの入力書式が用意されている.例を用いてそれぞれの書式を見

ていこう.

3.2 

(1)全ての基本方体の次元が η の場合

この場合各基本方体は

[hぅh+ 1] x ・・ x[lnぅln十 1]

と表されている為，端点 (h，..・ぅ ln)を定めれば基本方体が一意に定まる.よって方体集

合を構成するそれぞれの基本方体に対して この端点の情報を入力ファイルに記述すれば

よい.図 10に示した方体集合の場合はその右に示しであるファイルfullcubes.txtが入

力ファイルとして用いられる.ちなみに基本方体は閉区間の直積で表されているので，例

;ファイyレ:fullcubes. txt 

(1，2) 

(2，1) 

(2，3) 

(3，2) 

(5，2) 

l
i
l
i
-
-
L
l
e
f
t
i
-
-

1
1
1
1
0
1
2
2
「
3
1
1
φ
I
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
r
l
i
l
i
-
-
t
 

ート一一一一一ト一一一ー一一トー

4 

n ト

'-一回ーーー-'-

2f~ーー

3 

図 10:方体集合の例(右は入力ファイル)

えば基本方体(1，2)と(2，1)は函 10では交わっているものとして扱われる.

(ll)幾つかの基本方体が縮退している場合

この場合は縮退している基本方体があるため，それぞれの基本方体を各座標ごとに記述

する必要がある.例えばk番目の区聞が縮退している基本方体

[h，h + 1] x・・ X[lk-l' lk-l + 1] X [lk， lk] x [lk+l' lk+l十 1]x・ x [ln， ln十 1]

そのまま各座標ごとにそれぞれの区間の情報を記載する書式を考えた場合，

[11，11 + 1] x ..玄 [lk-l， 1k-1 + 1] X [lk， h] X [lk十1，lk+1十 1]x ... x [ln， 1n + 1] 

と，次のように各座標成分の最小点と最大点の座標をスペースで、区切って対として表示す

る方法

[(11， .・ヲ 1k-1，1k， 1k+1'.. ぅ1n)(11 + 1γ ・.，lk-1十 1ぅ1k，lk+1十 L ・.，1n + 1)] 

の2通りがある.ここでアルファベット xは直積記号×を表すために用いられる.縮退し

ている点が 2つ以上ある場合もそれぞれ同様に拡張される.例えば図 11からなる方体集

合の場合は，その右に示しである reducubes.txtが入力ファイルとして用いられる.
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[(1，2) (2，3)J 

[(2，3) (2，4)J 

[(2，2) (3，2)J 

[(2，4) (3，4)J 

[(3，2) (3，3)] 

[(3，3) (3，4)J 

[(5，2) (5，2)J 

;ファイlレ:reducubes. txt 

[1，2J x [2，3J 

[2J x [3，4J 

[2，3J x [2J 

[2，3J x [4J 

[3J x [2， 3J 

[3J x [3，4J 

[5J x [2J 

もしくは

-
a
a
T

内。

図 11:方体集合の例(右は入力ファイル)

このようにして構成される入力ファイルに対して， CHomPの基本ソフトウェアはベ、ソ

チ数を計算するコマンド chompを用意している.例えば図 10と図 11の例では方体集合在

記述したファイル (filename)に対して

chomp filename 

を入力すれば，出力としてベッチ数"2，1ぅ 0"が得られる.なおこのコマンドにはベッチ数

の計算に使われるアルゴリズムを指定するオプションがある.最もよく使われるアルゴリ

ズムはMMCR (とても速いが適用範囲は狭い)と pp(速くはないが適用範囲は広い)であ

り，その指定の方法は--engineオプションの後にアルゴリズム名を次のように指定すれ

ばよい.

chomp filename 司ーengineMM_CR 

一方 CHomP拡張ソフトウェアではコマンド homcubesが用意されており，方体集合の

ホモロジー群が

homcubes filename 

により出力される.図 12は図 10，図 11で示した方体集合に対する出力ターミナル画面で

制[u詑5，ver. 3.抑 04/25/07.COPdri9ht (c) 193?ω2007 b~ Pð~Jel P!l杭 zyk.
ThiC is free softhldre. No崎rran切.CG'nullt 'licer:同.txt'1m'品同lh.
ReadlfJ9 C油1日i司i1，出 fr剖 'redcube白txt¥..9 CUblC;J ceils read. 
CoJJap"的 facesin X...・・ 6rei治時d，1iJ討し
比otε:The di~庁 i∞ of 兵 æcreðsed f(叩 2to 1. 
Credti時 t民chaincOfi1plex of A... • Done. 
¥lert!回全保関:11 Df di" 2. 
li附出向d出除:f).Iil批 (0，似i批n).

the hOf<)ol叩 of)~σ必f the rin唱ofmtesers・H
申+7 re>:出ction2.~ia由φ

似111).

Me appreC1ate ~lour blJ~i惜SS.apr-re乙hite出01;1" bu~， í叫5ε

homcubes reducubes.txt homcubes fullcubes.txt 

図 12:ターミナル上の出力画面

Ho = 7l}う Hl=Z 
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ホモロジー群はいずれもあり，



で与えられていることがわかる.また生成元老保存するには homsimplの場合と同様に

homcubes filenamel -g filename2 

とすることで， filename2にホモロジー群の適当な生成元が各次元ごとに出力される.

以上はあらかじめ用意された方体集合を入力データとして取り扱ったが，実験や観測か

ら得られる画像ファイルを直接入力として用いたい状況も当然考えられる.この要望に対

して， CHomPでは bitmap形式の 2次元画像データの方体集合表現在上記 (1)の形式で出

力するコマンド bmp2pse七在用意している.例えば入力 bitmapファイルpicture.bmpが

白黒画像のとき，コマンド

bmp2pset picture.bmp picture.tx七

により picture.bmp画像の基本方体表現がpicture.txtに出力される.この出力ファイ

ル在 homcubesの入力として使用することで， bitmap画像のホモロジー群計算が容易に

行われる.入力画像データがカラーデータのときは自動的にグレイスケール (0'" 255)に

変換されて処理が行われる.その場合はコマンド bmp2psetとオプションー七を組み合わせ

て闇値のグレイスケールレベルを指定し，対応する範囲の方体部分集合を出力させること

が可能である.オプションぺで闇値を指定しない場合は画像データから自動的に闇値の

グレイスケールレベルを判断して対応してくれる.例えば 3色で色分けされた図 13に対

しては次のいずれかのコマンドを用いることでそれぞれの色ごとの方体部分集合が出力さ

れる.

bmp2pset picture.bmp -tl00 -t150 A.txt B.txt C.txt 

bmp2pse七 picture.bmpA.txt B.txt C.txt 

.---A 
11---B 

---c 

図 13:3色で色分け表示された方体集合

ここで A.txtには中心の黒い長方形A，B.txt ~こは中心から 2 番目の帯状領域 B， C. txt 

Lこは最も外側の帯状領域Cにそれぞれ対応する方体部分集合が保存されることになる.オ

プションーtl00，-t150はグレイスケールの闘鑓レベルを 100と150に設定していること

在意味し，グレイスケールレベルo'" 99， 100 '" 149， 150 '" 255に対応するピクセルが

それぞれA.七xt，B.txt， C.t討に出力されることになる.この例のように一目で 3色か

ら成り立つことがわかる場合にはオプションで闇値を指定する必要はあまりない.しかし

ほぼ3色から成り立っているが境界上で多数のグレイスケールレベルのピクセルが混在し

ている場合などで、は適切な関値レベルを指定しないと，望むべき方体部分集合が得られな

いこともあるので注意が必要である.
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では図 13の例で得られた方体集合A.txt，B.txt， C.txtを用いて，相対ホモロジ一群

を計算してみる.書式自体は homsimplの場合と同様に方体集合の対を

homcubes A.txt B.tx七

のように入力すればよいが，その出力はホモロジ一群 H*(AUB，B)を計算している点に

注意しないといけない.よってこの場合の出力は

Ho(AUBうB)= 0う Hl(AUBうB)= 0う H2(AUBうB)=2  

となるのである.

4 包含写像に対する誘導準同型写像の計算

基礎編の最後にホモロジー群上の誘導準同型写像について解説をしておく. 1章で解説

されたように，位相空間 Xから Yへの連続写像 f:X → Yが与えられたとき，誘導準

同型写像と呼ばれるホモロジ一群上の準同型写像ム:H*(X)→ H*(Y)が導かれる.この

ムにはXが連続写像fによってどのように Yに移されるかについての情報が含まれてい

る.その情報はホモロジー群の各生成元に対するものであり，写像fのトポロジ、カルな振

る舞いはムが示す各生成元の対応を見ることで理解可能となる.

位相幾何学を勉強していくと単体護体のホモロジー群を構成した後に特異ホモロジー群

へ話が移っていく.その理由の一つは，位相空間だけでなくその聞の連続写像も代数的に

扱うことの有用性を利用する為には，特異ホモロジー群の設定が自然に必要になってくる

からである.では方体集合に対しでも特異ホモロジ一群のような概念を導入しているかと

いうとそうではない.あくまで特異ホモロジー群は理論の構成の為には非常に便利である

が，計算機で扱うことには全く向いていない概念である.この困難を克服し方体集合聞の

連続写像の取り扱いを可能にした概念が組み合わせ方体多価写像(以後簡単に方体写像と

呼ぶ)と呼ばれるものである [1].

方体集合X，Yが縮退していない基本方体の集まり Xうy在用いてそれぞれ構成されて

いるとする.(X = IXI，Y = IYI).このとき Xから yへの方体写像F:X→ Y (→は

方体写像を表す記号)とは X内の各基本方体Qdこ対してy内の基本方体の集まりを対応

付ける多価写像として定義される.図 14の場合であれば

F(Ql) = {Ql，Q2}う F(Q2)= {Q3}， F(Q3) = {Qu， F(Q4) = {Q5， Q6} 

が方体写像を定める.ここでX とYの基本方体をそれぞれ Qi，Qiと表している.また

方体集合の対 X，Y，(XcY)，が与えられたとき，包含写像i:X → Yは自然に方体写像

と見なすことができる(包含写像については方体写像と見なした場合も通常の写像の記号

を用いることにするト

一般に，方体集合閣の連続写像f:X→ Yに対して方体写像F:X→ yがX内の各基

本方体 Qiに対して f(Qi)c IF(Qi)1を満たし，かつ非輪状性(定義は発展編を参照)と

いう性質を満たせば，fの誘導準同型写像はFを用いて計算可能であることが知られてい

る[1][3].方体写像に関する詳しい解説と CHomPを用いた本格的な応用は Pilarczyk氏の
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図 14:方体写像の例

解説や以後の章にゆずることにし ここでは上記の性質を自然に満たす包含写像を例に用

いて誘導準同型写像がもっ意味や CHomPによる扱い方を説明することにしよう.

包含写像に対する誘導準同型写像九:H*(X)→H*(Y)には，H*(X)の生成元をあらわ

す幾何学的対象はYではどういう存在であるかについての情報が込められている.よって包

含写像i:X→ Yは単射であるが，そこから導かれる誘導準向型写像ら:H*(X)→ H*(Y) 

が単射になるとは限らない.

図15と図 16に示されている例を考えてみよう.方体集合Xiぅ日ぅ (XiC Yi)，i = 1ぅ2うの

ホモロジ一群はいずれも

HO(Xi) = Ho(巴)= z 

H1(Xi) = zぅ H1(五)= Z2う

Hk(Xi) = Hk(日)= 0， kチ0，1う

で与えられ，ホモロジー群を見ただけでは各Xiが五にどのように埋め込まれているかわ

からない.そこでこれらの包含写像に対して誘導準同型写像を CHomPを用いて計算して

みる.

Y2 

'/，2 
園時

-回一一一一一一
5忌

J
E
E
一一一一一一一

5t--

園時

5 

図 16:包含写像の例 (2)

その誘導準同型写像は

図 15:包含写像の例 (1)

一般に方体写像:F:X→ yが与えられたとき，
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homcubes map.七X七 X.txtY.txt 

によって計算される.ここで X. txt， Y. txt ~こは各方体集合 X， Y をこれまでと同様に入

力する.map.tx七には X.txt内の基本方体が方体写像によってどのように移されるかを記

述することになる.例えば図 14の場合ではmap.七X七は次のようになる.

(1，2)ー>{(1，2) (2，1)} 

(3，2)ー>{(3，2)} 

(3，3)ー>{(4，3)} 

(2，4)ー>{(3，4) (4，4)} 

ここでマイナスーと大小記号〉は写像を表す記号として用いられ，中括弧{}内に基本方

体の集まりがスペースで区切って指定される.この書式に従うと包含写像 21，22に関する

入力ファイルはいずれも次で与えられることになる.

(1，2)ー>{(1，2)} 

(2，2)ー>{(2，2)} 

(3，2)ー>{(3，2)} 

(1，3)ー>{(1，3)} 

(3，3)→{(3，3)} 

(1，4)ー>{(1，4)} 

(2，4)ー>{(2，4)} 

(3，4)ー>{(3，4)} 

なお包含写像の場合にはファイルmap.txtはコマンド

cub2map -i X.txt map.七xt

用いることで自動的に生成される.

これらの入力ファイルに対して図 15と図 16の誘導準同型写像を CHomPを用いて計算

させてみた結果が図 17と図 18である.この出力画面は Hk(X)の各生成元が誘導準向型写
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図 17:ihの出力画面 図 18:i2*の出力画面

像によってどの Hk(Y)の生成元に移っているかを各次元Dimkごとに示している.ここ

でCHomPの出力では，写像は一般に記号 f，Hk(X)の生成元はね， X2γ 圃・ ，Hk(Y)の生

成元は Y1，Y2，・・ 1 のように表される.また生成元の番号はホモ口ジ一群の各次元ごとに 1

から与えられており，その実体は-gオプションを用いて生成元を出力させた場合の各番号

の生成元である.よって図 17や図 18のDim0とDim1の後に現れている X1は別の生成

元老表している.さて出力の意味であるが， 1次元の生成元に対して両者の結果は異なっ

ており ihでは H1(Xdの生成元が H1(Y1)の生成元 y2に移り i2*では H1(X2)の生成

元は Oに移っている.これは図 15と図 16を見れば明らかで，X1は包含写像れによって
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Hl(日)の生成元となりうるサイクルに移っている.一方巧に基本方体 (2，3)があること

から包含写像i2による X2の像は H1(九)の生成元にはなり得ないことに対応している.
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5 連続写像に対する誘導準同型写像の計算

方体集合対(XヲA)と(Y，B)ぅ(Ac X，B c Y)の間の也統写像f:(XぅA)→ (Y，B)ヲf(A)c 
Bが与えられたとき，その誘導準同型写像は CHomPを用いて計算可能である.そこで使

用されているアルゴリズムの詳細については [3]を参照されたい.このアルゴリズムは方

体集合に付随する様々な特徴を用いており，単体複体聞の連続写像に対する誘導準向型写

像には適用できない.単体複体の誘導準同型写像に関しては効率的なアルゴリズムが現在

のところ存在しておらず，このことは方体集合を基礎としたホモロジー群計算の有用性在

意味している.

5.1 方体写像

方体集合 XうYが与えられたとき連続写像 f:X → Yは多価写像 F:X - 0  Yを用い

て表現可能である.ここで x，yはその実現が X=IXIうY=IYIとなる縮退していない

基本方体の集まりである.また FはXの各基本方体Qに対して yの基本方体の集まり

F(Q) c Yを対応させる多価写像である.このような写像Fは組み合わせ方体多価写像

もしくは単に方体写像と呼ばれる.また全ての基本方体QεXについて f(Q)c IF(Q)I 

が成り立っとき F在fの表現と呼ぶ.

3ート

国
(7，3) 

(1，2) 

(4，1) 

2 3 4 5 6 7 

図 19:基本方体Qのfとその表現である方体写像Fによる像
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CHomPでは方体写像を定めるテキストファイルに対して 2通りの書式を用意している.

1つ目は異なる行ごとに対応Xラ Q←→ {Ql，・・・ぅ Qn}C Yを記入する方法である.ここで

基本方体の集まりは空白で区切って指定される.例えば(1，2) 一>{(4， 1) (4，2) (5，1) 

(5，2) (6，1) (6，2)}は図 19に示されている .F([1，2]x [2，3]) = {[4ぅ5]x [1，2]， [4，5] x 

[2ぅ3]， [5，6] X [1，2]， [5，6] X [2，3]， [6ぅ7]X [1，2]， [6，7] X [2ぅ3J}を意味する.基本編でも説

明しているが各基本方体は最も座標の値が小さい頂点で指定される.次のリストはこの書

式に従った方体写像の例である.

例 1書式 1

(0，0)ー>{(O，O) (0，1)} 

(0，1)ー>{(0，1) (0，2) (0，3)} 

(0，2)→ {(0，4) (1，4)} 

(0，3)ー>{(2，4) (3，4)} 

(0，4)ー>{(4，3) (4，4)} 

(1，4)ー>{(4，1) (4，2) (4，3)} 

(2，4)ー>{(3，0) (4，0)} 

(3，4)→{(1，0) (2，0)} 

(4，4)→ {(O，O) (O，U} 

(4，3)ー>{(O，U (0，2) (0，3)} 

(4，2)ー>{(0，4) (1，4)} 

(4，1)ー>{(2，4) (3，4)} 

(4，0)ー>{(4，3) (4，4)} 

(3，0)→ {(4，1) (4，2) (4，3)} 

(2，0)ー>{(3，0) (4，0)} 

(1，0)ー>{(1，0) (2，0)} 

方体写像を定義する 2つ目の書式は各基本方体Qの像の実現 I.F(Q)Iが凸集合になる場

合に適用される.この場合最も座標が小さい頂点と大きい頂点在指定すれば凸集合が定ま

ることに注意しよう.Xの各基本方体も同様に表すと，この書式者用いた場合は図 19の

方体写像は[(1，2)(2，3)] [(4，1) (7 ，3)Jで定められる.像が多くの基本方体からなる凸

集合で与えられる場合には，その入力が書式1に比べて非常に簡単になる.ただし書式2

の入力ファイルにはその先頭に付加的な情報(空間次元，Xの構成要素数，写像の種類)

を指定する必要がある.次の例 2は書式2に従って記入された方体写像の例である.

例 2書式2

Space Dimension: 2 

Number Of Primitive Arguments: 16 

Map: AlmostPerfect 

Primitive Argument Value 

[(0，0) (1， 1)] [(0，0) (1，2)J 

[(0，1) (1，2)] [(0，1) (1，4)] 

[(0，2) (1，3)] [(0，4) (2，5)J 

[(0，3) (1，4)] [(2，4) (4，5)] 
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[(0，4) (1，5)] [(4，3) (5，5)] 

[(1，4) (2，5)] [(4，1) (5，4)] 

[(2，4) (3，5)] [(3，0) (5，1)] 

[(3，4) (4，5)] [(1，0) (3，1)] 

[(4，4) (5，5)] [(0，0) (1，2)] 

[(4，3) (5，4)] [(0，1) (1，4)] 

[(4，2) (5，3)] [(0，4) (2，5)] 

[(4，1) (5，2)] [(2，4) (4，5)] 

[(4，0) (5，1)] [(4，3) (5，5)] 

[(3，0) (4，1)] [(4，1) (5，4)] 

[(2，0) (3，1)] [(3，0) (5，1)] 

[(1，0) (2，1)] [(1，0) (3，1)] 

END 

5.2 方体写像についての仮定

連続写像fの表現F:(X，A)→ (Y，s)を用いて誘導準向型写像ムを構成する為には，

F(Q)チのやF(A)c sといった自明な仮定の他に，次で与えられる写像の非輪状性が満

たされる必要がある [1][3].

定義 3nQiξ冗 Q包ラ正日となる基本方体の集まり冗 cXに対して [F(冗)[がつねに非輪状

となるとき，方体写像F:X→ yは非輪状であると呼ぶ.

すぐわかるように対象としている方体写像がこの定義を満たしているかどうかを調べる

ことは容易ではない. しかし書式 2で扱ったように全ての基本方体の像の実現 [F(Q)[が

凸集合になっている場合には自動的にこの定義は満たされることが知られている.よって

誘導準同型写像の計算にとっては各基本方体の像の実現が凸集合になるような写像は扱い

やすいことになる.

CHomPでは与えられた方体写像が非輪状性を満たしているか確認するコマンドchkmvmap

(" check multivalued map"の略)を提供している.このコマンドは次に紹介する homcubes

と同様に用いられ，方体写像F.map，方体集合X.cub，A.cub， Y.cub， B.cubで与えられるテ

キストファイルに対して次のように用いられる.

chkmvmap F.map X.cub A.cub Y.cub B.cub 

5.3 homcubesを用いた計算方法

基礎編にも出てきたコマンド homcubesを用いて非輪状性の仮定を満たす方体写像力、ら

誘導準向型写像を計算することができる.空間対の写像F:(X，A)→ (Yぅs)を扱ってい

る場合はFぅX，Aう yう βを表す5つのテキストファイルが必要となる.A=s=日の場合

にはそれらを除いた 3つのファイルが用いられる.例えば1l*()(，J1)，1l*(i'，13)の生成元も

保存する場合にはコマンド
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homcubes F.map X.cub A.cub Y.cub B.cub -g XA.gen -g YB.gen 

で誘導準向型写像が計算される.ここで、XA.genぅYB.gen~こはホモロジー群H*(Xぅ A) ， H*(Y， B)

の生成元がそれぞれ保存されることになる.

5.4 Conley指数への応用

連続写像 f:(X，A)→ (Y， B) (ここで X c Y，A c B)の誘導準同型写像在方体写像表

現:F:(XぅA)→ (yぅs)在用いて計算する際，包含写像 i:(X，A)→ (Y，B)がホモロジー

群上の同型写像を誘導する場合がある.ちなみに離散力学系の Conley指数の計算ではよ

く登場する.このような状況では H*(XうA)の生成元は Hキ(Y，B)の生成元としても扱わ

れ，fとi-1に対する誘導準向型写像の合成

(ら)一10ム:H*(X，A)→ H*(X，A) 

が意味を持つことになる.

この合成写像はhomcubesで-iオプションを付けることにより容易に計算される.実際

にはムとらの 2つの誘導準同型写像を計算した後，いの逆写像を計算し 2つを合成してい

る.よってらが同型写像にならない場合には逆写像の計算時にエラーが出ることになる.

またこの場合，コマンド chkmvmapはオプション-iを付けることで写像 f:(X，A)→ 

(Y，B)に対して非輪状性に加えて XcY，AcB等の必要になる仮定を検証してくれる.

ただしらが同型写像であるかはこのオプションでは検証できず， homcubes在実行してみ

る必要がある.

6 C++インターフエース

CHomPライブラリには C十+言語で記述されたプログラム上でホモロジ一群計算関連

の関数ヘアクセスを可能にするインターフェースが整備されている.より高度な数値計

算の為にはこのようなインターフェースは必須で、あり，あらかじめデータを保存しその後

chompや homcubesといったコマンドで計算させるといった手間が大幅に省ける.ここで

は幾つかの基本的なインターフェースについて解説在与える.

6.1 基本インターフェース

基本インターフェースではコマンド chompで用いられていたプログラムへのC十+言語

からのアクセス在可能にしている.ここで基本方体は縮退していないものが扱われ，それ

らから構成される方体集合は bitmap形式で用意する必要がある.ちなみに chompでオプ

ション指定をしていた engineはここでも選択可能になっている.
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byte 1 byte 2 byte 3 byte 4 

Hexadecimal code: line 1: FC， FF， FF， C3; line 2: 1 E， 18， CO， 87; line 3: F8， FF， FD， 3F. 

図 20:ビット列で表される bitmap形式の例

6.1.1 Bitmap形式

基本インターブエースでは方体集合を表すために bitmap形式を採用しており，その η

次元 bitmapデータは 1次元配列として格納されることになる.ここでビット 1は対応す

る場所に基本方体が存在しピット Oは存在しないことを意味する.また取り扱う方体集合

を内部に含むffi.d内の長方形領域 [0xηII x・・圃 x[0 x ndlをあらかじめ指定する必要があ

り，その為に整数 n1，• ・ • ，ndを配列に格納することになる.その際技術的制約から ηlの

値は 32ピット計算機では 32の倍数， 64ピット計算機では 64の倍数にする必要がある.

各1バイトは 8つの連続した基本方体に対応し，下位のビットほど座標の値が小さい基本

方体を表す(図 20を参照).つまり bitmapデータの最初のピットは基本方体 (0ぅ・・・， 0)

を表し，それに続く町一 1個のビットが第 1座標が Oの基本方体を表すことになる.そ

の後の η1個のピットは第 1座標が 1の基本方体に対応し，以下同様に各座標成分を大き

くすることでd次元方体集合が指定される.このように用意された方体集合に対してその

ベッチ数を計算する関数は次で与えられる.

void ComputeBettiNumbers (const void *buffer， in七本sl.zes，ユntdim， 
in七本result，const char *engine 0， const int *官rapping 0， 
bool qu工et false) ; 

次の C十+プログラムでは ComputeBettiNumbersを使って図 20で表された方体集合の

ベッチ数を計算させている.

プログラム 4 bitmap形式で用意された方体集合のベッチ数計算
01 #include <ios七re釦n>

02 #include "capd/homengin/homology.h" 
03 

04 in七 maユn0 
05 { 

06 const int dim 2; 

07 int sizes [] {32， 3}; 
08 char buffer [] { 

09¥xFC' ，¥xFF' ， ¥xFF' ，¥xC3' ， 
10¥x1E' ，ヘx18'， ¥xCO' ，¥x87' ， 
11¥xF8' ，¥xFF' ， ¥xFD' ，¥x3F' ， 
12 }; 

13 

14 const char *engine 0; 
15 bool quiet false; 

16 
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17 int betti [dim + 1J; 

18 ComputeBettiNumbers (buffer， sizes， dim， betti， engine， quiet); 
19 for (int i 0; i <= dim; +今 i)

20 std::cout << (i ? "" "")<< be七七i [iJ; 

21 std::co叫<< '¥n' ; 

22 re七urn0; 

23 } 

6.1.2 クラス CubicalSet

ComputeBettiNumbersを使うには bitmap形式で方体集合を構成する必要があるが，

その作成や操作を簡単に行う為に CHomPではクラス CubicalSetが用意されている.

CubicalSetのオブ、ジェクトそ作るには方体集合が定義される長方形領域

[n1ぅntlx ・x[ηJ?nJl

を，d， n1，. ぅnJ，n??・ うりで指定する必要がある.ここで用意された長方形領域に

基本方体在加えるには関数Addを，消去するには関数Deleteを用いればよい.これまで

と同様に基本方体は座標の値が最小の頂点 (k1ぃ .，kd)で表されるが，当然それらは不等

式ni 三Ki<nfを満たさなければならない.このようにして作られる方体集合に対して

そのベッチ数老計算させるには関数

void ComputeBettiNumbers (const CubicalSet &s， 
int *result， const char本engユne 0， boo1 quiet fa1se); 

を用いればよい. CubicalSetを用いたサンブ。ルフ。ログラムは以下で与えられる.

プログラム 5 クラス CubicalSetの使用例
01 #include <iostream> 

02 #include "capd/homengin/cubiset.h" 

03 

04ユntmain 0 
05 { 

06 int 1eft coords [J {-6， -5， o}; 
07 i叫 right_coords [J {6， 1， 4}; 
08 Cubica1Set Q (left一coords，right_coords， 3); 
09 

10 int cube1 [J {1， -5， o}; 
11 Q. Add (cube1); 

12 int cube2 [J {5， -2， 2}; 
13 Q. Add (cube2); 

14 

15 int betti [4J; 

16 ComputeBe七tiNumbers (Q， be七ti，"MM_CR" ， true); 
17 for (in七 i 0; i < 4; ++ i) 

18 std: :cout << (i ? "") << bet七i ェJ; 

19 std::cout<<'¥n' ; 

20 re七urn0; 

21 } 

6.2 拡張インターフェース

拡張インターフェースで、は一般の基本方体(辺が縮退していてもよい)，方体集合，方

体複体，方体写像などに対応するクラス者用意している.またこれらのクラスに対してホ
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モロジ一群を計算する関数も整っている.なおデータの入出力には通常の C十十と同様に

くくや>>を用いることができる.これらは名前空間 chomp:: homology内で使われること

になる.

クラスのオブ、ジ、ェクトを指定するには頂点の座標を表す整数列を入力する必要があるが，

標準では coordinate型と呼ばれるものが用いられる (16ピット整数shortintと同じ). 

実用上は [-32768ぅ32767]の整数で十分であると思われるが，それ以上の範囲在使用する

際はソースコードを参照されたい.

ホモロジ一群Hqは有限生成アーベル群で、あり

HqごとえーとJ2@ZpI@ ・ EBZPk 

sq 

の形で表現される.拡張インターフェース内で、はI)D数BettiNumberやTorsionCoefficient

を用いることでベッチ数ぬやねじれ係数 (pl，..• ぅ Pk) の情報が取り出せるようになって

いる.

6.2.1 クラス Cube，SetOfCubes 

CubeはIad内で縮退していない基本方体を表す為に使われるクラスである.このクラス

のコンストラクタは基本方体を指定する座標と次元の情報を必要とする.一方 Cubeで指

定されたオブジ、ェクトから関数 coordによって座標の列，関数dimで基本方体の次元が取

り出せるようになっている.

このような基本方体で構成される方体集合を記述するクラスとしておtOfCubesがある.

このクラスに基本方体を加えるには add関数，消去するには remove関数がそれぞれ用い

られる.また与えられた基本方体が SetOfCubesのオブ、ジ、ェクトに既に含まれているかど

うかを調べる関数 checkも用意されている.

ここで紹介した SetOfCubesで表される方体集合Xや方体集合対 (X，A)のホモロジ一

群を計算する関数として Homologyが用意されている.その使用例はプログラム 6に示し

である.(内容はプログラム 5と同じ).また Homologyを用いた生成元や相対ホモロジ一

群の計算方法についてはプログラム 7，プログラム 8を参照されたい.

プログラム 6拡張インターフェースを用いたホモロジー群計算 (1)
01 #include <iostre笛n>
02 #include "chomp/homology/homology.h" 

03 
04 using n阻 espacechomp: :homology; 

05 

06 int maユn0 
07 { 

08 coordina七ecoords 1 [] {1， -5， o}; 
09 Cube Q (coords1， 3); 

10 8etOfCubes 8; 
11 8. add (Q); 

12 coordinate coords2 [] {5， -2， 2}; 
13 8. add (Cube (coords2， 3)); 
14 

15 Chain *hom 0; 
16 int maxLevel Homology (8， "8"， hom); 
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17 for (int q 0; q <= maxLeve1; ++ q) 

18 std::cout << (q? っく<Be七七iNumber(hom [q]); 

19 std: : cou七<< '¥n' ; 

20 de1ete [] hom; 

21 return 0; 

22 } 

6.2.2 クラス CubicalCell，CubicalComplex 

]Rd内の一般の基本方体を表すクラスとしては CubicalCellが用意されている.そのコ

ンストラクタとしては縮退していない基本方体を作る為に Cubeが必要とした入力や，縮

退している場合に対応する最小と最大の頂点座標を表した整数列の対などが必要となる.

方体複体を表すクラスは CubicalComplexで与えられ，そのオブ、ジェクトに基本方体を

付け加えるには関数 add在用いる.与えられた方体複体 Cの次元は関数 dimで参照でき，

また指定された次元kの基本方体の集まりを取り出すには日を用いて C[k]とすればよ

い.ここで方体複体を定めるには全ての基本方体の面をあらかじめ CubicalComplexに入

力しておく必要は無く，必要な面は計算の際に自動的に補間される.

次のサンプルプログラムは方体複体の構成からそのホモロジー群と生成元の計算ま

でを示している.このプログラムではホモロジ一群とその生成元を表示する際に関数

ShowHomologyとShowGeneratorsを用いている.

プログラム 7拡張インターフェースを用いたホモロジー群計算 (2)
01 #inc1ude <ios七re釦n>
02 #inc1ude "chomp/homo1ogy/homo1ogy.h" 

03 

04 using namespace chomp: :homo1ogy; 

05 

06 int main 0 
07 { 

08 coordina七e1ef七[J = {1， 2， o}; 
09 coordinate right [] {2， 2， 1}; 
10 Cubica1Ce11 Q (left， right， 3); 
11 Cubュca1Comp1exC; 

12 C. add (Q); 

13 

14 Chain *hom 0; 

15 Chain 料 'gen 0; 

16 in七 maxLeve1 Homo1ogy (C， "C"， hom， &gen); 
17 Sho官Homo1ogy(hom， maxLeve1); 
18 Sho官Generators (gen， hom， maxLeve1); 
19 

20 de1ete [] hom; 

21 for (int i 0; i <= maxLeve1; ++ i) 

22 de1ete (gen [i]); 

23 de1ete [] gen; 

24 return 0; 

25 } 
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6.2.3 クラス CubicalMap

最後に方体写像を表すクラス CubicalMapについて説明しておく.これまでと同様に方

体写像を扱う場合は全ての基本方体は縮退していないものとする.例えばQをCubeのオ

ブ、ジ、エクト， FをCubicalMapのオブ、ジェクトとすると，その像は SetOfCubes型として

F[Q]に格納される.{象の指定にはこれまでにも出てきた基本方体を加える関数 addを用

いるかを使って基本方体の集まりを直接与える方法がある.このようにして構成され

るCubicalMapの誘導準同型写像を計算するには関数Homologyをプログラム 8のように

用いればよい.

プログラム 8拡張インターフェースを用いた誘導準同型写像の計算
01 #include <io自七rea血〉

02 #include "chomp/homology/homology.h" 
03 
04 using namespace chomp::homology; 
05 
06 int main 0 
07 { 
08 
09 

coordinate c1口={1， 1， O}， c2 D = {1， 1， 1}; 
CubicalMap F; 

10 SetOfCubes S; 
11 S. add (Cube (c1， 3)); 
12 S. add (Cube (c2， 3)); 
13 Cube Q (c1， 3); 
14 F [Q] = S; 
15 
16 SetOfCubes X = F. ge七domain()， A， Y S， B; 
17 Chain *homX 0， *homY 0; 
18 ChainMap *homF 0; 
19 int maxX 0， maxY 0; 
20 Homology (F， X， A， Y， B， homX， maxX， homY， maxY， homF); 
21 
22 delete homF; 
23 delete [] homX; 

24 dele七eD homY; 
25 re七urn0; 

26 } 
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第3章 計算ホモロジー理論の力学系への応用

荒井迅

京都大学大学院理学研究科

1 はじめに

本稿では計算ホモロジー理論を用いた力学系の研究手法について解説する.計算ホモロ

ジ一理論は現在でこそ幅広い応用を持つようになったが， Kaczyinski-Mischaikow-Mrozek 

らによる研究はそもそも力学系への応用を念頭に始められたものである.力学系の位相不

変量であるコンレイ指数をコンビュータで計算する方法を開発したい，それによりコンレ

イ指数理論を具体例に応用したい， というのが彼らの出発点である.

力学系理論とホモロジー理論は，その現代的な意味での創始者が HenriPoincareであ

るという共通点がある.エントロビー予想やアーノルド予想、など，力学系の重要な問題が

ホモロジーの言葉を用いて表現されることも多い.しかし，力学系を応用する立場からは，

この二つの分野の関連が強く意識されることはあまりなかった.その一つの原因は，ホモ

ロジー群が持つ情報が本質的に大域的なものであるため，ホモロジー理論により何かを示

せても，それが相空間のどこで起きているのか詳しくはわからないという点であろう.こ

れでは応用には使いにくい.また，ホモロジ←群をコンビュータで計算する手法がなかっ

た事も原因としてあげられる.複雑な力学系を研究する場合に 全ての計算を手で遂行す

るのは不可能である.これらの問題の前者を解決したのがコンレイ指数理論であり，後者

を解決するために生まれたのが計算ホモロジ一理論である.

ホモロジ一理論と力学系の関係を考える上で重要なできごとを時系列に沿い並べると次

のようになる.

1900年ころ

1920年代

1930年代

1970年代

1970年代

1990年代

21世紀~

耳.Poincareによる力学系とホモロジ一理論の創始

S. Lefschetzによる不動点定理 (32) 

M. Morseよるモース理論 (32) 

M. Shubらによるエントロビー予想、 (32) 

C. C. Conleyによるコンレイ指数理論 (33) 

計算ホモロジ一理論の整備が始まる (34) 

計算ホモロジ一理論の応用が広まる? (35) 

本章はこの時間的な発展の順序を追うように構成されている.

コンレイ指数を用いた議論に入る前に，まず32においてホモロジ一理論そのものを用

いたこつの話題を紹介する.力学系と言うよりは幾何学やトポロジ←の話題に見えるが，

ホモロジ一理論の力学系への応用で、重要なアイデアは本質的に全てこの段階で現われてい

ると言ってよい.次にコンレイ指数の定義を 33で，計算機を用いてホモロジーコンレイ
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指数を求める方法を 34で解説する.本来の目的である計算ホモロジー理論の力学系への

応用には最後の 35があてられる.

2 ホモロジーと力学系

この節では，ホモロジーを用いた力学系研究の源流とも言える話題を簡単に紹介する.

個々の定理の証明は述べないが，証明において重要な考え方には触れる.本節の話題に関

して，より詳しくは JohnFranksによるその名も“Homologyand Dynamical Systemsう?

という素晴らしい本 [15]があるので，そちらを参照されたい.コンレイ指数の普及以前の

本ではあるため，コンレイ指数については触れられていないが，力学系のゼータ関数とホ

モロジーゼータ関数の関係など，本章では触れられなった話題も多く扱われている.

代数トポロジーの教科書は数多く出版されているが，力学系の研究でよく引用されるの

がDoldの“Lectureson Algebraic Topologyうう [11]である.最近出版された Matveevによ

る同名の本 [20]は，初等的なところから始めてホモロジー，ホモトピーの話題に一通り触

れるにもかかわらず， 100ページに満たないコンパクトさであり，入門書として最適と思

う.最近翻訳が出版された Seifer七-Threlfallによる古典的な教科書 [35]は古いぶん書き方

が若干まわりくどい所もあるが，現代の教科書よりもかえって直感的なイメージが捕み易

いところが多い.

2.1 不動点定理

写像fの不動点とは f(x)= xとなるような点 Zのことである.力学系的な言い方をす

れば不動点とは fによる時開発展の下にいつまでも動かずにいる点であり，静的な視点か

らは不動点とは方程式 f(x)= xの解であるといえる.

数ある不動点定理のなかで，基本的かつ応用範囲の広いのは以下で述べる Lefschetz四 Hopf

の不動点定理であろう.簡単のため，ここでは有限多面体上の写像で考えるが，一般にコ

ンパクトな ENRくらいの設定で成立する [11]. またホモロジー群の係数は何か適当な体

K とし，以下では特に必要にならない限り明示しない.

Lefschetz・Hopfの不動点定理.f:P→ Pを有限多面体P上の連続写像とする.このと

きfがホモロジ一群上に誘導するム:H*(P)→ H*(P)のLefschetz数がOでないならば，

fは不動点を少なくとも 1つ持つ.

ここで Lefschetz数とは次のように定義される数(値を Kにとる)である.

定義1.次数付きベクトル空間 E= {En}の準同型 L= {Ln}に対し，その Lefschetz

数を

入(L):=玄(_l)n吋
n>u 

と定義する. ここでtr(Ln)は線型写像Ln:En → Enのトレースを表す.

なぜ素直に全ての次数のトレースの和を取らずに， (_l)nなどという係数をかけるのか.

それは交代和にすることにより，ただの和では成立しない次の重要な性質が得られるから

である.
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命題 2.鎖複体C.= {Cn}nEZ上の鎖写像L.= {Ln : Cn→ Cn}nEZがホモロジ一群上に

誘導する準同型写像H*(L.): H*(C.)→ H*(C.)に対し

入(L.)=入(H*(L.))

が成立する.

鎖写像L.とそれが誘導する準同型H(L.)は，そもそも定義される空間からして異なる

のだが，それにも関わらず トレースの交代和は等しいという強い性質が成り立つのであ

る.命題の証明は述べないが，そのアイディアは最も簡単な鎖複体

O ←-G-1」L Cn←ーO

Lイ ↓Ln

O~一一 Cn- 1 ~Cn~一一 O

の場合を考えるとわかりやすい.いま係数を体にとっているので，

r: ρ 
Cn = kerdn EB二 L=H(C.)6-Lう CnI=imdne iizimdn⑦ Hn-1(C.) 

kerdn 凡 kerdn ' ----~" ~ im dn 

という直和分解を選ぶことができる.次にこの直和分解に応じて Lnのほうも分解しよう.

L.は鎖写像なので

Ln(kerdn) C kerdn， Ln-1(imdn) C imdn 

が成立する.これと，準同型定理により九がCn/ker dnとimdnの間の同型を与えること

を用いると LnおよびLn-lは

ι~( で1i，} Lnベ
という形に書けることがわかる.Hn(L.)とHn-l(L.)はホモロジ一群上に誘導される写

像そのものであるが，L'という写像が良くわからない(ホモロジーを取ると消えてしまう

情報に対応している).良くわからないのだが n次と η-1次との差を取ることにより

上手くこの余分な部分がキャンセルして

七r(Ln)-tr(Ln-d = {tr(Hn(L.))十七r(L')}ーかr(L')十日(Hn-l(L.))}

= tr(Hn(L.)) -tr(Hn-l(L.)) 

となり命題の性質が示される. 一般の鎖複体の場合の証明も今述べた場合に帰着される.

位相空間とその上の連続写像からホモロジ一群上の準向型を取り出す手続きは，鎖複体

と鎖写像を経由していた.連続写像から直接得られるのは鎖写像であるが，そこからホモ

ロジーを取るときに一般には情報が抜け落ちてしまう L.の個々の固有値の情報も消え

てしまうのだが， トレースの交代和を取った Lefschetz数に関してはホモロジーを取って

も変化せずに情報が保たれるという点が重要な訳である.

この命題を準備をすれば不動点定理の証明は簡単である.
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Lefschetz-Hopfの不動点定理の証明のあらすじ.不動点がないと仮定する.いま Pは

コンパクトなので，ある 8> 0が存在して任意の xEPはfにより距離 d以上は移動

するとしてよい.重心細分をとることにより，Pの各単体の直径は 8/2よりも小さいと

する.単体近似定理によれば，Pの細分 P'と単体写像 9: P'→ Pで， f: P→ Pの

単体近似となっているものが得られる.いま α:C(P)→ C(P')をホモロジ一群の同型

D:*: H，文 (P)→ H*(P')を誘導する鎖写像とすると，

C(P) 

yノ↓口
C(P') aず C(P')

という図式が得られ，定義によりム =D:*o(α09)*0αJ1である.よって仮定より入(α09)*チO

となり，命題2より α09が鎖複体に誘導する写像の Lefschetz数も Oではない.従つであ

るP'の単体が存在して α09により自分自身に移るが，これは 6の取り方に矛盾する. 口

この証明法は Hopfによるものである.元々の Lefschetzの証明は，直積集合PXPの中

でfのグラフ {(xぅf(x))I x ξ P}と対角線 {(xぅx)I x E P}の交点を向きつきで数え挙げ

るという方法をとる. Lefschetzの方法が静的かつ幾何学的なものであるのに対し， Hopf 

による証明はより動的，力学系的であると言えよう.

この Hopfによる証明には本稿で解説する計算ホモロジー理論の力学系への応用におけ

る典型的な考えかたが既に現われている.ポイントは

・十分に細かい細分を取ることにより，写像f:P→ Pの欲しい情報がfから誘導さ

れる鎖写像の代数的な性質として現われる.

・その代数的な性質がホモロジーを取った後のム:H*(P)→ H*(P)にも残っている

ので，ムの代数的な性質を知ると元の fについての情報が得られる.

という 2点である.さらに実際の計算に応用する場合には

・ホモロジ一群上に誘導された準同型ムはホモトピー不変なので，fについてのおお

まかな情報だけで計算できる.

という点が重要になってくる.すなわち，fが扱いにくい難しい写像であっても，fとホ

モトープな gでfより簡単な写像を見つけることができれば，ム=仏なので計算は gで

行こなってよいことになる.

後の節におけるコンレイ指数と計算ホモロジーを用いた議論も，単体近似とグリッドに

よる方体近似の違いはあるものの 基本的な考え方は同じである.

2.2 モース理論

多様体M のホモロジーを考えるとき，我々は M を単体に分割したり(単体複体のホモ

ロジー)，また単体から M への写像を考えたり(特異ホモロジー)，基本的には外側から

M 全体を眺める視点でもの事を考えてきた.
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IR 

可

〈ぎ》滅鐘 f ↓み

図 1:多様体M を見る視点と f:M→ Rを見る視点

じつは多様体そのものではなく，多様体上の関数の特異点を眺めることによっても M

のホモロジーを知ることが出来るというのがモース理論の主張である.Mそのものではな

く，その上の関数を眺めることで M を知るという意味では，コホモロジー(ホモロジー

の「双対J)の考えかたに近いが，モース理論では，M を知るために必要な情報が関数の

特異点に集約されているという点が重要である.

まず多様体M 上の関数f:M→ Rによって与えられる勾配ベクトル場

x=ーマf(x)

を考える (Mは適当な計量によりリーマン多様体の構造を持っとするにこのベクトル場

の生成する流れを考えると，関数fの値が減少する方向に全ての点が流れてゆくような連

続力学系が得られる.これを fの生成する勾配流と言う.

次にこのベクトル場の特異点，すなわちマf(x)= 0となるような Z を考える.特異点

が全て双曲塑であるとき，fはモース関数であるという.またモース関数の特異点 Z に対

し，その不安定多様体 WU(x)の次元を Zの指数と呼ぶ.特異点の指数は，その近傍での

fの値のみで決まることに注意する.

例えば図 2.2のようにトーラス M(中身のないドーナツ型)を地面に立てて，関数 f:

M → Rとしては点 Zの地面から測った高さを f(x)と定義してみよう.このとき fによる

勾配流は，M の上を高いところから低いところへと，水のように流れ落ちるものになる.

この流れの特異点は，地面に対して水平な平面とトーラスが接する 4点である.これら

を上から}I慣に払仏ηsと名付けよう.すると流れが湧き出すpの指数は 2，流れの鞍点で

ある pとTの指数は 1，流れが落ち込む先である 8の指数は 0となる.

定理 3(モース不等式).fをη次元多様体M 上のモース関数，その指数kの特異点の数

をCkとする.また多様体M のk次ベッチ数を品と書く. このとき k=Oぅ・ぺ η に対し

Ck -Ck-1十・・・土 Co三sk-skー 1+・・・土 so

が成りたつ.特に k=nのときは等号が成立する.

定理より特に Ck三島が k=Oぃ・・川で成立する.すなわち， どんなモース関数に対し

ても，不安定次元がたである特異点が多様体M のたー次ベッチ数以上の個数存在する.先
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の例でいうと， C2 = 1， C1 = 2， Co = 1となり，これらはトーラスのベッチ数と一致する

ので，これ以上特異点、を減らすことはできないことがわかる.

証明は，多様体を fの値で輪切りにし，特異点のところでの変化を見るということをす

る.もう少し詳しくいうと， ME:={zεM:f(x)壬α}という集合を定義し，f-1([αぅb])

に特異点、がなければ MaとMbの聞には大きな違いはなく，また特異点のところで起きる

構造の変化は rハンドル」の張りつけにより記述される， という議論をする. トーラスの

例でMα の絵を描いてみるとわかりやすい.詳しくはたとえばMilnorの“Morsetheory" 

[23]を参照されたい.

古典的なモース理論は上のモース不等式を基本定理とするが，近年では以下で紹介する

ように Witten複体 (Morse-Conley-Witten複体とも呼ぶ人もあり)という複体を経由し

た議論をすることが多い. Witten複体により，フレアーホモロジーなどの無限次元で定

義されたホモロジーと多様体のホモロジーとの関係が見やすくなるというのが理由の一つ

であるが，力学系への応用においても以下の見方は重要となる.

fをモース関数とする.さらに fの勾配流はモース・スメール条件を満たす，すなわち，

特異点、の任意の組Pぅqに対し， wu(p)とWS(q)は横断的に交わるとする.任意のモース

関数fは，いくらでも小さい摂動でこの条件を満たすようにできる.先ほどのトーラスの

例では， トーラスが地面に対して鉛直なときはモース・スメールにならないが，ほんの少

し傾ければ条件を満たすようになる.

全ての特異点 Z に対し WU(x)の接空間に向きを 1つ決めておく .fの指数kの特異点

たちを生成元とするベクトル空間を Ckで表す.すなわち

Ck = @
 

K(x) 
zは指数 kの特呉点

である. dimK Ckは指数kの特異点の数であり，上のトーラスの例で言えば，

K(p) k=2 

Ck = ~ K(q) a K(r) k=l 

K(s) k=O 

O その{也

となる.例えばC1には 3q-2rといった形式的な和が含まれていると考えるのである.

この Ckたちの上に，次のようにして境界作用素Fが定義できる.

U εCkを Ckの生成元としよう.境界作用素は次数が -1なので， aC(y)εCk-1と

なるはずである Ck-1の生成元は指数がk-1である特異点たちなので，そのような特

異点 Z ξ Ck-lのそれぞれに対して aC(y)のK(x)成分を定めてやればよい.この成分

をaC(y)= n(yぅx)E K(x)と書くことにしよう.いま dimWU(υ) = k， dim WS(x) = 

dimM -dim WU(x) =η -k+1であり，また仮定から WU(ν)とWS(x)は横断的なので，

WU(ν)nwS(x)は1次元の多様体となることがわかる.WU(υ) n WS(x)は流れで不変な

ので，けっきょく WU(y)n WS(x)は何本かの軌道の集合となる(少し議論をすると有限

本であることがわかる). 

WU(υ)nwS(x)から軌道を 1本選び注目する.WU(υ)内において，この軌道の接線のiJ[

交補空間を取り，それを EU(y)とする.EU(ν)には軌道の接線の向きと EU(υ)の向きから
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決まる向きを入れる. dimE吋y)= k -1 = dim日川(x)であり，流れに沿って EU(y)の向

きを流したときに，それがWU(x)の向きと一致するか，逆になるかに応じて +1か -1か

を決める.この土1をUとZ を結ぶ全ての軌道について和を取った数を η(υぅx)と定める.

作用素θCはこれを用いて

と定義する.

δC(ν)= 2:= r仏 x).x
zεCk-l 

この作用素を本当に「境界作用素」と呼ぶためには， 8k_1o 勾=0が必要である. こ

の性質があるからこそホモロジ一群が計算できるのであった.次の定理は，実際に δCが

境界作用素であることと，さらに δCから計算されるホモロジーが実は M のホモロジーと

同じものであるということを主張する.

定理 4(R. Thomぅ S.Smaleう J.Milnor， C. Conleyう E.Witten).任意の自然数kに対し

θ;-1O δIk = 0 

が成立する.よって (δCぅ{Cd)は鎖複体であり，そのホモロジ一群は多様体M のホモロ

ジ一群と一致する.すなわち

ker(夜、 :CL.→ CL1) 
Hk(M)宝 、κi 山 ルムノ

im(θk : Ck+1→ Ck) 

が成立する.

多様体M のホモロジーの定義にはモース関数は関係しない.それは単体複体のホモロ

ジーや，特異複体のホモロジーとして定義されるものである.それにも関わらず，モース

関数の特異点と，その間の軌道の様子から構成した「ホモロジー」が多様体のホモロジー

と同型になるのである.まったく別の定義から同じ群が計算されることが，この定理の面

白さであり有用性でもある.この定理を誰が最初に認識していたかは議論のあるところだ

ろうが，本稿では D.Salamonの論説 [34]に従い上の 5人を並べた.現在ではこうして作

られた鎖複体は一般に Witten複体と呼ばれ， トポロジーを始めとする広い分野で用いら

れている.

証明にはいくつかの方法が考えられる.先に挙げた Salamonの論説 [34]では，コンレ

イ指数の考え方を用いてモース理論からフレアーホモロジーまでに統一的な証明を与えて

いる.これを力学系的な証明法とするならば，対照的に静的な証明法としてはスペクトル

系列を用いたものが考えられるが，これについては例えば [18]などを参照されたい.

2.3 エントロビー不等式

位相的エントロビーは，力学系の軌道の増大度を計る最も基本的な不変量であり，位相

的エントロビーが大きいほど系はカオス的であると言える.重要な「不変量」と言ったが，

ではここで不変とは何に対して不変なのか.その意味をはっきりさせるために，次の概念

を導入する.
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定義 5.2つの力学系1:X→ X とg:Y→ Yを考える.ある全射な連続写像h:X→ Y 

が存在して goh=h01を満たす，すなわち

X f .→X 

h
 

i
l
l
-
-
V
 

I
l
l
-
-
v
 

h
 

Y _9→ Y 

が可換となるとき， 1から gへ位椙半共役があるという .hがさらに位相同型写像になる

ときは， 1とgは位相共役であるという.

fとgが位相共役のときは， 1司キ11写像hにより 2つの力学系を同一視できるという訳で

ある.また半共役のときは，9の各軌道に対して fはその軌道と対応する軌道を少なくと

も1つは持つ，すなわち fの軌道は gよりは多様であるということを意味する.

力学系に対して決まる量は，位相共役な系に対しては常に同じ値をとるときに位相不変

であると言う.例えばル周期点の数(nE N)は最も簡単な位相不変量である.

紙面の都合から位相的エントロビーの定義はここでは述べられないが，次のような重要

な性質を持つ.

命題 6.コンパクト距離空間 X上の連続写像1:X → X に対し，その位相的エントロ

ビー htop(f)ε[0，∞]が定義され，以下をみたす.

(1) 1が可微分写像ならばんop(f)<∞. 

(2) htop(fk) = k . htop(f).また fが同相写像ならばんop(f-l)= htop(f). 

(3) X = X1 U . . . U Xkを互いに交わらない閉不変集合への X の分割とすると

んop(f)= m~x (htop(flx包)). 

(4)位相的エントロビーは位相不変量である.すなわち， 1とgが位相共役のとき

htop (f) = htop (g). 

(5) 1から gへが位栢半共役があるとき

htop(f)三 htop(g).

位相的エントロビーは重要な不変量ではあるが，有限個の軌道を追いかけるだけでは計

算できず，また摂動に対して不連続に変化することがあるため，その値を評価することは

難しい.数値計算による軌道のプロットにストレンジアトラクターのようなカオス的な集

合が見えたとしても，位相的エントロビーは Oかも知れない.また逆に単純な挙動しか持

たないように見える力学系の位栢的エントロビーが正だ、ったりする.例えば，精度を倍精

度に固定した数値計算では倍精度で表現できる最小数よりも小さな不変集合は見えないが，

そのように微小な集合の上で任意に大きなエントロビーを稼ぐ写像を簡単に作ることがで

きる.

このように評価の難しい位相的エントロビーであるが，次の定理が示すように，ホモロ

ジ一群へのムの作用からある程度の情報を得ることができる.
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定理 7(Yomdin [39]).可微分多様体M 上の C∞微分写像 f:M→ M に対し

htop(f)三log8(f*) 

が成立する.ただしここで 8(f*)はム :H火 (MぅIR.)→ H*(MぅIR.)のスペクトル半径で、ある.

すなわち，ホモロジー群上に誘導された写像の固有値で元の写像の複雑さが下から評価

できる.ただし，この定理はホモロジーの生成元が互いに絡み合って生じる複雑さのみし

か捉えない.例えばf: IR.n → IR.nに定理を適用しようとしても，IR.nは可縮なため fは恒

等写像とホモトーフ。になってしまい，log 8(f*) はOとなって意味のある評価は得られない.

なお， この不等式は M.Shubが 1970年代に c1級の可微分写像に対して成立すると予

想したもので，この元々の形の「エントロビー予想」はいまだ未解決である.

3 コンレイ指数

前節で我々はホモロジ一理論を応用した写像や流れの解析法をいくつか見たが，どれも

主張は相空間の全体に関わるもので、あった.不動点定理は「空間のどこかに」不動点があ

ることを主張し，モース理論はモース関数の特異点の情報と多様体全体のホモロジーとを

関連づけるものであった.またエントロビー不等式も，空間全体を見たらカオス的である

と主張するので、あって カオス的な不変集合の位置についての情報を与えるものではない.

これはホモロジー群，もっと大きく言えばトポロジーという考え方の本質に関わる問題

である.ホモロジ一群の生成元は空間の中で連続的に変形しでも同じ元を表すことに注意

しよう.ホモロジーで考えるときは点 (0次元ホモロジー群の生成元)や線 (1次元ホモ

ロジ一群の生成元)の位置は気にしないのである.このように，物事をある意味おおらか

にしか見ないことにより，座標にしばられていては見えてこなかった空間の本質的な構造

を見い出すことに成功したわけである.

局所的な情報にとらわれずに大域的な情報をとらえるというこのホモロジー群の性質は，

空間の分類や構造を考えるときには威力を発揮するが，我々のように力学系の解析に役立

てようとする場合にはやっかいなものである.数理モデルを力学系で解析しているときに，

「不動点がどこかにあるよ」とわかっても，それがいったいどのような意味を持つ点であ

るかわからなれば，モデ、ルの記述する現象について理解が深まったとは言えないであろう.

このような問題から，局所と大域を繋ぐような理論が必要となるのであるが，その基本

的な考え方は既に前節で触れたモース理論特にその Witten複体を用いたホモロジ一群

の構成に現われている.モース理論の設定においては，不動点以外の点は全て不動点の聞

を繋ぐ軌道で、あった.そして不動点が持つ「指数」という局所的な情報を，その聞を繋ぐ

軌道たちを用いて代数的に関連づけてやることによって，空間全体のホモロジーが回復さ

れたのであった.

以下では考える力学系は局所コンパクト距離空間 X 上の同椙写像 f:X→ X である

とする.点 Z ξXの時間 ηεz後の位置が r(x)である(簡単のため fを同相写像と

したが，以下の議論のほとんどは単に連続写像に対しても成立するに

モース理論に習い，力学系 f:X→ Xに対して X全体における fの挙動を一度に考

えるのではなく，不変集合(すなわち f(8)= 8となる 8cX)上での fのふるまいと，

不変集合たちの聞の軌道の繋がり方に問題を分割して考えてみよう.

9 



このような視点に立っとき，指導原理とも言えるのが「コンレイの力学系の基本定理」

[32ぅ810.1]である.力学系 f:X→ Xのカオス的な軌道は全て「鎖回帰集合」冗(f)に含

まれ，冗(f)の外側では軌道の振舞いは勾配流のようにおとなしい， ということを主張す

る定理である.ここで、鎖回帰集合とは周期軌道や非遊走点を全て含むある閉不変集合であ

るが，さらに鎖成分と呼ばれる不変部分集合への分解を持つ.各鎖成分を一点に潰してし

まえば，残りの部分はまさにモース理論的な状況になっているであろうというのが基本定

理の思想である.

基本定理により鎖国帰集合の外の力学系は単純な構造をしているので，これらの鎖成分

の全てを解析でれば，力学系の振舞いを理解したと言える. ところが，鎖成分そのものを

対象として解析を行なうのは一般に難しい.それぞれの鎖成分は有限の大きさを持った閣

不変集合であるが，それらが無限個連なって無限に微細な構造を構成していたり，また摂

動により一度に無限個が消えてしまったりする.計算誤差により不変集合の構造が変化し

てしまう可能性を考えると，数学的に厳密な結果を数値計算から得るのは難しい.

そこで我々は次のような「よい」不変集合のクラスを考える.これはモース理論での特

異点に対応するような役割を以下で果たすことになる.

定義 8.8c Xが孤立不変集合(isolatedinvariant set)であるとは， 8のコンパクト近

傍 N が存在して SがNの最大不変集合となる，すなわち

8 = Inv(Nう1):= {xξNI任意の nεZに対し r(x) E N} c int N 

となることである(intNでN の内点集合を表すにまたこのとき NをSの弧立化近傍

(isolating neighborhood) という.

コンパクト集合Nはその最大不変集合Inv(Nぅ1)がNの内点集合(intNと書く)に含

まれるとき Inv(Nぅ1)の孤立化近傍であると定義しでも同じである.空集合も孤立不変集

合の定義を満たすことに注意する.ここで重要なのは孤立化近傍であるという性質が微細

な摂動に対し安定である，つまり Nがある fに対し孤立化近傍であれば，fと十分 (Co

位相で)近い gに対しても Nは孤立化近傍であり続けるということである.摂動によって

孤立不変集合は変化するので Inv(Nヲ1)と Inv(Nぅg)の構造は一般に異なるが，Nが孤立

化近傍であるという性質は安定であり，それは計算機で検証することが可能である.

このことから以下では孤立不変集合とその孤立化近傍に注目する.知りたいのはあくま

で不変集合であるが，それは扱いが難しいのでまず大雑把にその近傍を観察し，そこで得

られた情報から不変集合について何らかの結論を得ょうという方針である.

では具体的な力学系が与えられたときに孤立化近傍をどのようにして構成すればよいの

か，また孤立化近傍からどのような情報を得ればそこに合まれる孤立不変集合上の力学系

について理解で、きるのか.

Sを孤立不変集合としよう.8とその近傍における fの挙動を理解するために，一旦S

をX全体から切り離すことを考える.

定義 9.8の indexpαけとは PoC P1なるコンパクト集合対 P= (P1ぅ九)で

(1) P1¥九の閉包がSの孤立化近傍であり

(2) f(九)れP1C Po 
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(3) j(円¥Po)C P1 

となるもののことである.このとき PI/Poを円の中で Poを一点に潰した空間とし(九

を潰して得られた点を[九]E PI/Poと書く )， jp: PI/九→ P1/Poを

I [J(x)] f(x)εRのとき
fp([x]) := < 

I [Po] その他

と定義するとんは連続写像となる.これを indexmαpと言う.

index mapはSの近傍での fのふるまいを記述していると考えられるので，ここから

何らかの情報を引き出したい.位相幾何学的に言えば適当な関子により何らかの不変量を

取り出そうという事であるが具体例に応用するためには実際に計算できる関手でないと

いけない.第 2章で見たように，計算ホモロジー理論の発展により，ホモロジーならば計

算機で求めることができるようになった.そこでこれを適用することにしようすると空間

PI/Poから加群 H*(PI/Poぅ[Po])が，写像 jpから自己準同型

jp* : H*(PI/Poぅ[Po])→ H水(PI/Poぅ[Po])

が得られる.ここで H*(PI/Poぅ[Po])は位相空間対 (PI/Poぅ[Po])の双対ホモロジーを表わ

す.本稿で扱うような性質のよい空間の場合ならばH*(PI/lもう [Po])主 H*(P1ヲ九)となる.

また H*(PI/Poぅ[Po])はHk(PI/Poぅ[Po])を直和した次数付き加群であり fp*はその上の次

数 Oの準同型であるが， とくにある次数kを指定して表示したい場合は

fp*k : Hk(PI/ 1もう [Po])→ Hk(PI/Poぅ[Po])

などと表す.

上のように定義した H*(PI/Poぅ[Po])や jp*kはSの近傍での力学系についての何らかの

情報を持っていると期待できるが， index pairの選び方は無数にあり H*(PI/Poぅ[Po])も

fp*もその選び方に依存してしまう.そこで次のような同値関係を考える.

定義 10. (群の)準同型f:X→ X とg:Y→ Yは，ある自然数m と準向型 γ:X→ Yう

s: Y→ Xが存在して

r 0 j = 9 0 r， S 0 9 = j 0 S， r 0 S = gmう S0 r = fm 

となるときシフト同値であると言う.

任意の孤立不変集合 Sに対してその indexpair は必ず存在し，P = (P1ぅPo)とQ=
(Q1，QO)をSの indexpairとすると fp*とfQ*はシフト同値であることが証明される.

よって次のようにコンレイ指数を定義することができる.

定義 11.孤立不変集合Sのホモロジーコンレイ指数とは，P = (P1ぅ九)を Sのindexpair 

としたときの fp*のシフト同値類のことである.

コンレイ指数から何がわかるのか.最も単純な結果は次のようなものである.
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定理 12(Wazewski principle [21ぅ27]).P = (P1うPo)をSのindexpαwとする. このとき

fp*が0:{O}→ {O}とシフト同値でないならば， 8は空集合ではない.

前に述べたように，我々は直接Sを見ることができずその近傍しか扱えないのだが，も

しその近傍から計算したコンレイ指数がOとシフト同値でなければ，少なくとも Sが空集

合ではない， という情報は得られるのである.

他にも様々な情報がコンレイ指数から得られるのだが，では具体例においてどのように

コンレイ指数を計算すればよいだろうか.まず必要なことはは indexpair P = (P1ぅ九)と
index map f p : PI/九→円jPoの構成であり，さらにそのホモロジーも求めなくてはな

らない.次節ではこれらをいかにして計算機で実行するかを見ることにしよう.

4 計算機によるコンレイ指数の計算

この節では X=]Rn とする.

コンレイ指数の計算を計算機に実行させるためには， ]Rn の部分集合を計算機で扱える

形で表現しなければならない.様々な方法が考えられるが最も単純に]Rnを等しい大き

さの η 次元方体たちにより分割するという方法を採用する

分割の要素となる η 次元方体の各辺の長さを di(i = 1.. .n)とし，

。={glk;d;， (い)d;]: ki E :;: } 

とおくと]Rn はQの要素により被覆される.方体の集合8cOに対しその実現を |β|

と書く.これは β に含まれる方体の和集合として表される]Rn の部分集合である.前章で

は頂点が整数となるような方体しか扱わなかったが，以下では diは任意の実数を取れる

とする(ただしホモロジ一計算をする段階で整数に変換するに

次に fを計算機で扱える形に表現しよう.各方体ωEOに対してその像f(1ω1)を知り

たいのだ、が，丸め誤差などにより計算機では像を正確に求めることができない.ではどう

したらよいか.

ここで写像fに精度保証付き区間演算が適用でき，各 ωεQに対して f(1ω1)を内点

に含む方体を計算機で求められると仮定する.これは多項式や三角関数などの初等関数

で書かれた写像ならば簡単に満たせる仮定である [2].例えば区間演算ライブラリ CAPD

(h七tp://capd.wsb-nlu.edu.pl/)を用いればよい.この方体を f(1ω1)と書く .f(1ω1)は

方体ではあるが口の要素の和ではないので，f(レ1)と交わる口の要素を全て集めこれを

:F(ω)とおく.すなわち多価写像:F:口→口を

:F(ω) = {ωfξ 0: f(レ1)n 1ω'1チ日}

で定義する.f(1叫)C int:F(ω)が成立することに注意する.f(1ω1 )は正確に求めることが

できないので，それを外側から近似する :F(ω)を求めていることになる.また実際の計算

の場合には FはQ全体で求める必要はなく，考えている領域の上で求めれば十分である.

BをQの有限部分集合とすると， ωεBを頂点とし，w' E :F(ω)のときに ωから ωfへ
の辺が在在すると定義することにより有向グラフ Gが得られる.これは f:181→ 181の
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図 2:左・方体によるJR.2の分害1]，右:方体 |ω|とそのの fによる像](1ω1) 

図 3:左:区間演算による ](1ω1)の被覆 ](1ω1)，右:](1ω1 )と交わる方体の集合F(ω)

計算機による近似表現と考えることができる.近似とは言っても，精度保証がなされてい

ることから， ]の全ての軌道に対して，それに対応する Gの道が存在する.特に次の主張

は有用である.

命題 13.]が 181内に k周期点を持つならばGは必ずkサイクルを持つ.

ここでkサイクルとは有向グラフの閉路で長さがkのものを指す (85.2も参照のことに

グラフで表現することによりグラフ理論の高速なアルゴリズムを適用できるのがこの方

法の一つの利点である.このようなデータ構造を扱うには M.Dellnitzや o.Jungeらに

よって開発された力学系研究のための汎用パッケージである GAIO[12ぅ 13]を用いると便

もええ

i役

i色 i時 i

せ j 令 i

図 4:左図:有向グラフ Gの頂点，右図:Gの頂点 ωから出る辺
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利である.

コンレイ指数を計算機で求めるためのステップをまとめると次のようになる.

ステップ1.孤立化近傍の候補となる集合Icnをつくる

ステップ 2.孤立化近傍の条件を満たすように Zを修正する

ステップ 3.Iから indexpairを構成する

ステップ 4.ホモロジーを計算する

以下これらのステップを順に見ていこう.

ステップ1.コンレイ指数を計算したい不変集合が存在すると予想される領域を被覆する

方体の集合Zを構成する.これが孤立化近傍の第一近似となる.各方体が十分小さくない

と以後のステップで計算が破綻する，もしくは自明な結論しか導き出せなくなってしまう

が，単純にZの各方体を全て小さく分割すると，方体の数が増えすぎて計算時間が莫大に

なってしまう.そこでまず各方体を 2等分し次に注目する不変集合と関係ない方体を取

り除くという作業を各方体が十分小さくなるまで繰り返す.

ステップ 2.IIIが孤立化近傍となる，すなわち Inv(IIIぅJ)C int IIIが満たされるように

Zを再構成する.8cnに対し

0(8) :口 {ωε 口:1ωInl81ヂ:日}ぅ d(8):= 0(8)¥β 

とおこう. 10(8)1はQの部分集合により表すことができる 181の近傍で、最小のものである.

また Inv(8う:F)を

Inv(8う:F):= {ωE81ヨγ:Z→ 8 S.t γ(0) =ωand γ(k + 1) c :F(γ(k)) for all k εZ} 

と定義する.

区間演算により f(1ω1)c int:F(ω)が保証されていることから Inv(IIIぅJ)c 1 Inv(Iぅ:F)I

が成り立つので，もし o(Inv(I，:F))c Iが言えれば

Inv(IIIヲJ)c 1 Inv(Iヲ:F)1 C int 10(Inv(Iう:;:))1C int III 

となって目標が達成される.

そこで我々はZに方体を加減することでo(Inv(Iう:F))C Iを満たすようにしたい.その

ためのアルゴリズムとして， o(Inv(Iう:F))C Iが成立するまでZから方体を少しづ、つ減ら

してゆくアルゴリズム [36]と，逆に方体を付け加えてゆくアルゴリズム [19ぅ21]がある.

前者で、は最終的に空集合になってしまうことも多く，面白い不変集合を捉えにくい.そこ

で本稿の計算例では主に後者を用いている.

ステップ 3.IIIがfの孤立化近傍のとき， 8 = Inv(Iう:F)，

(PlぅPo)= ((d(8) n:F(β)) u 8ぅd(8)n:F(β)) 

とおくと p= (IP11うIPol)がInv(IIIうJ)の indexpairとなる [21う36].
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ステップ 4.計算ホモロジ一理論 [21]とその C++による実装CHomP[31]を利用し，

jp* : H*(IP11/IPolぅ[lPol])→ H*(IP11/IPolぅ[IPol])

を計算機上での fの近似表現Fから計算する.単体近似定理の場合と同様に，各方体が

十分小さく ，:Fによる近似が十分よいことが計算可能性の必要条件となるが，方体の数が

多くなると計算に必要なメモリの量及び実行時間が大きな障害となる.この問題を回避す

るため， CHomPにはホモロジーを変化させずに方体の数を減らすアルゴリズムが実装され

ている.

例 14.CHomPの exampleディレクトリに含まれている repellerを例として実行してみ

よう.

写像の情報は repeller.mapに含まれている.前章で述べたように CHomPにおける写像

の表現形式には書式 1と書式2があるが， repeller.mapは書式 1で書かれている.見や

すくするために書式 1から書式2へ

l cnvmvmap刷工…prepell吋

により変換しよう.結果得られたファイルrepeller.mpの内容は

(1)ー> {(O)} 

(2)ー> {(O) (1) (2)} 

(3)ー> {(2) (3)} 

(4)ー> {(3) (4) (5)} 

(5)一> {(5) (6)} 

(6)ー> {(6) (7) (8)} 

(7)ー> {(8)} 

のようになっているはずである. これは方体 (1)が (0)に写像され，また方体 (2)は(0)ぅ

(1)ぅ (2)という 3つの方体に写像される，等の情報を書きくだしたものである.写像の定

義域は (1)から (7)までの 7つの方体であるのに対し，値域は定義域を含む 9つの方体の

和であることに注意しよう.

このデータから indexpairを得るには

indxpair repeller.cub repeller.mp repeller.ql repeller.qO 

を実行する.計算結果は repeller.qlには Q1= {(2)(3)(4)(5)(6)}という 5つの方体が

合まれ， repeller.qOはQo= {(1)(7)}という 2つの方体の集合となっている.この計算

により得られた indexpairはP=(QOUQ1，QO)という組である(図 4). 

最終的にコンレイ指数を計算するには

homcubes -i repeller.map repeller.ql repeller.qO 

を実行する.実行結果の最終部分を抜き出すと次のようになる.
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repeller.qO 

¥ 
repelle仁ql repeller.qO 

/ 
O 1 2 3 4 5 6 7 8 

図 5:repeller. qO， repeller. ql 

Compu七ing七hehomology of the graph of F over the ring of in七egers.. . 
Reducing D_1: 0 + 2 reductions made. 
H_O = 0 

H四 1= z 
Computing the homology of Y over the ring of integers... 

Reducing D_1: 

H国 0=0
H_1 = Z 

The map induced in homology is as follows: 

Dim 0: 0 

Dim 1: f (x1) = y1 
The map induced in homology by七heinclusion: 
Dim 0: 0 

Dim 1: i (x1) = y1 
The inverse of the map induced by the inclusion: 

Dim 0: 0 

Dim 1: 1 (y1) = x1 

The composition of F and the inverse of the map induced by the inclusion: 

Dim 0: 0 

Dim 1: F (x1) = x1 

Total time used: 0.01 sec (0.000 min). 

普通の数式で書くと，上の計算結果は

I Z (k口 1)
Hk(Qo U Ql， QO) = < 

I 0 (kチ1)

となることと，H1(Qo U Ql， QO)の生成元を xlと書いたときに indexmapによる xlの

像は xl自身である，すなわち
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を示している.

5 コンレイ指数の力学系への応用

前節では，計算ホモロジー理論によりコンレイ指数を計算する方法に触れたが，実際の

力学系研究において，どのような結果をそこから得られるであろうか.現在も新しい応用
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が盛んに研究されており，全てを網羅することは不可能であるが，そのうち基礎的なもの

を幾っか選んで、触れることにする.

5.1 周期点の存在および非存在

コンレイ指数の基礎的かっ有用な応用として まず周期点の存在検証があげられる.存

在証明の原理は 32で述べた Lefschetzの不動点定理であるが，コンレイ指数のみならず

精度保証により得られた命題 13を最大に利用することも議論の要点である.すなわち，サ

ドル型の周期点のように単純に軌道を追いかけるだけでは見つけることが難しい周期点で

あっても有向グラフを用いて確実に発見することができ また逆に有向グラフに bサイク

ルが存在しなければ，考えている領域には b周期点は 1つも存在しないことを厳密に示せ

るのである.

Lefschetzの不動点定理を indexpairにより局所化された力学系 fp: P1/Po→ P1/Po 

に対して適用すると，次のコンレイ指数版不動点定理が得られる.

定理 15(index pairに対する Lefschetz不動点定理 [21]).P = (P1ぅPo)を indexpαzrと

するとき，入(jp*)チOならばS:=Inv(Pl¥九)は不動点を含む.より一般に入(jム)チ O

ならばS内にrの不動点が存在する.

0.5 

D 

-0.5 

-1 

司... 淘融

~ 

-1 -0.5 D 0.5 
x 

電子晶

司ト
告

司、

1.5 

図 6:エノン写像のある 7周期点に対する indexpair 

宅通

例 16.エノン写像Hα b: JR.2→JR.2 : (xぅy)ト→ (α-x2十b払 x)に対して定理 15を適用して

周期点、の存在を証明しよう.パラメータは古典的な α=1.4ヲ b= 0.3を選んだ.図 5.1は

34の方法により構成した indexpairであり，緑色の領域がP1¥PO，黒の領域がPoを表
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となり， 1以外の次数では !P*はOであることがわかる. tr((Jp*1)7) = 7であるから定理

15より Inv(Pl¥九)は Fの不動点を含む P1がfの不動点を含まないことは簡単に示せ

るので，結局Inv(Pl¥九)は 7周期点を含むことが証明された.

例 17.今度は同じパラメータ α=1.4うb= 0.3でエノン写像の 5周期点を探してみよう.先

ほどと同様に GAIOを用いて 5周期的な方体を探すと，じゅうぶん分割を細かくすると素

周期が5となる方体は存在せず，周期が1，すなわち像が自分自身と交わる方体しか存在し

ないことがわかる.いまエノン写像の二つの不動点は双曲型であり， Hartman-Grobman 

... 

〉、 o

-，ト

2" 
ー2

仁闇

"'"ヨ
d" 

~ 0 

マ

図 7:GAIOで探した 5周期的な方体 (left:depth = 16ぅright:depth = 18) 

の定理を成立する近傍の大きさを評価することで [3]，周期が1のボックスの中には不動点

しか存在しないことが示せる(実はコンレイ指数を用いることにより α=1.4うb= 0.3の

エノン写像は周期が3と5以外の周期の周期点は全て持つことが示されている [36]). 

記号力学系・エントロビー

32で触れたエントロピー不等式にもコンレイ指数版が存在する [6]. しかし，技術的な

問題から(馬蹄形写像のコンレイ指数が消えてしまうことが原因)この不等式では有効な

評価が得られない場合もあり，実際の応用で、は記号力学系への半共役写像の存在を証明す

るというより強い主張を経由してエントロビーを評価する方法をとることが多い.

記号力学系の存在を Conley指数で証明する方法の基本的なアイディアは Szymczakの

論文 [38]で与えられた.その後Lorenz方程式における記号力学系の存在証明 [24ぅ 25ぅ 26]
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などに応用が見いだされている.ここでは Day-Frongillo-Trevinoの論文 [9]における定式

化を簡単に紹介する.

記号力学系は普通は行列を用いて定義されるが，ここでは定理の記述を簡単にするた

め，有向グラフを用いた表現を与える(グラフの行列表現を経由して 2つの定義は同値と

なる).頂点の集合V と辺の集合Eを持つ有向グラフ G= (V，E)に対して

XC := {( Vi)iEZ I任意の iξZに対し Vi己Vかつ叫から Vi+lへ辺が存在する}

と定義する.すなわち，辺に沿ってJ[債にたどって行けるような頂点の無限列を全て集めた

ものである.XCに含まれる頂点の列で，周期的なものをサイクルと呼ぶ.これは文字通

りGの中でくるりと輪状に繋がった頂点たちである.集合XCは距離

ιIVi一叫|
d( (Vi)叫 (ω包)iEZ):=γ 一一一

ム~ 21il 

により距離空間となる.さらに XC上に写像 σGを

σC((Vi)iEZ) = (叫+1)iεz

により定義すると連続写像となり，従って σc:XC→ XCは離散力学系と見ることがで

きる.σGのことを XC上のシフト写像と呼ぶ.

この力学系は代数的に構成されているため，様々な不変量を厳密に求めることができる.

例えば位相的エントロビーも

htop(σc)=logs(Tc) 

と代数的に求められる.ここでTcはグラフ Gの行列表現，s(Tc)はそのスペクトル半径

である.

定理 18.孤立化近傍NCXが互いに交わらないコンパクト集合N1，.・川 Nkの和であると

する.さらに有向グラフ G= ({1ぃ・・ぅ k}ぅE)が存在して，Gの任意のサイクルγ=α1・・・ αm

とf-y:= flNαm 0・・・ oflNa1に対し Inv(N，αυfγ)の indexpαir P-yが存在して

入(fp-y*)チO

を満たすとする.また Gの全ての辺に対し，その辺を含むような Gのサイクルが存在す

るとする. このとき ρ:Inv(N)→ XCを

(ρ(x) )包 =J 宇 中 P(x)εJVj

と定義すると ρは半共役写像となる.

この定理から得られる半共役に対して命題6の不等式 (5)を用いると

htop(f)三 logs(Tc) 

という fの位相的エントロビーの下からの評価が求まる.
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証明のあらすじ.ρ が連続になることと，可換性σCOρρofをみたすことは構成から

簡単に従う.問題は ρの全射性である XCの周期点集合を P と書くと，Gの辺に関する

仮定より PはXCで桐密，すなわち XC= cl(P)となる.また Lefschetz数の仮定により，

Pの各サイクルに対して， ρでそのサイクルに写像されるような fの周期点を定理 15を

用いて見つけることができる.よって imρ コPである.いま Inv(Nうf)がコンパクトで，

かつ ρが連続なのでimρ もコンパクトである.さらに XCはハウスドルフ空間なのでimρ

は閉集合.従って

imp = cl(imρ)コcl(P)= XC 

となり，これはすなわち ρが全射であるこをと示している.
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α 

図 8:エノン写像の構造安定なパラメータ領域(の部分集合) [4] 

口

コンレイ指数は小さな摂動に対して安定なので，定理18により発見される記号力学系も

また摂動に対して存続する.一般の力学系に記号力学系が構造不安定な不変集合として含

まれている場合ももちろん考えられるが，そのような不変集合はこの定理では発見できな

い.ただし Katokの定理 [22]により， 2次元の力学系に対してはその位相的エントロピー

を双曲型の不変部分集合によりいくらでも近似できることがわかっており，このことから

計算精度を上げれば定理 18による位椙的エントロビーの評価は真の値に近づくと期待さ

れる.

定理 18の威力が最も発揮されるのは，構造安定ではあるが，単純な馬蹄形でないため

に系の記述が難しい力学系に対してだと思われる.構造安定なパラメータ領域を求めるア

ルゴ、リズムが近年著者により開発されており [4]，Frongilloはまさにこの 2つを組み合わ

せることでエノン写像の位相的エントロビー評価を広いパラメータ領域で得ることに成功

した [16]. そこでは [4]において“plateauううと呼ばれている一様双曲的なパラメータ領域た

ち(図 8)のそれぞれからパラメータが 1つづっ選ばれ，定理 18を用いて位相的エント

ロビーの評価が求められている.構造安定性により各plateauでは位相的エントロピーは
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図 9:Frongilloによるエノン写像のエントロピーの下からの評価 [16]

一定であることが保証されているので，離散的に選んだパラメータに対してのみ計算を行

なっても，図9のように広い範囲での評価を得ることができる訳である.

5.3 ホモクリニック接触

ホモクリニック接触や，より一般にホモクリニック分岐 [30]の研究は現在の力学系にお

いて中心的な話題の一つで、ある ホモクリニック接触の存在からストレンジアトラクタ-

[28]やNewhouse現象 [30ぅ 33]の発生が導かれたり，また任意の力学系は双曲型の力学系

かホモクリニック分岐を持つ力学系で近似できるという予想、 [29]もあり，その研究はたい

へん重要で、ある.一方でホモクリニック分岐は本質的に大域的な現象であるため具体的な

系に対しその存在を証明するのは簡単ではない.

この節では，双曲型周期点におけるホモクリニック接触の存在をコンレイ指数と計算機

を利用して検証する手法 [3]について解説する.不変多様体の級数展開を用いた解析的な

議論により同様の結論を得ることもできる [14]が，解析的な写像以外にも適用できること，

また議論の簡明さや高次元化の容易さが位相幾何学を使う手法の利点である.

以下では多様体M 上の可微分間相写像f:M→ M を考える.双曲型周期点pεMは，

その安定多様体 WJ(p)と不安定多様体Wj(p)が非横断的な交わりを持っときにホモクリ

ニック接触を起こすという.図 10はエノン写像 (α=1.4う b= 0.3)が第一象限に持つサ

ドル型不動点pの安定多様体と不安定多様体を描いたものである.このパラメータの近く

でpがホモクリニック接触を持つように図から読みとれるが，以下に解説する手法を使う

とこの観察を次のように数学的に正当化することができる.

定理 19([3]). bが0.3に十分近いとき，ある αε[1.392419807915ぅ1.392419807931]が存

在して pはホモクリニック接触を持つ.
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図 10:エノン写像の不動点の不変多様体

接触の存在を議論するためには必然的に微分の情報が必要となるが，コンレイ指数は微

分の情報は持たないのでそのままでは議論が展開できない.そこでfとその微分の情報を

同時に含む力学系 Pf:PM→ PMを以下のように定義する.

PMを接束T Mの射影化とする.すなわち Z上のファイパ一九M が九M の射影空間

であり，TMから誘導される局所自明化を持つ M 上のファイパ一束である.Pfはfの

微分Tf:TM→ TMがPM上に誘導する写像とする. 0チU ξ TxMの張る線型空間を

[v]ε九M と書くと Pf([v]):= [Tf(v)]εPf(x) 1げである.TMから PMへの射影を πと

書き TM→ M の零切断の像と M を同一視すると，次の図式が可換になる.

、 Tfl中M¥M 、
T M¥ M-一一ーム→ TM¥M

PM  ~ PM  

Tfからベクトルの長さに関する情報を捨て，ベクトルの張る空間の方向だけに注目した

写像がPfである.

この構成により周期点のホモクリニック接触はどのように PMに持ち上げられるかを

見ょう(図 11参照).pE M を双曲型不動点ぅ九M=E;eEJを対応する接空間の分解

とする. このとき安定部分空間 E; と不安定部分空間 E7 を PM に射影した π(E~ \{O}) 

および π(E~ \{O})は Pf の孤立不変集合となる.記号の節約のためこれらも E~ ， E~ と

書くことにする.

定理 20([1]). pをfの双曲型不動点とするとき，pがホモクリニック接触を持つ必要十分

条件は Pf:PM→ PMがE7から E;への connectingorbitを持つことである.

ここで集合Aから Bへの connectingorbitとは，r(x)が η →一∞で Aに収束し，

n→十∞でBに収束するような軌道のことである.この定理によりホモクリニック接触
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図 11:サドル型不動点p

を検証するという問題は connectingorbi七の存在を検証するという問題に言い換えられた.

ではどのようにして connectingorbitを見つければよいであろうか.

定理 21([3]).孤立化近傍 Nが互いに交わらない閉集合N1，N2により N = N1 UN2と

表され，f(N2) n N1 =日と仮定する.P， Q， RをそれぞれN，N1， N2の indexpairと

するとき，シフト同値類として fp*'7とfo*EB fR*ならばInv(N1，1)から Inv(N2ぅ1)への

connecting orbitが存在する.

例 22.定理21が適用できる典型的な状況が図 12である.f(N2) nN1 =日は明らか N1

のみに着目すると，図から Inv(N1ぅ1)はサドル型不動点と同じコンレイ指数を持つことが

わかる.すなわち foバ=1z: 2; → Zでl以外の次数では fo*はOである. Inv(N2ぅ1)も

同様.よって foバ⑦ fR*lは2x 2単位行列 1Z2: 2;2→2;2となる. Inv(Nぅ1)全体ではそ

のindexpairとして図 12のP= (P1ぅPo)がとれ，H1(PI/ Poぅ[Po])のホモロジーの生成元

をαう 3う γとするとそれらは fp*lにより

α日ー ヴ ぅ 9←→ α+sう γ←→ γ 

と移される.よって

f 0 1 0 ¥ 

fpι=  I 0 1 0 I : 2;3→2;3 

¥-1 0 11 

である.簡単な議論によりシフト同値類として fp*l'7正fO*lEB fR*lであることがわかり，

定理21より Inv(Nゎ1)から Inv(N2ぅ1)への connec七ingorbitが存在する.

コンレイ指数が小さな摂動に対し安定であることから定理 21で発見できる connecting

orbitは構造安定なものに限ることに注意しよう.我々は定理 21をPfに適用して E;か

らE;への connectingorbitを発見したいのだが， この connectingorbitは構造安定では

ない.例えばdimM= 2で、pがサドル型とすると PM内でEJは1次元，E~ は 2 次元の

不安定方向を持つサドル型不動点となる.このとき W芦f(E;) と WPt (E~) は共に 1 次元

であり， 3次元の PM内でこれらは横断的になれず，E;から E;への connectingorbitは

構造安定ではない.これは周期点のホモクリニック接触が写像の摂動により壊れてしまう

ことからも明らかである.

そこで以下では写像fを回定して考えるのではなく， 1パラメータ族の設定で問題を考

える1"パラメータ毘間のどこかでホモクリニック接触を持つ」という性質は 1パラメータ
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族の摂動に対しては安定(1パラメータ族が退化していなければ)なので，族全体を一個

の写像として見て定理21を適用しようという方針である.

AをRの区間，{f.入:M→ M}AEAを入に滑かに依存する可微分間相写像の族で，双曲

型不動点の族p(入)を持つものとする.入を動かしたときに p(入)がホモクリニック接触を

持つ入が存在するかどうかを問題にしよう. この設定の下で

F(xぅ入):= (Pf>-(x)う入):PM  x A → PMxA 

EJ:=U EJ(砂 E;:=UE;(入)

入εAλεA

と定義すると E:: と E~ は F の孤立不変集合となる.F はパラメータ入を保存するので，p 

もし Fの下でE7から E;への connectingorbitが存在するならば，ある入。 εAに対L

E:(入0)からE7(入口)へのふ。による connectingorbitが存在することになり，それは定理20

により叫ん)がホモクリニック接触を持つことを意味する.

N2 

f(N分

Nj 

f(Nj) 

ペ

p o 

図 12:connecting orbitの存在が結論される典型的な状況

見つけたいEJから E;への connectingorbitは安定に存在すると期待できるが，まだ

定理21が適用できる状況ではない.E::: と E~ の不安定方向の次元が異なることから例 22p - ~p 

のような議論が成立しないのである.そこでEJのホモロジーコンレイ指数が懸垂される

ように θAn EJの近傍でFを摂動して，定理21が使える状況に持ち込む.この摂動は A

を適当に取り直すことにより connectingorbitの存在に影響しないように行うことができ

る(詳しくは間を参照).

さて，以上の議論をエノン写像 Hαbに適用して定理 19を証明しよう.bを0.3に固定

し，H，α，0.3をαをパラメータとして持つ 1パラメータ族と考える.Aを1.4を含む適当な

閤区間にとり PMxAささ JR2X 81 X Aの局所座標をいうUぅOぅα)と書こう.まず図 13にあ

るようにEJから E;への connectingorbitを近似する 4次元方体の集合を作る.各方体

を216個に分割して近似を良くしたものが図 14の集合である.分割しながら Aの不要な

部分を捨てることにより，最終的には A= [1.392419807915ぅ1.392419807931]とする.ま

た分割により E:: と E~ の近傍を十分小さくし，近傍内の最大不変集合が E:: と E; となるp 

ようにしておく (Hartman-Grobmanの定理の応用). この精度が得られるまでに，最初

の1個の方体は 2140個の方体に分割されている.ステップ2，3を実行して indexpairを作
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図 14:分割により近似精度が改善された Z
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りCHomPでホモロジーを計算すると，ある 59x 59行列 Aにより Fp*2= A : Z59→Z59 

と書けることがわるが 基底を適当に取り換えることによりシフト同値類として

11 1 ¥ _C)  

1>*2 = I = ~ I : Z"'→ Z"' 
¥ 0 11 

となる.また EJとE;は共に不安定方向が2次元のサドル型不動点と同じコンレイ指数

を持つことも CHomPにより示される Fp*2は2x 2単位行列とシフト同値でなく，また

E~ の近傍の F による像が E::: の近傍と交わらないことも簡単に示せるので定理 21 よりy 

EJから E;への connectingorbitが存在する.これと定理 20により b= 0.3の場合にあ

るαεAが存在してホモクリニック接触が起きることがわかるが コンレイ指数の摂動に

対する安定性から bが十分0.3に近ければ以上の議論は全て同様に成立し，よって定理 19

の主張が証明された.

6 おわりに

本稿で、は力学系への応用と言いながら，離散力学系の場合しか扱えなかった.連続力学

系の場合も基本的には同様の議論ができるが，計算の精度保証を得る段階でより大きな努

力が必要で、ある.離散力学系の場合には一回の写像で生じる誤差を評価すればよかったが，

連続力学系の場合には軌道を有限時間積分せねばならぬため，蓄積される誤差を何らかの

方法で抑え込まねばならない.精度保証付きの数値積分法は現在盛んに研究されている分

野であり， [2]で紹介されている文献などを参照されたい.

「モース分解」の理論も重要である.これはモース理論の適用範囲を，関数の勾配流と

いう限られた力学系からカオス的な不変集合を持つような一般の力学系にまで広げたもの

である.モース分解を計算機で自動的に実行する試みとして Ban-Kaliesの仕事 [7]，また

それを用いて力学系の大域的な構造を自動的にデータベース化するプロジェクトとして [5]

がある.

計算ホモロジーとコンレイ指数の応用はさらに偏微分方程式などの無限次元の力学系に

も及んでいる [10]. もちろん計算機では無限次元空間をそのまま扱うことは出来ない.そ

のため，まず無限次元の系を何らかの方法で有限次元近似し，この有限次元力学系を計算

ホモロジーとコンレイ指数を用いて解析する.そこで得られた結果を今度は無限次元の力

学系に戻さなくてはならない.非常に困難な議論に思えるが，無限次元の力学系で、あって

も有限次元のアトラクターが存在して系全体の振舞いを支配している場合などには上手く

いくことも多い.
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第4章複雑な空間パターンへの
計算ホモロジーの応用

寺本敬・ Marcio Gameiro 

千歳科学技術大学・北海道大学

位相的に不変な量うドメインの数や穴の数などういわゆるホモロジー量はうなにか

「構造」に初めてが接するときう例えばう我々が新しく家を探すときう部屋の数や窓の

数う近ごろでは板の向こうは空洞かどうかうまずは壁や柱をたたいて確かめたいもので

ある.この直感的に認知しやすい概念はう数学や物理学のみならずう生物学?医学う情

報科学う建築工学3文化芸術などう多岐の分野で共有できるものであろうがう科学的視

点では「構造」に関する粗いけれども安定した情報を引き出せる理路整然とした数理

的手法が必要である.計算ホモロジー理論はう幾何学的データを保ちながら情報量を

大幅に減らす体系的手段であり?コンビュ←タ上で、効率よく利用できるアルゴリズム

が開発されてきた [10]-実際ぅコンビュータと実験技術の発達によりう現代科学のあら

ゆる分野でう複雑で膨大なデータを直接解析する必要性が益々高くなっている.これ

らのデータから必要な情報を効率よく抽出するにはう統計的な処理やフーリエ解析が

用いられることが多いがう位相幾何的な処理が用いられることは稀で、あった.これは

得られた位相情報がどう利用できるかあまり知られていないことも理由であろう.

計算ホモロジーフ。ロジ、ェクト (CHomP)を展開する Mischaikow教授のグループで

はう物質科学や流体科学の研究者を集めたワークショッフを開催しうこの異分野交流の

機会からう CHomPソフトウェア在活用した新たな共同研究も生まれている [2]-George 

Mason大学の Wanner教授らのグループはう重厚で壮麗な建造物でよく用いられる大

理石についてうその材料としての内部構造の観察手段としてホモロジー量うつまり多面

体の Betti数を取り入れ?マクロで観察される熱応力との相関の解明に新たな視点を

もたらそうとしている [3]-なにか規則があるようでうそうでもない筋がならんだ模様

をマーブル(大理石)模様と呼ぶようにう大理石は大きな結晶の塊ではなくう結品軸の

向きが異なる結晶粒が多数集まった多結晶構造をしている.この結晶粒の境界(結晶

粒界)での結品軸の配向性がう大理石の熱への耐久性に影響を与える.例えば?構造内

部の不均一牲により生じる残留応力によってう微小亀裂が自然に形成される.焼きな

まし法などの熱処理によりうこの不均一性はコントロールされるがう計算ホモロジーに

よってうこれらの結晶粒界の幾何構造を定量的に評価するためにう計算ホモロジーが用

いられる.

図l(a)はヲ実際の観察データからうコンピュータ解析によって 3次元的に再現され

た多結晶構造の 2次元断面画像である.直交した 2方向からの結晶断面画像から得ら

れる結晶粒の大きさと形状データに従ってうボクセルを組み合わせた 3次元構造デー

タとしてう多結晶構造が再構成される.各結晶粒の結晶軸方向と結品粒界老挟んだ配

向関係はう断面の深さ方向に足し合わせて得られる分布関数がう観察データと統計的に
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図 1:(a)実験データから再構成された 931個の結晶粒からなる多結晶構造.(b)有

限要素法シミュレーションによって得られた最大主応力の空間分布.色の薄い部分ほ

どう応力が大きい.(c)結晶粒界の空間分布.色の濃い部分ほどう結晶粒間の配向角が

大きい.

合うように決める.このようにして得た仮想的な多結晶構造を初期配置としてう有限

要素法によるシミュレーシヨン解析によりう計算された残留応力の空間分布老図 l(b)

に示す.白い部分ほど強い応力が発生しておりう微小亀裂が形成されやすいことがわ

かる.またう結晶粒間の結晶軸配向差からう結品粒界のネットワーク構造が図 1(c)のよ

うに抽出される.残留応力が大きい領域とう結晶粒界のネットワーク構造のホモロジー

解析をう複数の多結晶構造について行ないう結晶粒界での配向性のタイプを変えること

でう残留応力ネットワークをコントロールすることができることを明らかにしている.

この章ではう実験系で得られる複雑なパターンのトポロジ一変化の解析に CHomP

ソフトウェアを適用しう位相情報である Betti数を用いて系の振る舞いを特徴づける

例についてう最近う著者らが取り組んでいる研究例を 2つ紹介する.1つめはう渦状

欠陥カオスと呼ばれるう時間的に複雑な乱流パターンのホモロジ←解析である [4う11].

これはう底面を熱せられた流体がう皿状の容器のなかでみせるスパイラルドメインの生

成や崩壊を繰り返す空間 2次元パタ←ンである.2つめはう空間的に複雑な 3次元パ

ターンのホモロジー解析である.特にうソフトマターで見られる共連続界面構造の紹

介とその Betti数を用いた分類について述べる [7ぅ14].これらの 3次元ネットワーク

構造はう単純な視覚化法だけではう空間 3次元パターンは複雑すぎて容易に理解する

ことができない.

レイリー・ベナール対流における乱流パターン

熱いコーヒーに冷たいクリームを入れるとう様相の異なるマーブル模様の美しい構

造が生ずる.これはう局所的に秩序が出現したことを意味しておりうこの部分に関して

はエントロピーが増加ではなく減少している.高温のコーヒーと低温のクリームの聞

に温度差がありうその結果として局所的に生じる流れと同じようにうパターン(秩序)

が形成される現象としてう「レイリー・ベナール (Rayleigh-Benard)対流」が知られて

いる.熱勾配によって生じる対流運動はうコーヒーカッフのなかに限るものでなくう大
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気や海洋の季節的変動ゃう現在の学説ではう地球内部のマントル対流によってう我々が

暮らす大陸が移動してしまうと考えられているほどう普遍的で重要な非線形問題であ

る[1].

実験室では?薄い平皿に液体そ入れう下から熱するとう液体の上(表面)と下(底面)

との温度差ムTの大きさによってう異なる状況が観察される*

(1)温度差が小さい場合はう下から上への単純な熱伝導が生じる.温度差が大きくな

るにつれう対流運動の揺らぎが成長していく.

(2)温度差がある臨界値(ムTcc:::: 3.8 OC)を超えるとうほぼ直線上のロール領域が現

れうこれらのロール領域は全体としてう縞模様の構造を形成する.各々のロール

領域ではう高温の中央部が上向きの流れう低温の周辺部は下向きの流れになって

いる.この図 2(a)のような構造を理想的ロール (idealstraight rollうISR)パター

ンと呼ぶ.

(3)温度差がさらに大きい場合にはう構造は崩壊してう図 2(b)(c)のような乱流バター

ンになる.

本節ではうある渦状欠陥カオス (spiraldefect chaosぅSDC)パターンと呼ばれるう温度

差が大きすぎないところで見られる弱い乱流パターンの計算ホモロジーによる特徴付

けを行なう.

対流パターンの高温領域と低温領域での屈折率の差から生じる光強度分布をうシャ

ドウグラフ(影絵)法によって明暗画像として可視化する.このとき高温の上向き流れ

領域は暗くう低温の下向き流れ領域は明るく表される.↑系を支配するコントロールパ

ラメータとしてう規格化された Rayleigh数 E= (ムTームTc)/ム丸老用いう 0.125から

4.125まで 0.125刻みで段階的に増加させる.鉛直方向への熱拡散時間(約 2秒)を基

準としてうその 1000倍の間隔でう 12ピットデジタルカメラで撮影した 18000枚の明

暗画像の時系列デ←タを解析する.それぞれの画像からはう実験系の光学的な不完全

さによる対流の始まる前の背景光強度分布をさし引いている.またフーリエフィルタ

リング加工によってうカメラのノイズ等による 5%程度の短波長成分の画像乱れを取

り除いている.これらの加工処理の後にう明暗度の平均値者間値としてヲ画像在二値化

した例が図 1である.表記 X(ηぅE)はう規格化された Rayleigh数 εでの η番目の時

系列データの二値化画像を表すものとする.このときう黒い部分は高温の上向き涜れ

領域 xblack(ηぅE)ぅ白い部分は低温の下向き流れ領域 xwh山 (nぅε)でありうそれぞれの

領域でのピクセル数は等しくなっている.

図 3下段は Rayleigh数が Ec:::: 1.0と2.0におけるう xblack，whit巴(ηぅE)の 0次と 1

次の Betti数の時間変化を示している.観測された複雑な対流ロールパターンの状態

変化をうこれら Betti数によって区別して表しう渦状欠陥カオスを引き起こす不安定化

のメカニズムをうパターンのトポロジ一変化の観点から考えてみよう.温度差が大き

くなるにつれてうそれぞれ対流パターンの至るところでう局所的な膨張や圧縮運動が活

発になる.ロール構造の圧縮運動はう歪バリコース (skew-varicose)不安定性と呼ばれ

*身近な器具で試すときはうサラダ油に銀色の油絵の呉を溶かした液体をシャーレに入れ，ホットプ

レートで下から熱する.このとき底面での温度ムラがないようにシャーレの下にアルミ箔を敷くとよい.

↑対流パターンの実験は， Georgia工科大学の Sch乱tz教授の研究室で行なわれた [4ぅ 11].
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図 2:温度差パラメータ Eが大きくなるにつれてう理想直線状ロールパターンからう渦

状欠陥カオスパターンへと変化する.(a) E = 0.125ぅ (b)E = l.0ぅ (c)E=2.0.(上段)

シャド←グラフう(下段)二値化画像.

るロール構造の局所的な拡張を生じう結果としてう近隣のロール構造ドメインとの合

体を促す.一方う膨張運動によってドメインがちぎれたりう合体によってう生じた隙聞

に新たなドメインが出現することもある.ロール構造ドメインの合体によって 0次の

Betti数品が 1つ減りうそして新たなドメインの出現によってう 1つ増える.あるロー

ル構造ドメインの至るところで合体が進みう 1つの大きなネットワークドメインが形

成されていくならばう O次の Betti数 soは減り続けるだろう.しかしうそのような大

きなドメインではうドメイン内での自分自身との合体が生じるようになりうループ構造

を持つようになる.これは 1次の Betti数角の増加として表される.渦状欠陥カオ

スの対流ロールパターンではう特にロール構造が渦をまいたりう円くなったりしている

ところでうドメイン同士がくつついたりう千切れたりしながらう系のトポロジーに影響

を与えている.

このようなベナールの熱対流現象はうブシネスク(Boussinesq )モデル方程式を用い

てう特に対流運動には上下対称面 (midplanesymmetry)が仮定できる理想的な場合に

ついてはう理論的にもよく調べられている [1].この状況を Betti数を用いて表せばう高温

領域 (xblack)と低温領域 (xwhite)についてう図 3(c)のようにう sf1ack(X)ご sih出 (X)

が成り立つはずである.表記?は時間平均である.しかしながらうコントロールパラ

メータ Eが大きい図 3(d)ではうそれぞれの Betti数9々?恥k，川w討叫7辻巾h凶lit勺X)の対称性が見られ

ない.図 4(a)はう Betti数の時間平均値のパラメータ E依存性であるがう温度差 Eが大

きくなるほどうこの破れは拡大していることがわかる.このような非対称性は非ブシネ
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図 3:(上段)過剰欠陥カオスパターンの Betti数の計算例 (a)品(xblack)= 34はドメ

インの数ぅ (b)sl (xblack) = 17は穴の数を表す.(下段)Betti数の時間変化 (c)ε=1.0 

のとき?高温領域と低温領域を入れ替えても変わりないがう (d)E= 2.0ではうその上

下対称性がみられない.黒丸:sO(Xb1配 k)ぅ黒角 sl(xblack)，白丸 sO(xwhite)ぅ白角:

sl(xwhite) )xwhite.それぞれの Betti数の時間平均値高夜}老直綜で示している.

スク (Non-Boussinesq)効果と呼ばれうヘキサゴナルパターン(蜂の巣状パターン)で

の対称性の破れについてはう見た目からも明らかである.この非ブシネスク効果はう表

面と底面での流体の物性値だけから決まる無次元量パラメータ Qによって特徴づけら

れる.ヘキサゴナルパターンについてはう正の Q値では正六角形の細胞状の渦領域の

中心部に上向きの流れう周辺部は下向きの流れになる.一方う負の場合はう対流の向き

はそれぞれ反転することが知られている.このようにう渦状欠陥カオスパターンではう

非ブシネスク効果が現れているかどうかはう見た目では判断できないがうそれらのホモ

ロジー量は対称性の破れを定量的によく検出している.この観察条件では Qe::::: 0.54 

が得られておりう非ブシネスク効果が顕著に見えることと辻棲が合う.

高温う低温領域うそれぞれでの Oぅ1次の Betti数の組(持lackヲsflackぅsOhi七ぺsihiお)に

よってう系の状態を 2次元パターンのホモロジーによって表すことを考える.図3下段に

あるような Betti数の時系列データについてう同じ Bet七i数の組(s81ackぅsflackぅsOh出ぅsihite)

が出現する数を数えることによりうそれらを規格化することによってうそれぞれの状態

iの出現確率Piを計算することができる.この確率分布 Piからうエントロビー Sを次

5 
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図 4:(a) Betti数の時間平均値の温度差パラメータ E依存性.黒丸:高(xblack)ぅ黒角:

瓦(xblack)ぅ白丸:高(xwhite)ぅ白角:頁(X抽出))xwh巾.温度差パラメータ Eが大き

くなるにつれてう過剰欠陥カオスパターンではう高温領域 xblack と低温領域 xwhite

の対称性の破れが生じる.(b) Betti数の時間変化から計算したエントロビー Sの温

度差パラメータ E依存性.(c)それぞれ左から E= 1.0ぅ1.25ぅ1.5での典型的な空間パ

ターン.

乞Pilog(l/pd S 

のように定義される.

ベナール対流の実験ではう薄い皿の流体という系にう外部から熱エネルギーが加えら

れてう表面と底に温度差が生じている.このようにう外部と遮断されていない系を散逸

系と呼ぶ.この実験ではう外部から注入され続けるエネルギーを散逸させながらマク

ロな対流パターンが自己組織化している.シュレディンガーの言葉在借りればう「負の

工ントロビー」が系に供給され続けられるのでうエントロピーの増大や無秩序の増大

は起こらずう対流口←ルパターンのような秩序が壊れないで保たれている.実験画像

を基にした有限時間の時系列データから確率分布院を計算したがう観測時聞を増やす

とエントロピーは一定の値に漸近する傾向がある.対流ロール構造ドメインの合体や

生成がほとんど生じなければう Betti数の変化もなくエントロビーは減少しう逆に活発

6 



になればエントロビーは増加するだろう.よってエントロビー Eはう図4(b)のようにう

コントロールパラメータ E と共に増加していく.しかしながらう単調に増加する訳で

はなくういくつかの凹みを伴っている.このような回みのある温度差 E付近においてう

渦状欠陥カオスパターンのなかでもうより複雑なパターンへの質的な変化が段階的に

生じていると考えられる.図4(c)では 2番目の凹みを示した E= 1.25と?その前後の

パラメータ値でのう典型的な対流パターンを示している.温度差 Eが増加しているに

も関わらずう E= 1.25での対流パターンはうほかの 2つに比べてう欠陥も少なくう対流

ロールドメインが平行に並んでいる領域が広い.これは Betti数の変化も小さくう工

ントロビーが小さくなる状況に合っている.空間パターンの大域的分岐の観点からみ

ればうこのエントロビー減少はうコントロールパラメータ Eの変化に伴って出現した新

しい時空間パターンによってもたらされたとも考えられる.具体的にはう平行ロール

パターン全体が平行移動する進行波のような動きも部分的に見えることからうなにか

動的な不安定パターン発見の手がかりになる可能性もある.今後の進展が期待される.

本節でとりあげたうベナール対流での渦状欠陥カオスの Betti数を用いた解析はう実

験系で観察された複雑空間パターンのデータにう計算ホモロジーを直接応用した初め

ての例である.これらのトポロジー不変量である Betti数はう渦状欠陥カオスパター

ンの分類に有効でありうその時系列データから?パターンダイナミクスの特徴を定量的

に抽出することができた.特にう対涜パターンにおける対称性の破れはうスペクトルな

どの従来調べられてきた物理量では捉えることがで、きなかったものである.

ソフトマターにおける空間 3次元ネットワーク構造

水中の脂質や界面活性剤などの両親媒性分子はう疎水基と水分子が接触を避けるよ

うにミクロ相分離界面を自発的に形成しう空闘を 2つの無眼に連結した共連続な部分

空間 (X土)に分割する.この界面構造は数学的によく知られた空間 3次元周期極小界

面を自発的に形成しうジャイロイド (Gyroid)ぅダイヤモンド (Diamond)ぅプリミティ

ブ (Primitive)の構造は共連続立方相とよばれる [8].+これら非相溶性により生じる

3次元相分離構造のなかでう 2本のジャイロイドネットワ←クがお互いの懐在かいく

ぐるように編み上げたダブ、ルジ、ャイロイド構造をとるときにう界面形成によるエネル

ギーの損失分在う周期的極小曲面のなかで最小にで、きることが理論的にわかってきた

[14].実験的にもう医療で用いられる CT(computerized tomography)スキャンの技術

を応用した 3次元電子顕微鏡法によってうナノメートル (nm)オーダーの構造を 3次元

的に高分解能で観察することができるようになりうブロック共重合体系の共連続相は

ダブ、ルジ、ヤイロイドであることが決定的となった.従来の透過型電子顕微鏡ではう試料

を透過した電子の強弱から得られる画像は深さ方向の情報を失った 2次元的なものでう

ダブ、ルジ、ャイロイドのような複雑な構造の解明には不向きであった.陣内教授らが開

発した 3次元電子顕微鏡法ではう試料を土600 程度の範囲の様々な方向から撮影しう

得られた平面透過画像を積み重ねて 3次元画像を構成できるようになった [9].このよ

うにう実験技術の進歩によって得られてきたナノメートルレベルでの立体構造データ

老うどのように表示しう解析するのかが問題となっている.

E以下， Gう D，Pと略記する
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図 5:ソフトマターにおける共連続界面構造(上段)シングルネットワーク構造， (a) 

プリミティブ， SP (b)ジ、ヤイロイドヲ SG(c)ダイヤモンド， SD.(中段)ダブルネット

ワーク構造ヲ (d)ダブルプリミティブ， DP (e)ダブ、ルジャイ口イド， DG (f)ダブルダ

イヤモンド， DD.(下段)(g)穴あきレイヤー構造.(h)空間群 Fdddのメッシュネット

ワーク構造.Bet七i数は品(X:I:)= (1，13，0，0)である.(i)ダブルダイヤモンドと同じ

Betti数を示すランダムドメイン構造.
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表 1:ソフトマターにおける共連続構造の Betti数と空間群.シングルネ、ソトワ←ク構

造ではドメイン X十とマトリックス X について対称だがうダブルネットワーク構造

にはあてはまらないことに注意せよ.空間群の記号 IうpうFはそれぞれ体心う単純う面

心の立方品系のブラベー格子であることを示す.

シングルネットワーク

品(X+) si(X一) 空間群

p I (1ヲ3ぅOぅ0) (1ぅ3ぅOぅ0) 14132 

G I (1う5うOう0) (1ヲ5ぅOう0) Fd3m 

D I (1う9うOう0) (1う9うOヲ0) Pm3m 

ダブルネットワーク

品(X+) si(X-) 空間群

(2ぅ6ぅOぅ0) (1ぅ6ぅ1ぅ0) 1a3d 

(2ぅ10ぅOぅ0) (1ぅ10ぅ1ぅ0) Pn3m 

(2う18うOぅ0) (1う18う1ぅ0) 1m3m 

空間 2次元パターンであればう根気さえあればう見た目からドメインの数や穴の数

などを数え上げられるかもしれない.ところが空間 3次元になるとう投影図をいくら

スライドに並べてもう 3次元描画ソフトウェアでディスアレイに表示してもう単純な視

覚化法では複雑すぎてうおそらく容易に理解できない.このことはう複雑な構造の「つ

ながりJを解析するための視覚に頼らない方法が必要であること老示唆している.そ

のような最も古典的なものは典型的な代数的位相不変量でもあるオイラー数 χであ

ろう.オイラー数は複雑なデータに対する単純だが有用な測定量でありう位相空間 X

の構造老連続変形しでも変わらない.その変化は系のトポロジーが根本的に変わるこ

とを意味する.オイラーーポアンカレの定理よりうオイラー数は Betti数の交代和

χ(X) = 玄(-1)判(X)ぅ

τ=0 

であることからうホモロジーへの導入である Betti数の方がうより情報量の多い位相

不変量であることを示している.実際う Betti数を用いればう図 5にあげるような様々

の共連続界面構造についてう表 1のように区別して表すことができる.ただしう基本

格子構造について Betti数を計算したドメインや穴の数に対応する Betti数はう考

慮する周期の数によって変化することに注意しよう.閉曲面の三角形分割についての

ガウスーボンネの定理よりうオイラー数は考慮する領域の大きさに依存するのでう上述

のオイラ一回ポアンカレの公式より任意の周期数についての Betti数を得ることは可

能である.また Bet七i数によってうすべての空間 3次元構造を分類して表すことはで

きないことにも注意しよう.例えばう図 5(i)のようにうダブ、ルダイヤモンドと同じ

si(X十)= (2ぅ18ぅOぅ0)ぅ角(X一)= (1ぅ18ぅ1ぅ0)老示す規則性のないランダムドメイン構

造も無数に存在する.

以上の点に注意を払えばう Betti数による空間 3次元構造の分類はとても有効であ

る.例としてうミクロ相分離モデルの Cahn-Hilliard方程式の数値シミュレーションで

再現したモルフォロジ一転移におけるトポロジ一変化をあげておく.

2 = ム{一仙 -u十 u3}ーの-u)ヲ

ここで u(r)はう非相溶な 2成分の相対的な濃度差を表しヲ記号 Eぅσはそれぞれ現

象論パラメータである [13]. 片方の成分が他方について優勢である領域を平均濃度
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図 6:ミクロ相分離モデルの数値シミュレーションによるモルフォロジ一間転移での

Be七ti数の変化.(a)ヘキサゴン→レイヤー転移.同じ方向につぶれた柱状ドメイン

の側面同士がくつついてレイヤー構造にいたる.(b)レイヤー→ヘキサゴン転移.層

状ドメインに穴が等間隔にあいた穴あきレイヤー構造を経てうヘキサゴン構造にいた

る.穴あきレイヤー構造の Betti数は si(X+)= (2ぅ18ぅOぅ0)と島(X-)= (1ぅ19ぅ2ぅ0)

であるのでう層状ドメイン I枚あたりに 8個の穴があいている.

u = 101-1 Jo叫r)drで分離する等濃度面老r= {rξOlu(r) = u}とする.このときうこ

の界面で分けられた領域をそれぞれX+= {rε 口lu(r)三五}ぅ X-= {rεOlu(r) < u} 
とする.図 6はうそれぞれ4本の柱状ドメインが蜂の巣状に並んだヘキサゴン構造とう

層状ドメインが 2枚並んだレイヤー構造を初期条件としてう系のパラメータを変化さ

せたときに得られる構造相転移についてうその Betti数の変化在示したものである.転

移の向きによってうダイナミクスの道筋が異なることが明らかであろう.レイヤー→

ヘキサゴン転移におけるダイナミクスの鞍点としてう穴あきレイヤー構造にどれだけ

留まって見えるのかはう非負の整数である Betti数による評価ではっきりする.

この章の主題である実験室で得られた複雑空間パターンへの計算ホモロジーの応用

としてう逆空間から実空間への有効なアフローチとして注目されているリパースモン

テカルロ法シミュレーションによる放射光散乱実験デ←タからの空間 3次元構造の再

構成法について紹介したい [7].大型放射光施設ではう放射光を物質に照射しうその散

乱される光を測定することでう物質の構造や性質を詳しく調べている.散乱角が比較

的小さい領域を測定する手法を X線小角散乱と呼びう密度ゆらぎ(構造の不均一性)

やその特徴的な長さスケールからう高分子混合系の複合材料の評価に利用されている.

光軸について物質試料老囲転させながらう図 7(a)のような散乱関数の 2次元パターン

を得る.リバースモンテカルロ法はう実験で得られた散乱関数との差を評価関数とし

たメトロポリス法によってう最も差を小さくする空間 3次元構造を計算機上に推定す

10 
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図 7壬:(a吋)入射放射光 qll軸まわりに試料(参照構造)を回転することでうその垂直平面

方向の 2次元散乱パタ-ンse出叫叫X却P(ほq志μklωl

パタ←ンとの差の合計 χx2を最小にする構造をメトロポリス法アルゴゴ、リズズ、ムによつて

探索する.計算ホモロジーによって再構成された 3次元構造がうエネルギーがの極小

状態にとどまらすに参照した構造に等しいかを CHomPで検証する.(b) 18方向の散

乱パターンを用いた場合 (c)7方向だけの散乱パターンを用いた場合.

る分子シミュレーション法でありう等方性が仮定できる液体金属などの不規則系につ

いてはう 1次元散乱関数からの構造推定が行なわれてきた.異方性がある場合について

はうまず延伸等の一軸異方性のある系についてう 2次元散乱パターンからのリパースモ

ンテカルロ法シミュレーションが萩田博士らによって開発された.この節ではうさら

に複数の入射光軸方向の 2次元散乱パターンを用いてう夕、ブ、ルジ、ヤイロイド構造など

の複雑な異方牲がある場合の構造推定の例を示す.まず理論的に求めたダブルジャイ

ロイドの単位構造状の粒子群からう複数の入射光軸方向についての 2次元散乱パター

ンを計算する.この複数の散乱パターンとの差を最小化する粒子配置をリバースモン

テカルロ法シミュレーションにて探索しう再構成された粒子配置がとる構造を計算ホ

モロジーによって評価する.複数方向の散乱関数を近づけることで対称性を一致させう

Betti数を評価することで構造の「つながり」を検証するこ重の網でダブルジャイロ

イドを召し捕ることになる.

ダブルジャイロイドの空間群が Ia3dであることよりうそのブラベー格子は体心
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立方品系である. 体心立方格子の基本並進ベクトル a= (L/2ぅL/2ぅ-L/2)，b = 

(-L/2ぅL/2ぅL/2)ぅc= (L/2ぅ-L/2ぅL/2)についてうその逆格子ベクトルは

ぜ=(2π/Lぅ2π/Lぅ0)ぅb*= (0ぅ2π/Lぅ2π/L)ぅc*= (2π/LぅOぅ2π/L)である.これらを

基底としてう散乱ベクトル q(hkl)= ha*十 kb*十 lc*を表すときヲ面指数 (hkl)が整数

ならばうブラッグ反射が生じる.つまりう入射光軸について結晶をその垂直面内で回転

させるとう特定の角度にだけ散乱される.それぞれの粒子からの散乱因子をすべて等

しく fとすればう体心立方格子の単位構造の構造因子はう同じ粒子が ro= (0ぅOぅ0)と

rl = (L/4ぅL/4うL/4)にあるのでう

5(q(hkl)) f(exp( -iq(hkl)・ro)+ exp( -iq(hkl) . rd)ぅ

= f(1十 exp(-iπ(h十 k+ l)))う

となる.よってう面指数の和 (h+k十 l)が偶数のときにのみう反射が現れるのでうこの

反射条件を満たす [hkl]= [211]の 12方向と [110]の6方向の合計 18方向の 2次元

散乱パターンを用いてリバースモンテカルロ法シミュレーション在行なう

シミュレーションでは 8，192個の粒子配置についてう 18方向の入射放射光 qll

についてうそれぞれ回転させて得られる垂直平面方向のもとの 2次元散乱パターン

S22)(qみ以との差 χ2が収束するまでう次の手順老繰り返す

ランダムに選んだ粒子を動かす向きと大きさをランダムに決める.

18方向についてう 2次元散乱パターン SZZ)(qみ1))を計算する

動径分布関数 9(hkl)(r-(hkl))を計算する

そのフーリエ変換よりう S7ロ訪;訪起ふ)(同q存ωklωl
S訂?z沼お;z品:2l以)バ(q色ωklωl

χゾ2= ~玄: 乞 ム以(5吟aμμkl附lり以)バ(q匂志向klωl
(仲h砧凶刷kl刈1)q 品払ωkl)1'剖0 

ム(σS?μμ砧刷刷lの)(q与μ向kl叫ωIり))リ)= [伊Szお:2l)バ(q志ω向kl叫lり))]2一 [5巧7鈎;芯訪rお1)バ(q九仏ωkl川l
準{偏扇差パラメ一タでありう許容誤差の大きさである.

動かした前と後での差ムポを計算しうムχ2< 0なら試行配置を採用する.そう

でなければう確率 exp(ームχ2)で新しい配置を採用する.

散乱パターンの差を表すがをエネルギーう許容誤差 σふを温度と見立てたメトロポ

リス法であるためう温度パラメータの大きさや光軸方向の選び方によってはう極小状態

の構造に落ちこむこともある.これらの極小構造は最小構造に似ていることが多くう見

た目で区別することができない.そこで計算ホモロジーによりう再構成された粒子配

置の Betti数を評価することで適切なシミュレーション条件を探索しうリバースモン

テカルロ法によってう 18方向の 2次元散乱パターンからうダブルジャイロイド構造が

再構成されることを検証することができた.ダブルダイヤモンド構造などう他の 3次

5立方晶系では?万向 [hkl]は同じ指数をもっ面 (hkl)に垂直である.

12 



元構造についてもう散乱条件にあった入射光 qllを選ぶことで再構成することができて

いる.現在はう実験家グループと連携しう実際の 2次元散乱パターンからの 3次元構

造の再構成を進めている.これは実空間構造の直接観察実験だけでなくうより広く普

及した散乱実験で得られてきた逆空間データについてうそれらの精密な構造解析に対

する潜在的な需要を掘り起こすブレークスルーとして期待される.

この章ではう実験系で得られる複雑なパターンの解析にう計算ホモロジーを適用する

研究例を紹介してきた.CHomPソフトウェアの開発によりう二値画像さえ準備すれ

ばう簡単にホモロジー量老知ることができるようになった.つまりう実験データからど

のような方体集合を計算ホモロジーに渡すかうというところが残された課題である.

闇値点集合のホモロジー量の数値計算

渦状欠陥カオスパターンの例ではう高温領域と低温領域の面積が等しくなるようにう

明暗度の空間平均値を二値画像の闇値としていた共連続構造の例ではう相分離する 2

種の物質の相対的な濃度分布の空間平均値を闇値とした.それぞれう闘値より大きい

領域であるドメインだけでなくう小さい領域のマトリックスの Bet七i数も合わせて系

の状態在表すことによりうより詳しいパターンの分類を行なった.2次元平面上でマト

リックス Xーの海のなかにドメインXーがいくつも浮かんでいるようなパターンであ

れば?マトリックスの穴の数 s1(X-)がドメインのクラスターの数 so(X+)と対応が

あることは容易に想像がつく.しかしながら 7 このような単純な場合でもう調べようと

する微細なパターンに対して方体近似の空間解像度が粗い場合には，計算された Betti

数の解釈に注意が必要である.計算ホモロジーのアルゴ、リズムでは方体集合の第2近

接格子点在同一クラスターと数えるためう図 9(a)(b)に示すような市松模様ではうドメ

インとマトリックスのどちらも 1つにつながったクラスターと判定されてしまう.

例としてう相分離モデルでみられるランダムな 2次元ドメインパターンについて調

べてみよう.2成分の相対的な濃度差の分布 u(r)(=u(xぅy))をう正方領域DE [0ぅL?
についてうモード数Nのランダムフーリエ展開モデルを用いて構成する.

N N 

u(r) = L L(9k~i cos(2πkx)∞s(制 y)十grjcos(2巾)州21rly)

十gj3j州 2πkx)ω(MU)+gYJ州 2πkx)州制y))ぅ

ここで giljdμ;3jJげは平均 Oぅ分散 1の正規乱数としうなめらかに 2階微分可

能な濃度プロファイル u(r)が得られる.平均濃度 u=oでの等濃度界面r= {r E 

Dlu(r) =官}によってう片方の成分が他方について優勢である領域を分ける.この界面

で分けられた領域 X+= {rξDlu(r)三官}ぅ X-= {rεDlu(r) < u}はう次ぎのよう

に方体近似して表される.

Qあ=U{[l-lぅl]x [nーい]1土u(い)三土引い)ε{1ぅ M}}う

これはう正方格子の各格子点の位置座標 (lぅη)での基本方体をQI，n= [l-lぅl]x [η-1うη]

と幾何学的においたときのドメイン(マトリックス)領域者近似した方体集合である.

13 
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(a) (c) (d) (e) め
り

図 8:ミクロ相分離モデルにおいてう平均濃度百を変化させたときに得られる典型的

なドメインパターンのラインナップ.上段をドメインx+とみればう下段はそのマト

リックス Xーである.対称組成否 =0近くで、はう (d)穴あきレイヤーを介してう (e)レ

イヤーと (f)ネットワーク構造が並ぶことに注意せよ.

次ページにう 2次元ランダムドメインパターンの Betti数者計賞するサンプルプログ

ラム(ファイル名 sample.cpp)を示す，プログラムコンパイルには複数のオプシヨ

ンを必要とするのでう入力ミスを減らすために Makeコマンドを利用する.

七eramo七0% make 

teramoto% echo 16 I . /ex訓 ple

入力した解像度 M の値によってう Betti数が表示される.

以下に CHomPライブラりをプログラムの中から利用する方法についてう簡単に補

足しておく.

1行日 #include"capdjhomenginjhomology.h円

CubicalSetクラスを利用するためにう chompjincludeフォルダ内のヘッダーファ

イル老読み込む必要がある.サンプルプログラムではう Z軸方向に N1マスヲ U軸

方向に N2マスの 2次元平面領域としてう CubicalSetクラスのオブ、ジ、ェクト Q

を準備している.

18行目 CubicalSetQ(left∞ordぅ righLcoordsぅ dimぅ wrapping);

このときう周期境界条件を課すにはう以下のように wrapping変数にて指定する.

16行目:int wrapping [] = { 0ぅo};デフォルト

16行日:int wrapping [] = { Mぅo}; x軸方向のみう周期境界条件

『それぞれのコンピュータ環境にあわせてヲ Makeファイル，環境変数の設定内容を変更してください.

Makeファイルの例(ファイル名・ Makefil巴)も示します.コロンマークがある makeターゲットの下の

行で， (タブ)と指定されている箇所は?必ず TABキーを入力して字下げください.
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図 9:計算ホモ口ジーは斜め方向の第2近接格子点も同じクラスターとして数えるため

にう (a)ドメインsi(Q+) = (1ぅ1)と(b)マトリックス政(Q-)= (1ぅ2)の Betti数の関

係に注意せよ.(c)空間解像度 Mを大きくするとう Betti数はうそれぞれある極限値に単

調に近づく.モード数N=8についてうそれぞれ 100サンプルのドメインパターンに

ついての平均値をプロットしている • so(Qt):黒丸ぅ応(Qt):白丸ランダムフーリエ

展開モデルによるドメインパターンの例.(d) 1VI = 128のときう si(Qら8)= (5ぅ6)であ

る.空間解像度を (e)1VI = 32ぅ(f)1VI = 16と粗くするとう Betti数が品(Q右)= (2ぅ11)ぅ
品(Qお)= (3ぅ17)のように異なる.

16行日 intwrapping [] = { 0ぅM};y軸方向のみう周期境界条件

16行自:int wrapping [] = { M，M };両方向についてう周期境界条件

46行自:Q.Add(cube); 
問題の設定条件を満たす基本方体 cubeを 1つずつ加えながらう方体集合オブ

ジェクト Qを構成する.

53行目 Q.ComputeBettiNumbers(Bettiぅengine，quiet); 
方体集合オブ、ジェクト Qの Betti数を計算する.Betti数のデータは整数型配

列 Betti[dim+1]に格納される.

52行目 boolquiet = true; 
Betti数の結果のみを表示させたいときにはう bool変数 quietを trueにす

ればよい.
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inc1ude Icapd/homengin/homo1ogy.h" 
#inc1ude <iostream> 
#inc1ude <math.h> 
#define N 8 
doub1e gauss(void) { 

doub1e x = 0.0; 
for (in七 i=O; i<12; i++) x += dr担 d48()一 0.5;
return x; 

!Mmain (V叫 d){ 
int M; 

} 

s七d::cin>>thresho1d; 
// create an empty 2-dim cubica1 set of七hesize MxM pixe1s 
in七 1eft_coords [] {O， O}; 
int right_coords [] = {M， M}; 
in七 wrapping[] = {M， M}; 
cons七 intdim 2; 
Cubica1Set Q (left_coords， right四 coords，dim， wrapping); 
// ini七ializer叩 domnumber generator 
srand48(七ime(NULL));
// create a_random Fourier series fie1d u 
d6ub1e u[M] [M] : 
doub1e thresho1d 0.0: 
doub1e g1， g2， g3， g4; 
for (int i=O; i<M; i++) for (int j=O; j<M; j++) u[i] [j]=O.O; 
for (int k=1; k<N; k++) { 

for (int 1=1; l<N; 1++) { 

〉

g1 = gauss(); g2 = gauss(); g3 = gauss(); g4 = gauss(); 
for (int i=O; i<M; i++) { 

for (int j=O; j<M; j++) { 

} 
〉

u[i] [j] += g1*cos(2.0*k*M_PI*i/M)*cos(2.0*1申M_PI吋/M)
+ g2*cos(2.0*k*M_PI*i/M)*sin(2.0*1*M_PI*j/M) 
+ g3*sin(2.0*k*M_PI*i/M)向 os(2.0牢l*M_PI*j/M)
+ g4*sin(2.0本k本M_PI*i/M)*sin(2.0*1*M_PI*j/M);

1/ make the cubica1 set u >= thresho1d 
for (in七 i=O; i<M; i++) { 

for (in七 j=0; j <M; j ++) { 

〉
} 

if (u[i] [j] >= thresho1d) { 

〉

// crea七e担 arrayof coordina七esof七hecube 
in七 cube[2]; 
cube[O] = i; cube[1] = j; 
Q.Add (cube); // add the cube 

// compute the Be七七inumbers of the cubica1 se七
int Betti[dim+1]; 
boo1 quie七 true;
Q.ComputeBe七七iNumbers(Be七七i，0， quie七); 

// show the Be七七inumbers 
std: : cout << "Be七七inumbers:"; 
for Cint i=O; i<温 dim;++i) std::cou七<< 11 "<< Betti [i] ; 
std: : cout くく 11¥n"; 
return (0); 
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ROGRAM = rむldom四 chomp
CC g++ 
INCDIR -I/Users/teramoto/chomp/inc1ude 
LIBDIR = -L/Users/teramoto/chomp/1ib 
CFLAGS -02 -Wa11 -Win1ine $(工NCDIR)$(LIBDIR) 
LDLIBS -lchomp -1m 
.cpp.o: 

$(CC) $(CFLAGS) -c $< 
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rm -f $(PROGRAM) $(OBJS) *“ 

図9(d)-(f)ではうモード数者N=8に固定した同ーのうンダムドメインパターンに

ついてう空間解像度 M を変えて得た二値画像である.空間解像度 M が十分に大きい

ところではう方体集合Qtで近似したもとのドメイン X土に対する閲値集合rにう近

い滑らかな境界線が得られる.このときぅ方体近似で得られた Betti数 si(Qt)がも

との政(X土)に等しいことが期待される.実際ぅ図 9(c)のようにう空間解像度 M の大

きいところでうそれぞれ収束値を持つ.よってうそれぞれのホモロジ一群 H*(-)が等し

くなるような空間解像度 M の下限の整数値l立が存在すると考えてよいだろう

ヨl白εZ s.t. Pr(For all M 三l白うH*(X土)~ H*(Qあ))= 1. 

方体近似の任意の空閥解像度 M でのランダムドメインパターンのホモロジー量が

正確に得られる確率 Pr(H*(X土)ご H*(Qあ))についてう Wanner教授らが得た結果在

紹介しよう [5ぅ12].全空間においてう匂(r)=u=Oとなる点 rE nが 1つもなくう 2階

微分可能な濃度プロファイルを持つランダムドメインパターンについてうその濃度分

布老 MxM-正方格子の各格子点での値u(lぅn)で表す.このときうホモロジー量を正

確に計算することはう零点(闘値)集合r= {rεnlu(r) = u}の位置を正確に得るこ

とと同じである.つまりう空間解像度 M の正方形領域QM(lうη)= [l-lぅl]x [n-1ぅη]
と零点集合曲線rの配置条件について考えよう.まず正方形領域の各頂点での u(lうη)

値の符号が 1つでも異なるときにはう正方形内部に零点集合が存在することは明らか

であろう.隣り合う 3つの格子点?例えば (l-1ぅn)ぅ(l，n)ぅ(l十1ぅn)での符号が交互に

並ぶときう或いは正方形の対角格子点ペアの符号が異なるときにはう図 10のようにこ

れらが解消するまでう空間解像度 M を倍にしていく.このとき基本方体 Q2Mについ

てう新たに生じた格子点上の U値の符号についてはう以下のように決める.

・方体 QMの4つ角の値の符号がすべて等しければう方体 Q2Mで新たに生じた内

部の点の符号も等しい.

・方体 QMでどれか 1つでも異なる符号であるならぼう方体内部の闇値集合は端

点の符号が異なる 2つの辺老結ぶ非交差の曲線である.この結ぼれた 2辺の関

係を保つように?方体Q2Mで新たに生じた内部の点の符号を決める.

11方体集合Qのホモロジ一群とはう k次元ホモロジー群 H包(Q)の列

Hホ(Q)= {Hi(Q)h=o，... ，dimQ， 

のことをいう このときヲそれぞれの次元 dimHi(Q)がt次元 Betti数 si(Q)である.
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図 10:(a)灰色の空間解像度M での方体 Qlげにはう隣り合う 3つの格子点と対角格

子点での符号条件を満たさないためぅ解像度者倍にしたものが (b)Q2Mである.さら

に繰り返したものが (c)Q4Mである.より細かな解像度によって正確なトポロジーが

決定される.黒丸と白丸はそれぞれ U 値の正負を表す.

この生成ルールに従ってう解像度 M を大きくしていけばう近似して得た方体集合が零

点集合で分けられたもとのドメインパターンにどんどん近づけるだろう.よってう任

意の空間解像度 M について正確に得られる確率が得られる.

24C1L3十 20C2L4

Pr(H*(X土)::=H*(Q事)) 2: 1-
川 311

空間解像度 M が大きくなるにつれてう H*(X土)ご H*(Qあ)を得る確率は 1に近づ

く.定数C1ぅC2はうランダムドメインパターン u(r)が与えられるならばう格子点の生

成ルールにしたがってう全てのとり得る配置についてう具体的に計算される.料

空間解像度 M をいくらあげても方体近似在している限りう正確なホモロジー量が

得られない場合もあることに注意しよう.例えばうヘキサゴナル→レイヤー転移の図

6(a)ではう転移が起こる際に Betti数の発散的な振る舞いが見える.立方領域の対角

線上に並んだ柱状ドメインが同じ方向につぶれうその側面同士が一斉にくっつく際にう

側面を構成する格子点の濃度がほぼ闇値にそろうために生じたアーティファクトであ

る.この状況ではう基本方体 [l-1ぅl]x [m -1， m] x [n -1ぅn]の対角格子点ペアの異

符号を解像度を細かくすることでは解消できない.モデル方程式の数値計算で得られ

る非線形ダイナミクスの非常に繊細な状態変化を慎重に調べていくとうモデル方程式

と問題を解く際の環境条件が持つ対称性が現れることがある.

パターンの幾何学的特徴付けはう構造についてだけでなくうそれらが示すダイナミ

クスについて理解するのに重要である.直線や円形などの図形が規則的に並んでいる

村 2つめの生成ルールではう新しい格子点の符号の配置はう符号と正方形の対称牲に注意して 66通り

ある.原論文では，より精密な生成ルール老考慮した議論が展開される.
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ならばう見た目の数え上げによるパターンの特徴付けも簡単であるがう本解説で取り

上げるうカオスパターンやネットワークモルフォ口ジーのように捜雑になってくるとう

同じような数え上げによる特徴付けは破綻するであろう.常にノイズにさらされる実

験系でのこれら複雑なパタ←ンの特徴付けにはう統計的なアプローチが有効ではある

がう幾何学的な特徴を抽出する一般的な方法論が欠けていた.そこで登場した「構造」

について粗いけれども安定した情報を抽出するにはう計算ホモロジ←理論に基づいた

CHomPソフトウェアはとても効率のよい数理的ツールである.複雑で膨大なデータ

からう「構造」の幾何学的骨組みの情報を失わずに情報量を大幅に減らす精密な体系的

手段でありう逓減化された幾何学的特徴付けはう日常の感覚を超えた「見方」を提示しう

問題解決への新しいアフローチのきっかけを与えるに違いない.

第 1節う第4節で紹介した内容の多くはう Rutgers大学の Mischaikow教授う George

Mason大学の Wanner教授によるものです.またうサンプルプログラムの作成にあた

りう京都大学の Pilarczyk博士から多くの助言を得ました第2節の内容は Georgia工

科大学 Schatz教授のグループとの共同研究によるものです.また.第 3節の内答はう

北海道大学西浦教授と防衛大学校萩田博士との共同研究によるものです.ここにう感

謝の意を記します.
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