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応用数理サマーセミナー

逆問題

札幌. 2005 

日本応用数理学会・北海道大学数学COE共催



序

本冊子は，応用数理サマーセミナー「逆問題J(日本応用数理学会・北海道大学数学 COE共催， 2005年 9月

5 日 ~7 日，北海道大学)のレクチャーノートとしてまとめられたものである.

応用数理の中核を成す一分野であると同時に，工学に遍在する「逆問題」に関して，その数理的基礎，統計

的手法から，工学における応用，最先端の話題，数値計賢法とソフトウェア実装にいたるまで，この分野を第

一線で牽引されている講師障に，初歩的な所から詳しく解説していただいている.本セミナーが，逆問題の基

礎の習得と同時に，応用数理に関連する若手研究者の交涜の場となれば幸いである.

組織委員:奈良高明，松尾字泰，降旗大介，棲井鉄也，坂上貴之，速水謙



プログラム

9j5(月)

13:00-15:45 山本昌宏(東京大学) i基礎応用逆問題と数学解析」

16:00-18:45 田謹園士(早稲田大学)i基礎n:統計的視点からの逆問題」

9j6(火)

9:00-11:45 久保司郎(大阪大学) i応用:工学分野等における逆問題の展開」

13:00-15:45 池畠優(群馬大学) i先端的話題:逆問題の解の直接再構成」

16:00-18:30 サマーセミナー参加者によるポスター発表

9j7(水)

9:00-11:45 藤原 宏志(京都大学)i数値計算:多倍長計算の逆問題、非適切問題への適用」
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田辺

く存在しなくなりうる.ζのような意味で，乙の逆問題

は不適切問題 incorrectlyposed problemとよばれる.

不適切問題lζ導びかれるものには，乙のほか，電場の

様子から電荷の分布を求める問題や，観測システムの出

力信号から入力信号を求める問題のように，素朴な意味

での因果関係にあるこつの事象の結果の方から原因を探

ぐるという型の逆問題が多い.ζれらは.実用上多くの

重要な問題を含み. しばしば第一種の穣分方程式

を解く ζ と1ζ帰着する.たとえば，走査型分光光度計な

どから得られる出力スペタトル g(.r)と装置分解能関数

k(.r， ~)霊 k{.rーのおよび入力スペクトル f(のとは

( 3)の関係にあると考えられるから，前ニ者を知れば，方

程式 (3)を解く ζ と (deconvolution)により分解能の

改善が可能になる.また，核融合の実験においてプラズ

?の断面密度を測定する際には，第1覆の Abel型積分

方程式

( 3) (Kf)昨~k(%， E) 

~ 1. 不適切問題とモデル化

z軸iζ沿って無限iζ長い繕があり s その側面が断熱さ

れているとする.時刻 tIζおげる ζ の.棒上の位置 zの

塩度を u(%，t)とすると，様の温度分布 u(.r，t)の時間

変化は，熱(拡散}方程式

ou/dt=o2u/O%2 (t>0) ( 1) 

iζ従う.たとえば.t=0.16において図 1の点謀のよう

に温度分布している&き • t=1での分布は実識のよう

にな7.l.ζれらは t=Oで% =:!:lのところに等しい熱

を与えたときに実現する.

乙乙で t=lでの分布を知って t=0.16での分布がど

うなっていたかを求める問題を考えよう.ある温度分布

を与え，それ阻後の時点での分布を問う問題が富接問題

とよばれるのにたいして，上のような問題は逆問題とよ

ばれる. 0くれ<t2のとき， ζれらの時点での温度分布

の聞には

~:{l/VZ士宮 )f{E)d何ω

を解く問題が生じる.

ζれらの第1種の積分方程式の解 f の右辺 g にた

いする対応は，さきの例のように不連続なので，その数

値解を得るために方程式 (3)を誼接離散化すると，埠

ぴかれる述立一次方程式は悪条件となる.したがってそ

れを直接解いても右辺 (J Iこもともと含まれていた誤差

や離散化誤差のために，安定した意味ある解が1!Jられな

い.熱方程式の逆問題のときには，たとえば~12 のよう

になる. ζれらの問題は文字どおり定式化が不適切な悶

u(e. tl)d~=u(%. t7) ( 2) 

という関係があるので， ζの逆問題は，データ u(%，t2) 

を与えて第1穫の Fredholm型積分方程式 (2)を解

く乙とに帰着する.と ζろが式(2)や図 lからわかるよ

うに，熱の拡散には強い平滑化作用があり，温度分布の

空間的な援助は時聞が経過すると共lζ急速に減衰する.

したがって，ある時点で非常に異なる 2つの温度分布で

も，時聞が経過するにつれ非陥・!と似かよゥた分布になる

ζ とがある.いいかえると，方程式 (2)の右辺の小さ

な誤差が，逆問胞の解l乙娘滅的!ζ作用して，元の解とは

全く異なる椋.慣を示すものとなったり，さらには解が全

に(1阿布コ~))吋ー(.rーザ除
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題なので，方程式(3，)だけから近似解を見つける乙と

は難しい.意味ある近似解を求めるためには，真の解あ

るいは誤差iζ関するなんらかの事前情報を用いて解の属

すべき範囲を限定する必要がある.いいかえると，解に

たいする広い意味でのモデルを導入し，問題を適切化し

なければならない.ζの意味で，不通切問題はモデル化

の問題という ζとができる.

9 2. 従来の適切化遺

方程式(3)において解 fがなめらかである乙とが予

めわかっている場合がある.ζの知器を用いて， ζの方

程式の妥当な近似解を得るととができる.

A) Tikhonovの正刻化法

fのなめらかさを測る汎関数(正則化汎関数)

P 1'6 
O(f)= 1: ¥ω，(:x)(o2f(:x}/a2:c)2d:x (5) 

を考える.ただし， ωi(:X)は正値連続関数とする.デー

一般に高い周控数成分をもつので. (8) (9)の右辺は

意味を持たない.そ ζで雑音成分が優越する高周技部分

を避けて.G(ω)IK(ω}を有限の周波数帯 !ω|く崎で反

転させる ζ とlとすれば，なめらかな近似解

f六N加ぽωe)=(1哨(1/げν市守筑句否司)巴r'，に?:af.fe

が得られると考えられる. ζれを更に一般化して， Iω1 

→∞のとき IS(ω，)1・4 となる S(ω)を選ぴ，

!'Ce}=(1/V 2 lr)):co e'..f(δ(ω)/K(ω)}S(w}dω(1l) 

を近似解とする乙ともできる.たとえば，

S(，ω}=K(ーω)K(ω)/(Kー(ω)K(ω)+αW(ω))(1勾

とするとJ Tikhonovの正則化!と対応する適切化が行な

われるただし，W(ω) Iま非負の偶関数で， W{，ω)>0 

(ωキ0)，W(ω)~k>O(ω『∞)とする.S の Fourier 逆

変換を sとすると，近似解 (11)はデータ 6を sで

平滑北した s~ を右辺とする方程式

タ 0にたいして適当な正数 αを選び，汎関数(平揖化 Kf=5(8)g (13) 

汎関数)

M"(J. Q)=IK! -0122+α0ぴ)，
(f・hは Laノルム) (6) 

を最小にする fを R..aとする. とのとき.Kf=O時

IIf82=Oかつ (J(f)く∞ならば，aeL2 にたいして

R"ijeCPが一意的に定まり，110-叫:=8が 01ζ近づく

とき， α を d2 Iζ比例するように小さく選んでいくと

(R"O)(りは f(引に一様に近づく .ζの意味で，R"a 

は fの近割解と者徹す ζとができる. (6)式の中の

oは (R"a)(Z)1ζ疲動的成分が現れるのを抑制する鋤

きをする.R"，αはそれぞれ正則化作用素，正則化パラ

メターとよばれる.

B)周波数空間でのモデル化による解法

fを Fourier変換した周並致空間で.fのなめらか

さをモデル化する乙ともできる.ζζでは，方程式(3)

は Convolution型

側 fX:x}=L""k(日げ桝=o(:x)(7) 

とする. データ a(坊が o(:c)と・維音，e(:x)の和とす

ると，方程式 (7)の形式解は

!(e)~(1/~)~二e''''(G(QJ)IK(QJ})dω(8)

，.0。
oJ -fh2_¥ I E(ωWIIK(回)12d ω(9) 

"-0。
となる.ただし， σ.K，E はそれぞれ g，k，eの Fou-

ricr変倹とする.組置関数|乙対応する K(ω) はー盤に

ω→∞のとき IK(ω')1-0となるのにたいし，雑音 Eは

数理科学 NO.153， MARCH 1976 

の解iζ対応している ζとになo.

よ記 A，Bいずれの方法においても，近似解の平滑化

の程度を決定する正則化パラメター α，切り捨て周技数

蜘， あるいはフィルター関数 Sの設定は， 人間の主観

的な判断に餐ねられており，近似解の良し悪しは，全く

との判断の結果lζ依存する.

S 3. やわらかい統計的モデル族の評価と AIC

不適切問題を解く鍵は，解fJC閲する既知の知識をい

かに適切にモデルIC表現するかにかかっている.データ

外の知識には，漠然としたものから明確で限定的なもの

まで様々なレベルがあり，措定されるモデルもそれに応

じて，現象論的なものから実体的なものまで多種多様と

なる.問題を不適切ならしめているものが誤差であり，

それが摺測や機敏化に起因し制御しきれない性絡のもの

であるとすれば， ζζlζ統計的モデルを想定する乙とは，

きわめて自然であろう.

解fの構造がかなり知られており，それを一意的にモ

デルIC表現できる場合に1:1，問題は単一の毛デルiζ含ま

れるパラメターの推定だけという ζとになる.さきの熱

方程式の逆問題の場合iζt=Oで様上の2点lζ熱が加

えられたζと;を知れば，u(:x， t)のモデルとして

u(川}=オ宗{A州ー(:x-B)2/4t) 

+Cexp(ー(:c-D}2/4t}) (14) 

が考えられる.乙れを (2)式の左辺lζ代入して最小

2罪法によってパラメター A.B，C，Dを決めれば，

3 

-3-



14(.:r:. tl)の良い近似解が得られよう.

しかし，一般に実験科学では，対象に関する不完全な

知識に華づいて有限のデータから解 fの構造を帰納す

るという過還を操り返しながら衛次・真'の続造iζ近

づいていく.その中途段階で用いられるモデルは単ーの

ものではなく，対象の構造と誤差を分離できる程度には

限定的であるが，同時に，データに柔軟に追随でき45程

度には十分可塑的でやわらかいモデルの族でなければな

.らない.ここに， ζの毛デルの接の中からデータを畳も

良く説明するものを評価選択すあという問題が生じる.

実験帰納においてモデル作成とならぷ重要な桂であるモ

デルの比較評価という仕事は，とれまでデータ解析者の

知識・経験・置感iζ額って行なわれてきた. 乙れをデー

タによヲて行なおうとすると，本質的な困難にぶつか

みやわらかいをデルの旗iζおいて，自由度(パラメタ

ー数}が比較的大きいモデルlま，データへの見かけよの

あてはまりは良くなるが，データiζ含まれる誤差iζ過剰

に反応してしまうため，安定した構造情報を取り出す乙

とができない.逆に自由度が小さすぎるモデルは，対象

の構造を+分反映できなくなり，得られる情報lζ舗りを

生じる(7).したがっ・て，限られた教のデータによって

モデルを評価選択するためには，との「安定性」と「儒

りJを妥協させる・客観的'なモデルの評価基単が必要

となる.

赤池氏は読計的モデルの選択の問題を，モデルが定め

る確率分布の‘真'の確率分布への近似度の評価の問題

として把え，モデルの評価基準

AIC=-21og. (モデルの最大尤度)

+2 (モデルの自由度 (15)

を提案している [1.2，3].モデルと真の分布の閣の Kal.

lback.Leibler 情報量を近似の良さの尺度の規髄として

採用し，最尤推定量lζ基づく乙の情報量の推定量として

との統計置を導びき， ζれを最小とするモデルを最良の

ものと判断する (AIC最小化推定法).ζの方法li.人

間の判断に全面的に依存する従来の方法と異なり，デー

タlζ基づくモデルの評価が可能になo点でユニークなも

のである.ζの AICを適切に利用する乙とによって，

不適切問題の実用的な解法が得られ毛乙.とを次lζ示そ

っ.

~ 4. スプライン関数モデルによる不適切問題の解法

乙こでは，データ g(%}が離散点 (%r).(i=I. 2…，M) 

上で与えられているとする.

解 I1ζ関する知見にもとづき，基産関数系{糾W}.
υ=1.2・・.，N)を選び.1を約の一次結合で近似する.

4 

すなわち.1を

f(E)=21{α，1伽(~) (16) 

とパラメトライズする.ただし，んは，K，引を適当に

正規化したものをめEん・'Krp，とするときの正規化係

数とする.ζζで，統計的線型モデル。(%r)=(K])(%;)+Er
N 

=zlaIめ(.:r:.)+Er・ i=I.2，…，M (17) 

を想定する.ただし， Erは平均0，未知分散がの正規

分布{ζ独立に従うものとする.積分方程式 (3)は，

MxN行列(め(%1))を係数行列とるす連立一次方程式

lこ離散化窓れ， 問題は (α，)を求める乙とl乙帰着する.

(αi)の最小二乗解を計算すれば，1の近似解 fが(16)

式より求められる. ζのように .:r:空間上で固掃させ

たものを， e空間lともどす方法を仮りiζ随伴回帰法とで

もよび，関数系 {ψ'j(~)，め(.:r:)} を描伴回帰関数とよぷζ

とにする.関数系 {rpJ}・の選択が，モデルの良否を決定

する.

第 1節の熱方程式の逆問題を解くのに， {，ψJWJ とし

て，一定の小さな区閣のみに台をもっ関数約を要素と

する Bースプライン関数系とよばれるやわらかいモデル

族を用いる.たとえば図3のように 3次のスプライン

基底関数約は，相隣り合う 4つの区聞の外ではOとな

り，各区間上では 3次の多項式で，区分点でなめらかに

接続していo.1の考案の対象区閣を [-5，5JIζ限定

し， 乙の区間内lζPOINT個の区分点を記すとき，

NSPL次のスプライン関数族{rpJ}の基底はN早 NSPL+

POINT+l個の要素で構成され，次数が高いほどζの・

区間でなめらかな関数族を式 (16)1ζより表現する.区

間 [-2.5，5]ょに一様に撤かれた M=201個の点よで

関数 u(.:r:， I)を計算し(図1の実謀部)，平均0，標噂

偏差 10・11の正規乱数を加えたものをデータ oとして，

上記の方法で解いた近倒解が図4-9，11，121ζ示されて

いる.図4-9は3次のスプライン関数を用い. その数

すなわち区分点(くしのはのような短い線で示してい

る}を順次ふやして fを推定したものである.区分点.

の数が少ないと解をよ〈近~できないし，逆lζ多すぎる

と誤差の影響をうける乙とがわかる.図10はスプライン

関数の数をふやしていくときの AICの動きが示されて

いる.右上方はその一部を拡大したもので，点線は連立.

一次方程式の践謹平方和が一定のと ζ ろを示す.図より

内部区分点の数(POINT):が14のとき{図8).AICが最

小であり』推定された fが真の解(点線)とよく一致

している ζ とが観察できる.図11，12Iζは同じデータIC:.
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Tこいするそれぞれ二次と一次のスプライン関数によるモ

デル接の中で，それぞれ AICが最小となるものを示し

ている.ζの二つの AICの値は図7のそれよりも大き

い. AICを比較する乙とにより，異なる次数のスプラ

イン関数によるモデル族の良さを比べる ζ とができる.

なお図中.RESIDUALは連立一次方謹式の残差平

方和， AICは統計量 AIC=Mlog，(RESIDUAL)+2 

(NSPL+POINT+l)， MSQDEV は真の解と推定関数

との差の，区間 (-5，5]内301点上の平均2乗儒差の平

方担， MAXDEV は同じく最大偏差を示している.

AICを用いるととにより ζのようなやわらかい毛デルの

族の中からデータにもとづいて，良い近似解を見出すと

とができるととは.非常に興味深い.ζζでは区分点を

等間関にとるモデルを述べたが，スプラインの区分点の

数だけでなく，その位置をも変数とする非線型モデルを，

人工的誤差を加えない実際の問題iζ適用して良好な結果

を得ている. また Abel型方程式 (4)も，随伴回帰

関数系として w晦 112，xJ)を選ぶととにより，上と同様

に随伴回婦法!と AICを用いて，かなり広い問題lζ対し

て良好な結果を得ている.また，縫散化された問題を特

異傭分解法によって適切化するとともでき Qが， ζれも

一種の随伴囲燭法と考えるととができる [5，6].

S 5. む す び

解析者が用意する毛デルの族が適切で，真の構造を十

数理科学 NO.153， MARCH 1976 

分反映するモデルを含んでいる場舎には，AIC最小佑

桂はかなり良好に作動する.良いモデル族を作るのはあ

くまでも人間であるが，モデル評価という人間が行なう

帰納推理の本質的な仕事の一部を，機織的方法によって

代行する乙とを可能にしたという意味で， AIC最小化

法はE いわば人工知能への一つのステップを示している

と言えよう.パタン毘織，商像処理， リモートセンシン

グ等の領域への応用が期待される.

また， AIC最小化法iま， いわゆる簡慢性の原理のー

表現と解釈する ζができるが，乙れが予測という立場か

ら導かれた点ば興味深い.
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ベイズモデルによる曲線・

曲面のあてはめ

田 辺 国 士
たなべ < U~お

統計数理研究所

田 中 輝雄
たなかてるお

電気通信大学統計数理研究所

l京鰐受理:1983年 2月 58 (編集部)・…"・……

観測データを平滑化して構造情報を取り出す方法の

1つに白線・曲面のあてはめがある.この曲線・曲面

の表現に離散スプラインがその可塑性の点を優れてい

ることを示す.またそのなめらかさや栂変化をベイズ

宅デルに表現することにより s 平?毎度，異相の脊祭，

相変化点の検出に赤池の情報量規準 ABICが有効で

あることを示す.

1. はじめに

観測データから対象の構造に関する情報を引き出す

ことはあらゆる実験科学に共通の仕事である.データ

には偶然誤差がつきものであるから，図式的に

[データJ=[構造]+[偶然誤差1

と考える ζ とができる.したがって，データの処理は

右辺の 2つの成分を分離することを意味する. しかし

この統計的処理が可絡であるためには， r犠造Jと「偶

然誤差」に関してなんらかの予想や事前情報がなけれ

ばならない.データに先立つ情報に基づいて「構造j

を数式モテ:Jレに表現し，構造モテツレと偶然成分とのか

らみあいを確率密度函数の形に表現するとと(すなわ

ち統計的モデリング)ができてはじめて両者の分離が

可能となる.従来の統計学では，この 2つの成分がパ

ラメト 9'7タモデルの形にアプ Pオリに確定している

ことを前提に展開されているため，データをたくさん

集めてパラメターの値を精密に推定することが統計的

データ解析である，と理解されがちである.しかしデ

ータ処理の主要な仕事はむしろ統計的モデ 9:/グにあ

り，バラメタ}の推定は副次的役割をもつにすぎない

といえる.

統計的号デPングの基礎となる事前情報は漠然とし

たものであることが多く，措定されるべき統計的そデ

ルも一意的には定まらない.したがって統計的モデリ

ングにはかなり主観的要素が入り込む余地がある.統

計的処理の客観性を希うあまり，主語的要素を排除し

てしまうならば統計学には何も残らなレ. このま観

的要素こそが「構造Jと「偶然誤差Jの分離可能性の

根拠であり， 無から有は生じないのである[12-HJ. し

かしもちろん，主観性をむやみにふりまわすことは独

善に陥いることが明らかである.データの統計的処理

の成否は，モデリングにおける主観性をいかにうまく
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塩梅して，データの中に含まれる客観性を引き出すか

にかかってレる.統計的データ解析におけるこのよう

な『方法的主観性Jの投創の認識に立脚して，近年統

計的毛デ 9:.-'グにおけるベイズそデルの有用性が再評

価されつつあるU・3.5・1I.17J. 本稿の目的は，曲面・曲

線のあてはめを例にとり.データ処理のためのこの新

しい方法を紹介することにある.

曲線・曲面のあてはめには多項式，三角函教やスプ

ライ γ函数が f構造Jを近似するそデルとしてしばし

ば用いられる.しかLこのような函数族を採用すると

いうことは.r構造Jに関するかなり大きな主観的判

断を下Lたことになる.なぜならこれらのパラメト p

vタな毛デルはそれぞれ国有の傭りをも叩ており，デ

ータにあてはめたときに「構造Jを反映しない近似函

数の“くせ"が出てLまうからである.実際，多項式

や三角函散で矩形設のように急激に変化する構造を

表現Lょうとするとギプメ現象と呼ばれる不必要な振

動が生じる.スプライ γ函数も節点の位置が適当でな

いと「構造Jを忠実に再現することができない.また

函数族に含まれる自由パラメターの教が多すぎるとき

にはデータに含まれる誤差に過剰に反応Lてしまうた

め，安定した構造情報を取り出すことができない.も
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l 

っともこの最後の点に関しては，赤池の情報量規準

AICを用いて，妥当な自由度をデータに基づいて，

決定することができる[lz，U，lIJ. そこで本稿では近似

函教の形状をパラメト!1~タモデルによって予め規定

してしまわないで，対象の「構造jと「誤差Jを分離

しうる程には限定的であるが.同時に対象の構造に柔

軟に追随できる可塑的でやわらかb、モデルの族として

「雄散スプライン函数jを用いる方法を述べよう.

2. ベイズ毛デルと情報量規準 ABIC

推定すべき関数 f(x)をp 離散点XJ上の値む=f(xJ).

で表現する.つまり，

f=(九.fZI …，む， ・・・九)‘ (2) 

とfをパラメトライズする(tは転置).以下では関数

とベタトル fを同一視する.xJは等間隔にとり nは十

分大きくとっておく.二次元問題では長方形領域を考

え刊を格子点 (nlXn2)上の点と考える (n1xnZ-n).

一次元問題の場合，図トa)のようになる.

今， N 飼のデータ ÿl(l~i~N) が得られていると

する. れを，

"9= ("91，921 ..・， ylt…yN)‘ (3) 

と表す nはNより十分大きくとる， fit-point XJ上

n
L
 



iこ常lこデータれがある必要はない.

データれの誤差 εlを

EI.......i.i.d.N(O， (11) 

とすればれの分布は，

PI (YII fJ， (12) = (詰-;-t1 

(4 ) 

xexp (一歩(YIーら)2) (5) 

となる.ただしわはら上のデータである・このと

きyの分布は，

I 九N/:
p(ylf， (12) =(τーァ}

、~;rI1. I 

X exp ( -2~Z Uy-EfU:) (6) 

と表せる.ここで 1・1Iは，ユータ Fッドノルムを表

す.またEは， yとfの対応、を表す図 l-b)行列であ

る.

つぎに fのなめらかさをニ陪差分の大きさで表現

する.各点での二階差分の大きさを次のような量，

{一次元モデル)1 fl-I-2fl+む+1f ，2:S;i孟nJ・1

(7) 

〈二次元モデル)¥fl.J' l+fl-l.J-4fi.J+fl.J+l+fl+l.JI， 

2.:s;i;:;玉川一1，2:S;j孟Dz-l， (8) 

Ifl-1，J-2fl.J+む叫.JI.

j謂 1.na， 2;Si:inlー1， (9) 

Ifl • J - I-2む.J+f1 • J + 1 1.

i= 1， n" 2;:;;;j;;五D2-1， (10) 

で測り fのなめらかさの程度を UdDfU2で測る.D

は構造のある(宇野行列)スパースな行列である.各行

の願はどのように取ってもかまわないが Givens変換

法による最小ニ乗計算の効率を上げるために図 1-c)， 

d)のようにとる (3節参照). 

ここで，超パラメタ-dER+をもっ fの improper

な事前分布

π(fldト(す)uzdlφ岬(ーがDfU2)(11) 

を導入し fのなめらかさをこの事前分布に含まれる

超パラメターdで制御する.一次元モデルの場合 l=

n-2，二次元モテ・ルの場合 l盟 n-4で， rlは DtDの

非零固有値の積である・ここでは improperな事前分

布を用いているが，これはある種の properな事前分

13 

布を用いる方法の近似と考えられる[111.

したがって，データれが与えられた時の周辺尤度

L(112， d)は

山←fρp(仔?川仲附d訂f - (1 

と定義される.

赤池Itベイズ型情報規準量 ABIC[Iム:J

ABIC詔一210gL(σ汽d) (13) 

を最小にするが， d-を fの推定に用L、る方法を提案し

ている・今， ABICを最小にするが， dをが， d 
(最尤推定値)とすると，ベイズの定理により fの事

後分布は，

p (fl y) ~-;:; p(ylf， o勺π(f12-) (14) r p(ylf，めπ(fId)df 

と表されるから， (14)式を最大にする fを最適近似関

数 fとして選ぶことにするのである.

α田 dl1と超パラメターの変数変換を行なうと，

I 1 -l.N+I-ri}'u 1 ，1'1は-n
L{I1Z， a) =~ 2~ ) ~;) aIOldet(Z..tZa) 1-1/2 

exp(一歩トZ..f*U2)，

Za=[ふ]， b=[O] (日)

ここで. IIbーみらド は最小二乗残差でらはそのと

きの最小二乗解である・つまり fは α盟会 11%宜供

のときのらに他ならない.よって，問題は(15)式を

最大にする 0'2，α を求めることになる.

コE刈い)\a2=~2=O より，
011・

れ=一一L-lb-ZJ42
N+l-n 

これを(15)式に代入して，

I 1 '>{N+I-llYz _ I N+l-n ¥ . 
L'(a)=~2~ }れxp(ー)す....::..)αt

1 det (Z~ tZa)ド12

(16) 

x( 和 I-x)':z伝IIb-Zaf.Uz)'1
N+'-I1/: (17) 

を得る・したがって aについてその尤度方程式

去L'(a)1バ =0 仰

を解けばよいのであるが， (18)式は非線形方程式で解

析的に解くことが困難である.そこでαを数値的に求
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める.レるいろな値αに対して，

ABIC(α) = (N+l-n) log(Hb-z"f"H') 

-21 log a+logldet(Z"CZ，，) I+C 

(19) 

を計算し， この ABIC最小になるようなαを求め，

このαに対応する九を推定関数にする， (19)式の第

3項を行列式項，第 1:買を残差項と呼ぶことにする.

3. Givens変換法

ABIC(α):を計草するには，次の最小ニ乗問題

ナUb-Z"fU= (20) 

を解けばよい.いろいろなαに対して最小二乗関教を

解く必要があるので解法は高速であることが必要であ

る.最小ニ乗問題を解く場合，ふつう Householder変

換法が用いられるが，;:r..バースな大行列に対しては

Givens変換法の方がより有効な解法であるI川.ここ

でも Givens変換法を用いることにより，行列 Z"の

特殊な構造に着目して fill-in(零要素が非零要素にな

ること)をおさえ， Householder変換法より計算量を

減らすことができることを示そう.

(20)式を解くにはまず Z..をQRと分解する・ Qは

直交行列で， Rは (rjJ) とすれば i>jの部分がすべ

て需である行列である. UQO冒 UQ刈=1に注意すると，

=nb-ZafU2=nQ'b-Rru:=II[~;J-[~IJ[ f] r 
(21) 

であるから，

b1=R1f (22) 

となり，後退代入より fが求まる.そのとき践差は

Ub2U2となり (19)式の残差項が求まる. また(19)式の

行列式演は，

log I det Z，，'Za I国 logIdet R'RI 

= !ogUruU2=2I;loglrul (23) 

となり求めることができる.よって， ABIC (α)の値

は Z..を QRと分解することによって求めることがで

きるわけである.このとき，変換行列Qとして二次元

の回転行列を用いるのが， Givens変換法である.

Zjk を零tこする変換行列 QI祉を図 2-a)のように

構成する.ここで，

r=Vx1kk字Z21k，Clk=Zkk/r， Slk=Zlk/rO (24) 
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a) 
i 
'1 

Cik sik 
l 
"1 Qik= 

-ik "ik 
l 
'1 

且 -2a Q "，:・ー・・・ー"-"1 

α-2a Q¥、・
白ー2aa¥. 、、、

国，，)Givcns 変換行

列， b) QR分解符の Z.

、
a・2aO 

ヵ"

Qlkを Zaの左から作用させると k行と i行のみ

ZkJ = clkzkJ +slkxlJ， k;:;五j孟n，

Zlj= -SlkZkJ+ClkZtj， (25) 

と変形される.Z"の構造から fill-inの起こる場所が

あらかじめ分り， なるべく fill-inを押さえるように

ピポットを選択することができる{このことがDを図

l-c) ，めとした理由であるわ

fill-inを押えるために Uy-Efsを UEマ-EtEfll と

変形して考える.E唱は対角要素がOか 1(E'Yの要

素にデータがあるかなL、かに対応する)で，非対角要

素がすべて Oとなるような行列になる.

そして， Dの要素を上から一行ごとに生成し (Dを

記章しておく必要がなレことに注意)， Givens変換に

よりその非零要素を消去する.このときDの非零要素

の長さ(待幅)以上には fill-inは起こらなレ. その

理由は Z..の非零要素が E'Eの対角成分にしかなく.

Dを図 l-c)，d)のようにとっているからである.し

たがって， QR分解に必要な記憶容量は最終形がRと

なる図 2-b)の斜線の部分のみである.なお， House-

holder変換法を用いた場合は点線内の部分すべてに

fill-inがおこる.

14 

fを求めるアルゴリズムは次のようになる.

アルゴ世ズム1.

;:r..テ yプ 1:αを定める.

;:r..テヲプ 2:Za を Givens変換で QRと分解

する.

ステァブ 3:ABIC最小ならλテフプ5へ

ステッフ・ 4:αを変更してステップ 2へもどる.



ステップ 5:Rl圃 b，を計算して fを求める・

ただし，実際の計算上では ABIC(α)は非線形で

凸怯の保証がないので(実験的には， “ほとんど"凸

である}大波的にいくつかの点を選んで ABIC(α) 

を計算し，ある程度区聞を狭めてから黄金分割による

区間靖小詮を用いる・ただし aは必ずしも厳密に求

める必要がないことに注意.

4. 離散スプライン

この節では fの持つ性質について述べる.簡単の

ためにまず一次元問題について考える.(ζの節では

データのある fit-pointのことを data-pointと書くこ

ξにする). (20)式は

nun (Uy-EfII2+ aZUDfU2) 
f 

(26) 

と書ける.したがって，これは次のような連立方程式

を解えことと同値である・

a%DtDf=E‘Ef-Eマ (27) 

(27)の各方程式は XJが data-pointの場合と fit-

pointの場合の 2種頬の方程式に分けることができる

(ただL.両端2点ずつは除<).

① (data-pointの場合)A句-(fJ-Yt)/α (28) 

(g) (fit-pointの場合)A句-0 (29) 

ここで A‘らz ら-1-4fJ・1+6fJ-4fJ+I+ら+2

(30) 

@の場合，らにおいて fの4固差分が零ということ

は，む-2.月-1'fJ. fJ + lJ fJ +1が同じ三次式に乗っている

ことを示Lている.また.t:. 'fJ田 0.A'fJ+I=Oであれ

ばJ 2つの三次式は4点を共有Lその4点で三次式が

決定するので，日-1から fJ+3までが問ーの三次式上

の点となる.つまり， f I主隣りあう data-point聞と

それらの data-pointの外側の fit-pointまでの聞がひ

とつの三次式にのっていることになる{図 3のむつか

らむH までの点ト

data-point fJ-‘とら聞と data岬 pointち とら+3

聞の 2つの三次式はち・l'fJ， fJ+ 1で突わっているが，

その徴係教は一致していない(ただし，らでのみ二階

徴係教が一致している).data-pointの両端にある fit-

pointが data-pointに近ければ近い程fはなめらか

な問教を表現しうることになる.これらのことからこ

Yi 
m 

EfJ  E1+本 j+3f

f与2dJ・2

Xj_SXj・4Xj四 ]Xj・2Xj_1Xj xj+1Xj+2Xj+3Xj+4 

図 3 隆敏;r.プラインの信念g

のモデル fを三次の「離散スプラインJとlIfぶことに

する. fは連続型号デル{三次スプライ γ関数)をサ

ンプ!J:，1グしたものではない. (28-30)式はαの値に

かかわりな〈成り立つことに注意.

fit-pointを増やした場合は，データ聞で新しい三次

式が生成される. これは fit-pointを増やす前の三次

式とは一致しない.

離散スプラインを用いる時の注意として，両端の影

響をできるだけ少なしかっデータの fに与える影響

の仕方をすべて同等にするために最左端の data-point

の左に 2点の fit-point，最右端の data-pointの右

に2点の fit-pointをつねに取るのがよい. また fit-

point聞の内掃が要求される場合には data-point聞を

三次式とすることが自然であるう.

離散スプラインが三次式になるのはDとしてニ階差

分を用いているからである. D として n階差分を用

いれば離散;;..プラインは 2n-1次式となることは

(27)式より容易にわかる.

二次元号デルの場合，一次元モデルの(30)式に対応

する式は，

A 'fl.r=fl-z.J+2fl-I.J-I-8fl-l.J+2ft・I.J+I

+ft •J -章一 8f1 •J - 1 +20f1•J -8fl.J +1 +fl•J+2 

+2fl+l.J-I-8fl+l.J+2fl +l.J+l+ft叫 .J

(31) 

となる.

二次元モデルて・は一次元モデルのときのように隣り

の点を中心としたものと同じ曲面にはならない.

また， 一次元・モデルのとき両端に2ずつ fit-point

をとったように二次元モデルでは二重の fit-pointの

枠をとるのがよい.
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国 4 組依スプラインによるみて

はゆ{ピール沼の市喝モ2tJ:t:.N 
l孟 lil-poinllt， :-:0 ，: d~13-
point致
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関 6 a ~告書EえたE警の纏舷;1.プラインの挙動

5. 適用例

1 )一次元問題

一次元の問題にアルゴPズム lを適用した例をみる・

国4はピール籍の市場残存率を示す統計デ}タに離

散スプラインをあてはめた例である.民トpointは，デ

ータ散の 10倍取ってある.

図 5ーのは同じデータに対して 6t-pointの数nを

変化させてみたものである.ABICを用いると 6t-

point の数nが多くなるに従って αの値を大きくして

fのなめらかさを調整していることが観察される.

国ふb)はαの備を人為的に定めて， αによる離散九

プラインの挙動を調べたものである・ (26)式からもわ
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.ALPHA，冨1.8笥a

.a.nlc圏諸i3.綿布

b) 

図 7 2D:元ヂ-1のゐてはめ.
I¥t-poi回数 I舗9(S3x33)， d3ta-
point量t289(17XI7).すべて緒
子点J:..a)モデル関数， b)デ

ータ(デ叩9のむい格子点よt孟

0)， c)"般;1.プライン

かるように aが最適{直&より大きいと近似関数 fの

なめらかさを強〈するのであるから fは直線に近づく.

αを十分大きくとれば，線形回婦に近づく(図 6-a)).

逆にαの値を小さくしていくと，この場合は先程と

は逆に fのなめらかさを弱〈して離散A プライ γはデ

ータの動きに追随するようになってくる・十分にαの

{直言c小さくしてい〈と fはデータ補聞に近づいていく

{図 6-3b)， c). d)) • 

2)二次元問題

一般に，一次元問題の場合とちがって二次元の問題

に対してのあてはめや補聞は近似関数が取りにくく難

しb、[4]. しかし，本稿の号デルでは一次元問題の場合

とおなじアルゴ9ズムを用いることができる.図 7に

結果を示す.岡 7-a)は2つの山と lつの谷を持って

いる号デル関数である・このそテツレ関数をJ089(33x

33)の格子点上の fit-pointであてはめてみる.図

7一時はそデル関教に正規誤差を加えたもので，これ

をデータとする.データは 289(17x17)の裕子点上に

ある.このデータをあてはめた結果が図れのである・

次にαの値を変えて ABICの値を比稜した結果を

図8に示す.t1t-pointは前回と同じ格子点上ですべて

の ftt-point上に誤差を乗せたデータがある.一次元

の場合と同様にaが小さいと握動が激しく， αが大き

くなると山や谷が消えて面が平になってしまう.

ABIC最小の時が (5つの中で). 一番号テ・ルに似て

n
h
u
 



図 8 a告書Eえた時の纏ll'Lスプラインの挙動

レることがわかる.αを小さくするとデータ補間に近

づくことを一次元問題でみたが，これを利用して二次

元データ補聞に離散スプライ γを用いることを試みる.

図 9，国 10はデータに誤差をのせずに補間した例で

ある.データは格子点 81(9x 9)の場合と 25(5X5)

の場合を示した.

6. ニ棺問題のあてはめ(一次元問題)

あらかじめ「構造Jがある点 Xp で2つの相に分け

られることがわっている問題について考察する(二担

問題).ここでは 2つの問題点について考える. 1つ

は分岐点 Xp の両側をそれぞれ別の穏としてあてはめ

ること.もうひとつは匂の位置を推定することであ

る.

まず2 前者の問題について考える，求める区間を n

分割し Xr でニ招に分かれてレるとそデリ γグする

離散スプライ γはfのなめらかさを事前分布として担

っているが，この事前分布の仮定を次のように変吏す

る.Dを3つの部分(第 11すから第 r-l行まで，第

r行，第 rーl行から第 n-2行まで)に分離し，そ

れぞれに α，s， rとL、う1IIみを超パラメターとして

対応させる・ 3節での議論を繰り返すと (2町式に対応

する式は，

デ-t【鳳丸】 ::ill主スプ，ィy

図 10 デ-~納聞としての耳tf{~プライン{データ数
25(5XS)) 

マロ(lJy-EfU2+α11D1fU2村山中+sUD3fU2) 

(32) 

となる.このときの ABICは，

ABIC(α，T， s， r)国 (N-2) log(lIb-Zapr九112)

+ logldet(Z‘aprZa{JT) I 

-2(r-l) log α-21og T 

-2(n-3+r) log s+C (33) 

となり，アJレゴ Fズム J:を周レてあてはめを行なうこ

とができる.

Xp の位置の推定の問題に対しては fをパラメター

として設¥"， rを3から n-3まで動かし(端の近く

を選ぶときは注意が必要)， ABIC在比較して最適な

rを求める・このとき Xr が分岐点として選ばれるこ

とになる.よってこの方法では Xp を厳密に求めるの

でなく Xp に近い点むを求めることになる・

あてはめ倒をみよう.例題はポロアグリルニトリ ル

中の m-ニトロアユリン。拡散係数dの Arrheniusプ

ロv ト図である.この問題はあらかじめ相が変わるこ

とがわかってレる.まず，一相問題として離散;;z，プラ

イγであてはめたものが図 iトa)である.図 11・b)

は二栂問題として rを衰えて各 rに対して ABIC最

小の値を図示したものである.最適の rの時のニ相あ
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-9.∞L x¥ ABIC = -1. j476 

-9.50 

-10.∞ 
2. i1 Z. i6 Z. 81 2.86 2.91 

2 
l 

-8.50 

サ.∞

-9.鈎

-10.∞ 

11 20 29 38 47 56 65 

N =71. 

1¥"0 = 15. 
ALPHA = 12. 5364' 

BETA = 1!28.490i 

AB1C =-6.5901 

a) 

b) 

。

2.71 2.76 2.81 2.86 2. 91 2.96 3.01 3.06 3.11 
(l/T)XIO・'C".K)

鴎 11 a)緩徴兵プラインによるあてはめ〈向111!をー穏として)， b) 
rを変えた窃合のの An1C変化， c)震適の rでこ担i己分けた場舎の
あてはめ

てはめの結果を図 !!-c)に示す.

スプライ γ関数で節点の多重度を上げて不連続点を

表現できるように，本務の離散スプライ γでも，第 r

行，第 r+l行を2つ続けて D:として(32)式の第2

項とすれば，その点で不連続な関数を表現できる・

離散スプラインの利点は相の分岐点を ABIC によ

って，評価できることである.をた相に分けられるか

どうかもを ABICを比較することに行なうことがで

きそうである.

本務は田中・田辺【口】に基づくものであり， 原論文

では，非負性，単調性，凸性などの構造情報を数理計

画問題に定式化して fのより良い推定を得る方法など
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につレてより詳しく述べているので参院いただきたレ.
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A general procedure ofthe deconvolution ofnoisy experimenta1 data is proposed. The 
deconvoluted solution is represent吋 interms of a cubic spline function[(x) with variable knots. 
The value ofparameters and the location ofknot points in the spline are determined by solving the 
nonlinear least-squares problem offittingg{x) = fK(1'lf[s(1'刈]d1'to the data， where experimental 
datag{x) represent the convolution of[[s(1'，x)] with an apparatus weighting function k (1') ands(1'，x) 
is a function related to the configuration of the exp剖mentalsystem. The profile of the fitted 
solution varies widely with different choices ofthe number and position ofknots in the spline. To 
obtain a good solution， the optimum number ofknots is detennined based on the data by applying 
minimum Akaike's Information Criterion procedure. Practical application of the variable-knot 
spline is generally considered to be rather intricate. However， by taking advantage'of an advaneed 
t配 hniqueofaquasi-Newton method， the nonlinear least-squares problem becomes tractable， and 
町田lIentsmoothing in the deconvoluted solution can be achieved. 

1. INTRODUCTION 

Form姐 yphysical and chemical experiments， data are 
often available exclusively as the convolution of instrumen-
tal functions prescribed by the experimental system with an 
idea1 curve， which requires analysis. For example: absorp-
tion spectra紅 egiven as the convolution of an idea1 curve 
with slit widthl; x-ray2 and neutron small-angle scattering3 

curves with proftle of the primary b開 mand wavelength; 
伽 orぉcenced民 aycurves4~ with the time structure of the 
excitation; elution patterns of gel chromatography with the 
profile of molecular weight distribution; and heat capacity 
measurement curves with the mutual convolution of the 
multistep transitions.7-9 

Many methods have been proposed for the deconvolu-
tion of data which arise in various branches of scientific re-
search. Mathematica11y， the problem reduces to one of solv-
ing the Fredholm-type integral equation ofthe first悩nd，

仲)= f K{1'if附

whereg{x) is the m聞 uredsp配加m，K{1'} = K{1"J，T2"・.>，1" n ) 

is the instrumentaI weighting fu~ction，f(xl is the true curve， 

and the function s(1'，x) reflects， for example， the geometrical 
configuration ofthe experimental system. Among the exist-
ing methods， that of iteration 1.10 and of the Fourier trans-
fonn 11 are the most popular. However， dir民 tsolution ofEq. 
(l) oftenleads to由 cillationin the solution curve[(x)， which 
does not reHect true structure， since the data contain errors 
(noise). The matter then comes under the category of ill-
posed problerns. 

Instead of solving Eq. (1) directly， least-squares method 
were developed for the proble.m by using a spline as the mod-
el function.3•12 However， there is still diffi.culty in choosing 
an appropriate number of fr閃 parametersin the model. If 
too few parameters are allowed in the model， somc:: of the 
infonnation contained in the data will be lost. Too many 
par創neterswill cause oscillation in the estimated solution 

l
 

-E
，. 
(
 

[(x). To avoid the latter situation， a subsidiary constraint is 
usually introduced and the corresponding Lagrange multi-
plierA. is u総 dtocontrol thesmoothnessof[(x). However， the 
choi回 ofthe value λis， in most四 ses，empirical and often 
subjective. Thus， the criterion for objective detennination of 
阻 appropriatesmootl官邸sin the solution hぉ b個 sought.
In this paper， we propose an automatic method for deter-
mining smoothness in the d配 onvolutedsolution byapplying 
AIC (Akaike's Information Criterion) to choose an optimum 
number of knot points in the cubic spline approximation 
with variable knots. An earlier attempt was made on the 
same line23 of research. The pr，∞edure of foolpr∞f in the 
sense that smoothness in the solution is determined objec-
tively based only on the data without requiring any judge-
ment by investigators. Fitting capability ofthe cubic spline is 
much enhanced by introducing the variable (仕出1knots. Al・
though the resulting no叫in伺 rleast-squares problem re-
q凶resa rather expensive computing elfort， we found it 
worth the cost. 

11. MATHEMATICAL BACKGROUND 

A. Least squares method as a maxlmum IIkellhood 
method 10r the data contalnlng the errors wlth normal 
dlstrlbutlon 

For a set of N data points (y，x) = (Y1，x1 )， i = 1，2. . . .，N. 
the i th data Yi (x{ 1 consists of tr田 value Y~ and error e /， 

YI = Y? + el' (2) 

where ej is independently as well値 identicallydistributed 

with mean 0 and variance 07. and y? andσ; are known. Gen-
eral1y， the distribution of experimental errors e/'s are ex-
pressed or wel1 approximated in terms of a normal (gaussian) 
distribution. Hence， the density functionof ej js given by 

(2mr，I-1/2 exp( -e71207)， (31 

and the likelihood function of y~ in this回 seis 
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L tv?) = (211"07)-1/2 exp[ -(y; -y?)2/207)， (4) 

whereyj is the observation ofy;. The likelihood function for 

th vector f={yi.--AY is given by 
， N 、

L(ylyOI = (2吋-Nn(s 07 J-112 

×叫卜土色(y;-y?)切 1・
where y = (yl"" .jiNI' and y' den.otes the tr卸 spc:蹴ofy.
The maximum likelihood estimate y of yO is given by maxi-
mizing the likelihood function， Eq. (5). This is achieved by 
minimizing -logL(yly)withre脚 tto y. hence. by sol ving 
the least squares problem. 

N 

vv' = I，(yl -y;)2fci:→min加 um.

The least-squaresmethod is町uivaJentto the maximum like-
Iihood method under the assumptioil that error冒arenormaJ-
Iy distributed 

記官mstobethe m儲 tappropriate for curve fitting.'From Eq. 
(1)， the normal equation for α=(al・.. . ..aM)' is derived as 

G=  Fa. (12) 

where 

(5) 
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F.o・=玄咋恥}吟(x/)/o7.

Cons伺uently，QJ is given by 

B. Expresslon of the 80lutlon by a model functlon a = F-IG. 

Let us now express the制 imatedvalueムbya m叫 el F-1 is the inverse matrix ofF， i.c.， 
function g(x) in the following way， a = (ψ'Wψ)-1ψ'wy， 

y， =創x/). (7) where 

創x)can bt:. conve白 川yr.叩resen!edby the inte伊 ltransfor-
!"ation off(x) [see Eq. (1))， wheref(x) is a m吋elfunction. Let 
f(x) be the linear combination of M constituent ba崎
中=(tpl，tp2'・・・・，tpM)'with QJ舗は)c恒cient，

M 

I(x) = I.QJtpJ悼

Substituting Eq. (8) into (1) we bave， 
M 

8(x)=乏句めい)，

where 

内{←j州削除

GeneraJlyめ isexpressed in terms of a function of .q'l'，x) 
whichd句Jendson thc ex戸rimen凶 condition[see， e.g.， Eq. 
( 17)]. Since the integral transformation (1) is Iin伺 r，wedeter-
mine aJ by solving the lin回rleast・叫uaresproblem， 

N wszztp一件1)]2 

N 1 r M 冒2

=主主Fs-JP帥 i)J→蜘imum.

Although we can use any set offunctions田町制(forexam-
ple， Fourier series， Tch郎 heffseries，位同BspW31;

ill rψ11ψ12 

y2 1 1 "21 砂22

y= 1 1，中=
(8) 

jiNJ LI/tNI "N1 

(9) 
and the weight matrix is given as 

σ12 

ー-1
....2 

(10) W=  

FIM 

F訓

FMM 

(13a) 

(13b) 

"1M 

"2M 
and内=略(x;)

ONM 

-1 
σN 

In practice， the va1ue of Q is ∞'mputed by血eHouseholder 
transformation ins陶 dof回 1vinlEq. (12) numericaJly. The 
minimization of Eq. (11) with respect旬 l民 ationsof knot 
poinls wiJJ be disc田$edin Appendix A. 

C.Spllnew刷、 var1at踊 刷 。ts

The (k -11th卯 werB spline r，叩r鎚entsa normalized 
locaJ base的 forthe spline functi佃 l(x)in the present 
method: 

l
 

--A 1
 

1
 

JU(r，-xit-1 
円(x)= (//+"ーら)L

山市，-1/). . .(/， -"_1 )(1， ....: t，+ 1)' .仏 -I}+，，)'

wherc 1， is a knot and 

k _ 1 rf/， -x). -1 x(ん
(/， -X)~-I = 1:: 

lU x>t， 
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(14) 

k = 4 in Eq.(14) coπes卯ndsto a cubic spline. 
Al由oughknot.s are fixed in the usual sp1ine appU.伺-

tions， the benetit of偽espline function is best givcn by aJlow-

H同gi.Urakawa，釦市dTanabe

-20-

6 



ing the knots to move to the positions which yield a nicer 
spline approximation to the data.13.14 This means that the 

vector. t = (r 1，12" . .，1...，)' . aS welI as a. are to be considered部

a variab1e in the 1east.squares procedure. Thus， we will de-

!1ote， h~reafter. 9'j(X) and f(x) お 9'j(X)= 9'j(x，tl and 
f(xa) = f(x，a，t)， respectively. As is郎 ilyseen from Eq. (14)樫

t，‘s behave nonlinearly泊 g(x).Hence， a non1inear least-
squares prob1em should be solved. For this pu叩ose，we use 
the procedure (see Appendix A) based on a modification 15 of 
the quasi-Newton iterative method due to Biggs，16 which 
was imp1emented in a computer program NOLLS 1. 17 

D. Determlnatlon of model by minimum Akalke's 
informatlon criterion estimation procedure 

An ultirnate pu中0手ofour 1east-squares procedure is 
to find a model functionf(x)， which derives the full informa-
tion from the observed data and has least number of param-
eters. This is achieved firstly by proper selection of円(x)，for 
which we have adoped a cubic B spline. secondly by ch∞s-
ing optirnal positions for knots as carried out by our nonlin-
ear least-squares algorithm， and thirdly by determining an 
appropriate number of parameters (knots) as realized by 
minimizing the statistics， AIC1g...22 (sse Appendix B)， 

AIC = -2 1n maximized likelihood of a model with respect 

to given data + Degree of freedom of the model. (15) 

From the discussion given in Sec. II A， we have 

rt for -A<t<A 

AIC = N ln(vv' J + 2M. (16) 

As AIC represents the amount oftbe deviation ofthe model 
from the true curve， we choose the one with the sma1lest AIC 
凶 lueamong competitive models with varyingdegrees of 
仕eedomI8.21-23.By this method which is caIled MAICE 

(minimum AIC estimation)， we are able to determine the 
numbers of 9'J' M， and positions of knots without resorting 
to subjective judgement. The generalized cross-validation 
method24 could also be used for this purpose. We adopt 
MAICE "here for its generality. 

To find the smallest AIC va1ue， there are two phases of 
minimization. One is to solve the Iinear I回 st-叫uaresprob-
lem with respect to a under the condition that lr 's are fixed， 
and the other is to minimize vv' with respect to the location 
of the knots points. 

111. APPLICATION TO DESMEA，RING AND DISCUSSION 

As a numerical examp1e of the deconvolution， we ap-
plied our method to the folJowing equation. 

g(仲介(ド(t，u)f

Eq. (11) simulates the simplified case of a small-angle scatter-
ing curve by a line-shaped primary x刊 ybeam profi1e，25.26 
where the scattering curvef(x) ofpinhole collimation system 
15 “smeared吋 by the beam profile K(t，u). Here 

K(t，U) = W/(t)Ww(u)，W/ h回 atrapezoid form， 

欧州)= {士 t/(B -A 1 + B /(B -A ) for -Bζt< -A andB>t>A 

lO fort< -Bandt>B 

and 

W w(u) = (271，σ)一1/2exp( _ u2~/2)， 

with A and B being positive real number百.For a test function 
of the scattering curve (true curve)， we adopted the Loren~ 

zian type描 fo(x):

fo(x) =ア一一~
;=-1 a;(x -b;)‘+C; 

(18) 

whereαfム，cj，d;)= (1.5，0.0βお，2.0) for i = 1， 
= (4.0.1.6，0.25.0.4) for i君 2and = (6.0，2.4.0.4.0.4) for 

i = 3. "Noiseless白 ta"or true value Yo(x) = [Yo(xj)] were 
obtained by the convolution offo(x) with K(t，U) in terms of Eq. 
(11).“Simulated exerimental data" y(x) was generated by the 

formu1a， Y(xi) = Yo(xj) + e;(xj). where ej is norma1ly inde-
pendently and identical1y distributed as expressed in terms 
of N IO;[Yo(Oxi)]1I2j. 

In Fig. l(a)， the sum ofsquared residuals and AIC's are 
plotted against the number of knots in the spline. Whereas 
the sum of squared residuals is a monotone decreasing func-

tion ofthe number ofknots. the AIC value behaves dilferent-
Iy. The deconvoluted solution with the optimum number of 
knots (9 knots) obtained by MAICE is shown in Fig. I(c)， 
together with one with fewer knots [Fig. l(b)] and another 
with more knots [Fig. l(d)]. The recovered curve resemb1es 

7 J. Appl. Phys.. Vol. 58. No. 1， 1 July 1985 
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the original curve very well. Fig. l(e) shows the profile of 
least-squares spline fit with宣xedknot and Fig. 1 (f) shows 
that with variable knot. In contrast to tbe fixed knot spline， 

the advantage of the variable knot is well demonstrated in 
this example. 

Figure 2 shows the optimum profile obtained from the 
data with magni且edvariance (bence errors were increased) 
by the factor of 101/2. ln this case， the MAICE procedure 
chooses a spline with fewer knots as the best model. The 
recovered curve is somewhat deteriorated as∞mpared with 
the case demonstrated in Fig. l(c). This fact is consistent 
with our intuition that the information content is more cor-
rupted by 1arger errors and the resu1tant profile of the solu-
tion shold be less precise. This behavior is typica1 of the 
MAICEpr∞edure. 

Mathematically， the present procedure aims to smω出

the experimental data which are considered to be the int苦gral
transforms of a certain spectrum. Thus， its app1ication is not 
restricted to deconvolution but is extended to other integral 
transformations such as Fourier， Hankel， Bessel， etc. A simi-
lar application was made to the Hankel transform of a small-
angle scattering intensity curve by Glatter.27 but in this 
method the stabi1ization ofthe solution is made empiricalJy. 
LastIy， we would like to point out that theapp1ication to the 
Fourier transformation case. where sine and cosineれmc-
tions are used instead of spline function， would be interesting 

Hiragi， Urakawa， and Tanabe 7 
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APPENDIX A: QUASI-NEWTON METHOD FOR 
NONLlNEAR LEAST-SQUARES PROBLEM 

For国 .chchoice of M， we are required to minirnize the 
residual sum of squares， 

I _， _ 1 :. ..2 _ I :. (yl -一骨 V
V(a刈=-:;-"' = -:;-L V: = ~ L (.1'1 =-6/ J ' (Al) 

2 2 1'::'" 2 i=-' ¥ u， / 
with resp配 t to tbe variable (p儲 ition of Imots)， 
t = (/，./2"・.，IM )'，舗 wellas the variables a. where g/ 
= g(x{，a，t) is a transformed cubic B-spline function evaluat-
ed at x，. Since v1 's are a linear function of a. V is田 sily
minimized with resp田 tto a when t is fixed. Let 

W(t) = min V(a，t)君 V(:鮒)，t)

" 
(A2) 

and let 

w(t) = [ω，(t)，.・.，ωN(t)]'， 

where 

叫 (t)= (Yr -g(x{ ,ã(t),t)/uj • 

We solve the nonlinear least-squares problem 

巧nW(仰t)=m泊÷村付柄柑剛t)州 仏

byam。ωdi揃白edv刊er凶芭討io叩nofNOLLS剖1.1げ7Letth恥eJac∞ob凶ianmatrix
ofw(t) be denoted by 

θω，/dt1 8ωl/dlM 

J(t) = 

dWN/dl，・・・ 8ω'N/dIM

Then， the gradient V W of W is given by 

VW(t) =J'(t抑制

and the Hessian matrix V2 W is given by 

N 

V2W(t) = J'(t)J(t) + L叫 (t)V2w;(t). (A4) 

The Newton-Raphson method28 for solving the problem is 
written in terms of the foIlowing iterative procぉs:Staning 
from an initial guess t'OI . we generate tbe sequence oft by the 
formula， 

t(1c+ 1) = t(AI _ [V2W(f')]-IVW(tk)・ (A5)

Analytic formulas for J(t). V W(t)， and V~ W(t) are not avail-
able in our伺 se.A finite ditference approximation of J(t) is 
actuaUy田 edto calculate VW(t) and J' (t)J(t). In quasi-New-
ton methods， particular approximations of V2 Wlt) are used 
in place of V2 W Itt itself， which are iteratively corrected by 
update formu)as. However， since the first !erm in the right・

hand side of (A4) is already avai1able， we only bave to esti-
mate !he second (I!rm， 

N 

8(t) = L w;(ljV2w/(t)・ (A6) 

10 J. Appl. Phys.， Vol. 58， No. 1， 1 July 1985 

We used the symme!ric single rank update fl町 m凶a

Ik】 (y-Slk'5)(y -SI的 51'
sk+I=S1?+ ， (A71 

(y -S<<kIS)'S 

or the Broyden，19 Fl也tcber，30Goldfarb，31 and Shanno32 for-
mula 

yy' Hss'H 
Slk+ 11 = Slk， +一一ーー一一一 (A8) 

y' 5 s'Hs 

旬 approximateSII ，. where Bigg・sformulas 

5=ザkl_ t'k-II (A9) 

and 

y= [J(t'kl)-J(tk-I')]'W(t'kl) (AlO) 

are田 edin our version of NOLLS 1. 

APPENDIX B: MINIMUM AKAIKE'S INFORMATION 
CRITERION PROCEDURE 

The minimum AIC procedure is a statistical metbod 
which was introduced by Akaike21.22 to se)即日hebest of tbe 
alternative pa四metermodels based on the statistical data. 
The pro目dureis inte中氏tedas a maximization of the ex-
P田tedentropy of the predictive distribution. The entropy. 
or negative sign ofKullback-Leibler information， -I{p;q)， 
or the unknown true distribution with resp配 tto the fitted 
distribution is given by 

B伊;q)=ーf~(~).μhlzla)dz 
J q(zla) q(zla) 

r _'_11_ q(Zla)..1 
= lp(z)ln ~"-"~'dz 
r" p(z) 

=E_ In些i並
p(z) 

= Ez In q(zla) -Ez Inp(z)雪 (BI)

where p(z) and q(zl a) are density functions of true叩 dfitted
distributions respectively， n denotes the adjustable param-
eters in the fitted model and Eεdenotes the mean or expecta-
tion wi1h resp田ttoz. Since 

B(p;q)<O 

and tbe equality holds if and only if 

q(zla) = p(z)， almost everywhere. 
B (p;q) cand be consideredぉ themeasure of the deviation of 
q(zla) from p(z). As Ez ln p(z) is inde伊ndentof q(zla)， it fol-
lows tbat the larger value of E. In q(zla) denot箆g(zla)c10ser 
top(z). Goodness offittingq(zla) to the unknownp(z) can thus 
be evaluated in terms of the value Ez ln q(zla) based on tbe 
data. 

Let Zl' Zl' • • • .， ZN be the observed data which are gov-
erned by the true distribution p(z) ， and assume q(zla) a para-
metric density model with par創netera. Then the log-likeli-
h∞d 1 (a) of the par四時tera is given by 

N 

I(a) = L 1叫 (z;/a) (B2) 

and I (a)lN fonns a natural estimate of E. In q(zla) where 
a = a is estimated from the data. If we use J (a)/ N as an esti-
mate of ιIn q(zLa)， it is biased asymptotically by the 
amount -2k， where k is the number offree pararneters in a. 

Hiragi， Urakawa， and Tanabe 10 
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By compensating this bias， Akaike obtained the AIC statis-

tlcs， 

AIC(ajz)o Z2'" .， ZN) = 2/(品)+2K，
where a is the maximum likelihood estimate of a. Among the 

aJternative modeJs [q(zja)]， the minimum AIC procedure 

chooses the one for which the value of the AIC statisti白 is

the smaI1est. 
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A rnethod of tomographic inversion to oblain three-dimensional velocity perturbatior】5in the Earth・swhole mimlle 
has been deve1oped， and applied to more than two nullion P.wave arrival 'time data reported by Intemational 
Seismology Cenler OSC).百lemodel is parameterized wi由 32，768blocks; the divisions in latitude， longitude， and 
radius are 32， 64，回d16， respectively. Horizontal cell size is 5.60 x 5.6 0 • The layer Ihicknesses vary with depth: 2雪km
just below the surCace and 334 krn just above Ihe core-mantle boundary. Slarting Crom a spherically symmelric Earth 
model， we obtained a three-dimensionaJ rnodel using由eCollowing iterative. procedures. First， we relocated all Ihe 
events; second， we backprojecled Ihe residual inlo lhe whole mantle; third， we refined Ihe 5pherical1y symmetnc Earth 
model. The solutions have been converged in five iterations. We adopted the following lechniques in the backprojection 
procedure.τne first order写rnooLhn民swas introduced as a damping， which make5' the solution independent of the 
starting model制対 itsapparent fluctuation minimal. The basic equalions Cor delay times and 5moothness are solved 
using山econjugate gradient method， an iteralive rnethod wluch guaranlees the convergence of solution into the exact 
least squares solution. Theweight on the smoothness， i.e.， Ihe damping faclor， was objectively deterllUned. by a 
simplified cross validation technique.刀lefinal solution was obtainedぉ anaverage of the len solutions， each of which 
was derived Crom one tenth of the total data set. The reliability of the solution is examined in two ways: (1) mapping 
Ihe resolution given by the reconstruclion of checkerboard pattems， and (2) mapping the vanance given Crom the 
gaussian noise input. 
This is the first result which delineates the whole mantle structure wilh its reliability mapping. The longest 

wavelength anomalies ofthe lower mantle are similar 10 those of previous studies by Dziewonski (1984)阻 dHager and 
Clayton (1989). However， the shorter wavelenglh paUems have many discrepancies. The Casl anoma1ies oC Ihe 
uppermost manlle beneath Ihe shield and the 510w anornalies beneath the active tecloriic regions are clearly seen. We 
al50 revea1ed Ihe I ~ 2 pattern at the transition zone reported by the previous surface wave and free osdllation studies. 
The most striking Ceature is that of the fast anomalies Iying along the extension 01 the large subducting plales up lo 
depths 

1. In仕oduction present day seismology， and is of primary impor-
tance for understanding the global tectonics and 

the dynamic evolution of our planet Earth_ Since 
the late 1960's， many seismologists have made 

Imaging the lateral inhomogeneity of the Earth's 

deep interior is the most fascinating subject of 

0031・9201/冊/$03.50 4) 1990 EI5evier Science Publishers B.V. 
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WBOLE MANTLE P.WAVE TRAVEL TJME TOMOGRAPHY 

continuous efforts in attempting to map the 
aspherical structure more c1early and accuralely. 
ln the 1980・s，increasing quality and quantity of 
global data set and large computer powers have 
opened a field of seismology called "Seismic 
Tomography'¥Tomography inversion of surface 
waves has revealed the several percent of S-wave 
velocity perturbations in the upper mant)e on a 
global scale (Nakanishj and Anderson. 1984; 
Woodhouse and Dziewonski， 1984; Nataf et al門

1986). There have been also regional scale surface 
wave studies that are intended to increase a spatial 
resolution at the expense of restricting the r~gion 
of analysis to a part of the sphere (Montagner， 
1986; Suetsugu and Nakanishi. 1987; Honda and 
Tanimoto‘1987). There has also been an effort to 
map a deeper part of the mantle (Tanimoto. 1988). 
FUI:ther deep interiors of the Earth have been 
mapped using free oscil1ation spectra (Giardini et 
aJ.， 1987). 

Body wave traveI time tomography， on the other 
hand， gives information independent of the surface 
wave and free oscillation studies. Since a large 
number of rays pass through deep mantle， they 
can provide images of high frequency P-and 
S-velocity perturbations with high spatial resolu-
tion. The pioneer works of the travel time tomog-
raphy are Aki et al. (1977) for a regional sca1e， 

and Dziewonski et a1. (1977) for the gJoba1 sca1e. 
The latler obtained the lower mantle ドwave
velocity heterogeneity using the vast amounl of 
travel 1ime data compiled by International 
Seismology Center (ISC). Their work was followed 
by the. worldwide station anomaly study of Dzie-
wonski and Anderson (1983) and出enby Dzie-
wonski (1984) who constructed a lower mantle 
P-velocity model of harmonic expansion up 10 
degree and order 6. They， and also Morelli and 
Dziewonski (1987)， adopted lhe approach of ex-
pressing the Earth structure by a haintonic expan-
sion and obtained lower mantle velocity perturba・
lions of up to ::f: 1.5完.Clayton and Comer (1983) 
and Hager and CJayton (1989)， on tbe other hand， 
presen ted the 3・D model of the lower mantle 
expanded by a number of blocks， using tbe simi1ar 
l~rge data set compi1ed by ISC. Their result shows 
土1% perturbations after smoothing. Both Dzie-
wonski (1984) and Hager and Clayton (1989) re・

295 

constructed the lower mantle structure by reduc-
ing the upper mantle anomalies to the source and 
station anomalies. 

Although there are a number of local t0l110・
graphic studies of the upper few hundred kilome-
ters of the mantle from P time data. we have not 
yet been given an image of the 3-D heterogeneity 
of the whole mantle. The tomographic inversion 
presenled in this paper is the first attempt to 
obtain such an image with high resolution and 
high accuracy. using both shal10w and deep events 
and both near and distant P phases， together with 
mapping its reliability. The main purpose of thls 
paper is to describe our method of inversion and 
show how well it works in application to real data 
set. 

2. Method 

First we summarize our method of tomographic 
inversion. The data set is of worldwide P-wave 
travel times for a number of shallow to deep 
events reported by ISC. The events are selected 
carefully 50 as to be distributed a5 uniformly as 
possible. The detailed selection scheme is de-
scribed later. The three-dimensional slowness per-
turbation is modeled by a number of blocks.割問

inversion is performed in the following iterative 
a1gorithm. 
(1) Start from an initia1 model; 
(2) repeat until convergence: (a) reJocation 

of events; (b) backprojection to the 3・D
slowness perturbation; (c) refinement of 
the spherica11y symmetric model; 

(3) ca1culation of the resolution and variance. 
The unknown p訂 ametersto be determined are 

the spherical1y symmetric veloci ty model， 3・D
slowness perturbations， and hypocentral parame-
ters of all the events used. No station anomalies 
are dealt with; if they exist they are addressed (0 
the perturbations in the uppermost structure. 1n 
the following subsections， we de5cribe each part of 
the inverting processes in detail. 

2.1. Model 

The P-wave velocity distribution in the mant1e 
is expressed笛 asum of the spherically averaged 
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velocity-depth function and the 子Dperturbation 
on it. Dziewonsld (1984) and Morelli and Dzie-
wonski (1987) represented the 3-D structure oLthe 
Earth with the spherical harmonic expansion， 
rather than with blocks as used by Clayton and 
Comer (1983) and Hager and Clayton (1988). 
Their reasoning of the use of spherical harmonics 
are as fol1ows: (1) the block parameterization re-
quires more parameters to express the model of 
the same level of smoothness realized with 
harmonic expansion; (2) it is impractical to esli-
mate the resolution and variance of the model for 
such large numbers of parameters; and (3) the 
harmonic model can be compared directly with 
other geophysical maps such as gravity and mag-
netic fields. We， however， poinl out the following. 
(1) Capability of representing a distribution by 
blocks is essentially the same as representing one 
by harrnonics. ]f one would like to avoid sharp 
edges of the block mode1 in the finaJ presentation、
he rnay srnooth out the edges using an appropriate 
filter， or may adopt an expansion with higher 
order spIine basis. (2) Estimates of resolutions 
and variances are no1. impractical in the block 
model with such a large number of parameters as 
used in this paper. (3) Construction of a spherical 
harmonic model from the block model is easy. 

ln our view， the distribution in the Earth's 
interior must be described with a system of local 
basis， such as blocks or higher order splines. This 
is because， firsuy， the solution is always biased 
due to an uneven distribution of the data. Of 
course the truncated expansion of the Earth's 
lateral heterogeneity by either hannonics or blocks 
is onIy an approximation. The bias associated with 
the local basis is， however， slill smaller than the 
harrnonics. A local basis approach is more ap-
propriate because， secondly， it has a greater 
numerical advantage over a globalbasis approach 
for a problem with a Jarge number of model 
parameters. In the ratter approach， the nature of 
ful1 coefficient matrix of the basic observa1IonaJ 
equation makes the inversion forrnidable. For the 
above two reasons， we adopted the model ex-
panded by block basis. 

The configuration of the blocks in our in-
version is shown in Fig. 1， where the divisions in 
latitude， longitude and depth are 32， 64， and 16， 

H. JNOUE ET AL 

32 x 64 x 16 = 32768 blocks 
Fig. 1. BIock configuration of lhe model‘Upper. surface VIew; 
lower. verlical cross seclion along lhe equalor. 

r出 pectively.The total number of blocks is 32，768. 
The surface cell size is 5.6250 x 5.625 0 • The depth 
division varies with depth: the thickness of the 
shel1 is smaller in the shaJlower depth (Fig. 1 
lower). The depth nodes h j are determined from 
the quadratic formula 

hi=響;2+脊i i= 0...16 、‘.，
J

噌

i，，.、、

from the surface (i = 0) to the core mantle 
boundary (CMB) (i = 16) at 2900 krn. The thick-
ness of the shells are 28.9 krn just below the 
surface， 171 km just above the depth of 800 k:m， 
and 334 krn just above the CMB. Such non-uni-
form division is made to model the greater com-
plexity at shallower depths， because we know a 
priori that the velocity vari却ionin either the 
spherically averaged model or its lateraJ _perturba-
tion is greater in the shallower depths. The ray 
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WHOLE MANTLE P・WAVETRAVEL TIME TOMOGRAPHY 

paths are computed in the spherically symmetric 
model and a path segment in a block is assumed 
to be a st凶 ghtline. 

2.2. Relocalion 

AIl the events are relocated one by one using a 
standard algorithm. First we construct the travel 
time table T(ム h)for the spherically averaged Vp 

model given in the preceding iteration， where s is 
the epicentraI distance and h is the hypocentral 
depth. Linearized relocation eqロationsfor an ob-
served arrival time t obs is 

01 _ _ dt _ dt 
::'_ 80 +一一δφ+一-Sh+Stoao --. aφah 

= tobs - (/0 + tlO + 130) (2) 

where 0，φ， h， 10 are latitude， longitude. depth， 
and origin time of the event， respectively. 110 is 
the travel time ca1culated from the table T(ムh)

of the spherically averaged model. 130 is a per-
turbation due to子Dslowness anomaly given by 

13D = 'L1jSj (3) 

where lj is the Iength of the町 segment in the 
j-th block and Sj is the sIowness perturbation of 
the Jぺhblock deterrnined in the preceding back-
projection in the i terative process. A set of eqns. 
(2) for an event are solved by the least squares 
method. We assume that the standard deviations 
of the observational errors are 0.1， 0.3. 1 s for 
readings iP， P， and eP in the ISC's notation 
respectively. Since the data sometimes contain 
Iarge errors not folIowing the gaussian distribu-
tion‘we adopted a robust estimate by applying 
weigh t w as a function of residual r as 
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This weighting scheme is also applied in the back-
projection proces~ which wiI1 be explained later. 
Since the relocation is a norトlinearprocess， we 
iterated the least squar回 caIculationten times 
introducing a damping. The calculation of 13D is 
made on1y at the first iteration because it is very 
t1me consummg. 
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Some events， such as those along mid-ocennic 
ridges， are poorIy locat巴dbecause of a trade-off 
between focal depth and origin time. The depth of 
such an event is 1imited to a reasonable rnnge 
according to the tectonic province. The range is 
3-20 km at mid-oceanic ridges. 0-700 km at 
subduction zones， 0-100 km at continents and 
3-50 km at oceans. A structure in a region having 
such unstable events may nut be well resolved. 
The effect of rnislocation. however守 doesnot sig-
nificantly affect the structure of the distant re・
gions fro!l1 a source. 

2.3. Backprojectioll 

The travel time residuals after relocation are 
backprojected into the mantle. The equation for 
the backprojection of a residual t; is 

t; = "'[I;jυj 
J 

(5) 

The s巴tof eqn. (5) is written in a matrix form .as 

d = Gm (6) 

where d is the residual vector¥G is the data kernel. 
and m is the unknown mode1 (slowness perturba・

tion) vector. The system of eqn. (6) is normally 
both inconsistent and underdeterminant. so we 
solve it by the least squares method introducing 
certain a priori information into the solution rather 
than the data. 

There are many types of inversion of eqn. (6). 
The most popuI訂 oneis the damped least squares‘ 

which was first applied in travel time inversion by 
Aki et a1. (1977) and followed by many authors. 
The solution of the damped least squar回 isgiven 
by solving the normal equation 

(GTG + 02I)m = GTd (7) 

where the term (121 is introduced to stabiIize the 
solution (Franklin， 1970; Jackson. 1979). 0 is a 
damping constant determined a priori. The a priori 
knowledge is that the model m is a gaussian noise 
of zero mean， which requires the solution to be as 
c10se to. the starting model as possible if it is not 
properIy constrained by the data. Equation (7) is 
usually solved using the Cholesky's decomposi-
tion， which is a direct elirnination method suitable 
for a system of equations with a symmetric matrix. 
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1n lhis study， we do not use this method be-
cause of lhe following two reasons. First， both the 
construclion of the normal equation and solving it 
using a direCl elimination method are impractical 
since the number of model parameters is ex-
lreme1y large in our problem. Recent studies of 
large scale tomographic inversiori do not adopt the 
damped least-squares. in thls sense (Humphreys et 
a1.， 1984; Nakanishi， 1985; Grand. 1987; Suetsugu 
and Nakanishl， 1987; Hager and Clayton， 1989; 
and Humphreys and Clayton， 1988). Second， the a 
priori knowledge of m = starting model + gaussian 
error does not seem to be a correct one. Alterna-
tively， first， we adopt the conjugate gradient 
melhod to solve the normal equation and， second， 
introduce the first order smoothness prior. 

2.3.1. Smoothness prior 

An introduction of smoothness to a problem of 
modeling with insufficient data has been rnade 
frequently. The simp1est example is the line graph. 
The cubic spline fit出19is also widely kno明 L

which requires the minimal curvalure of the model 
in the least-squares sense. Firsl we explain the 
srnoothness prior to the 1-dimensional point data 
fitting. 

Suppose that we are required to fit a model 
function y = f(x) to observed data points (xj， Yf) 
i = 1... N. The solution which we would like to 
obtain is such that misfits least to the data and 
that is smooth面白ele前 tsqu紅白 sense.The 
solution can be given by a minirnization of the 
following 12 norm 

N 

II=互い一f(X;)]2+入ん[j<k)(X)]2枇 (8) 

The first and the second terms of the right hand 
side (RH幼児pr回 ent血ernisfit to the data and the 
roughness of the. model， respectively， where f(k】

denotes the k・thorder.derivative of f， 51 is the 
domain of X under consideration， and入 is組

arbitraηweigh白19factor on the roughness noロ孔

The se∞nd lerm may be a summation of rough-
ness norms with different orders. The estimate f 
whlch rninimizes rr is the best fit and the 
smoothest function in the adrnissible functional 
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Fig. 2. Role of Ihrcc diCCcrenl orders of smoolhncss inlroduced 
in 1・opoinl fiuing problem. Upper. ordinary damped least 
sqi1ares; middlc. ordcr adoplcd in出ispaper. 

space. The a priori information used here is that 
the k-th order derivative of the function f is zero 
everywhere plus gaussian noise. The criterion with 
k = 0 is the standard damped least-squares. 

Figure 2 i1lustrates the role of the zero， the first 
and the second order smoothnesses in fitting prob-
Jem. The solution wi出 thezero order smoothness 
depends on the initial solution while由osewi血
the first and hlgher order smoothness回 donot. A 
physical model to fit the first or the second order 
smoothness is a slring under tension or an elastic 
bar free from tension， respectively. Detail of the 
fitting problem in one or two dimensions is de-
scribed in Inoue (1986). 

We adopted the first order srnoothness to our 
problem of tomography， because of the minima1 
oscillatory nature of the solution and its indepen・
dence of the initial solution. The former is an 
important property for suppressing artificial 
fluctuation of the solution， since we sometimes 
pay atlention to the change of the physical prop-
erty of the Earth's interior as welI as to the value 
itself. The 12 norm to be minimized in our globa1 
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tomography for a continua1 slowness perturbation 
s(r， 9，φ) is written as 

Hzp寺(吋;Sdf)2+払，{示[(告r
+;古(者fl+寺(主f}dV (9) 

The first and the second terms express the misfit 
and lhe first order roughn白 srespectively.σ; is the 
standard error of the observation tj and Oh and σv 
are the a priori standard errors of the horizontal 
and the vertical smoothnesses respectively， which 
will be determined by the cross validation de-
scribed later. ln this paper， we refer to Oh and σv 
as the roughness parameters. The integral in the 
first term is along the ray f; and that in the 
second term is over entite volume of the mant1e 
VM・Thedainping factors corresponding toλin 
eqn. (8) are 1;3σfz and lJ3σ;2， where lu is a unit 
length introduced to make the derivative norm 
dimensionless， which is only for convenience and 
has no essential meaning. The interpretation of 1 u 
is given in Inoue (1986) in detail. The horizontal 
and vertica1 smoothnesses are dealt with sep-
arately， since the Earth is intrinsically vertically 
heterogeneous. 

Rewriting eqn. (9) to a discrete mode1， we have 
噌， 、2

IT=I:ーミIt; -I:/ijsj I 
tσ;-¥ j ~ I 

1 .......1 1 ( 6.S11 吟 6.Sdλ
ーラ ，1 -==-1 --:-~ 6.s~ + 一一一一~ 6.s;1 l:乍IO~ ¥ r d.9 ・IJ • r的 sineη 

1企S. ー|
+ー~-~ 6.s; I (10) 

Ov2 6.r _W/， I 
where 6.e， d.φand 6.r are the step widths and 
6.So， d.S4> and 6.Sr are the contact areas of 
neighbouring blocks along the coordinates， which 
are given by rd.φ6.rsin8， rd.96.r and r26.9 6.φsin ()， 
respectively. d.so， 6.so釦 d6.sr are the differences 
of the neighbouring model parameters along the 
coordinates. 

The system of equation to be solved in the least 
squares method is 

(g)m=(g) (日a)or' ¥OJ 
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wilh the covariance matrix in the form 

(~d 二) 、.ES'
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where Cd is the covariance matrix of the data and 
~ is the covariance matrix of the smoothness， of 
which diag∞剖 elementsare O~ and 0; and all of 
the off-diagonals are zeros. The smoothness kernel 
D is ∞mposed of the coefficients for lhe first 
derivatives， whose row vector is (... I C，ーc，...). 
τhe coefficients c for the three directions of the 

coordina tes ()， φ r a詑 μSIJ/l~rd.8， {d.s，〆
13rAφ 山 8}1/2andぷSr//!6.r， respectively. 

1n each step in the iterative process of the 
relocation and the backprojection， eqn. (l1a) must 
be modified to 
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(12) 

where mo is the starting model. The normal equa-
tion for eqn. (12) is given by 

(GTCilG + OTC;lD)om 

= GTCi1od -DTC;IDmO 、‘.，，，今、d
噌

A，a・・、

The solution of the normal equation can be ob-
tained by an iterative method without construct-
ing eqn. (13) explicitly. 

The a priori covariance matrix Cm of gaussian 
type ，which was proposed by Tarantola and Valette 
(1982)，.is sometimes used for providing a smooth-
ness of the solution. However. its basic property is 
the same as the standard damped ]east squares 
plus a posteriori moving average filtering. In their 
framework， our smoothness is formally given by 
the a priori covariance (DTD)ー1 which is the 
covariance function of the inverse of lhe second 
order differential operator (...， -1， 2‘-1，...)， 
由atis， the second order integration operator. 

2.3.2. Conjugate gradienl merhod 
Recenl works on large scale travel time tomog-

raphy adopt iterative algorithms to solve the equa-
tion system‘because the iterative scheme is very 
suitable for solving a system Qf equations with 
large and sparse coefficient matrix. There have 
been many theoretical and experimental works on 
the comparison of backprojection techniques 
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tomography for a continua1 slowness perturbation 
s(r， 9，φ) is written as 

口= 写訪州寺封計(卜tんい戸叫寸4々か炉sdfイd汀r
+;古(まfl+寺(主f}dV (9) 

The first and the second tel'ms express the misfit 
and the first order roughness respectively.σI is the 
standard error of the observation tj and oh and Oy 

are the a priori standard errors of the horizontal 
and the vertical smoothnesses respectively， which 
will be determined by the cross validation de-
scribed later. ln this paper， we refer to oh and Oy 

as the roughness parameters. The integral in the 
first term is along the ray fj and that in the 
second term is over entite volume of the mantle 
F匂.The dainping factors corresponding toλin 
eqn. (8) are 1;;3σ52and lJ3σ;2， where 'u is a unit 
length introduced to make the derivative norm 
dimensionless， wruch is only for convenience and 
has no essential meaning. The interpretation of lu 
is given in Inoue (1986) in detail. The horizontal 
and vertical smoothnesses are dealt with sep-
arately， since the Earth is intrinsica11y vertically 
heterogeneous. 

Rewriting eqn. (9) to a discrete model， we have 
噌，、2

日=工会ltt-p川

+1.>.I~( t1ら a AC A .... >'1ー l-Ad+一一- LAd l 
lj乍Ion r M -~(I • r t1φsin 。つ
1 /).Sr • 2 I 

+ ~ ~-~ t1s; I (10) 0; t1r -~r I 
where t18， t1φand t1r are the step widths and 
t1So， /).S4> and 企Sr are the contact areas of 
neighbouring blocks along the coordinates， which 
are given by r/).φt1rsin9， rt18t1r and r2t18 t1φsin 8， 
respectively. /).so， /).so釦 dムSrare the differences 
of the neighbouring model parameters along the 
coordinates. 

The system of equalion to be solved in the least 
squares method is 

(g)m=(g) (l1a) or. ¥OJ 
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with the covariance matrix in the form 

(~d 二) 、.E
a
'

h
u
 

唱
EEa

宅
E
&，sz

‘、

where Cd is the covariance matrix of the dala and 
~ is the ∞variance matrix of the smoothness， of 
which diagon剖 elementsare o~ and 0; and a11 of 
the off -diagonals are zeros. The smoothness kernel 
o is composed of the coefficients for lhe first 
derivatives，. whose row vector is (...， c， ーc，・・・).
τhe coefficients c for the three directions of the 

coordinates 8.φ r a詑 μS(J/I~rA8 ， {企Sや/

11raφsin 8}1/2 and /t1Sr/耳石， respectively. 
1n each step in the iterative process of the 

relocation and the backprojection， eqn. (l1a) must 
be modified to 
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where mo is the starting model. The normal equa-
tion for eqn. (12) is given by 

(GTCilG + OTC;lO)8m 

= GTC;18d -OTC;IOmo 、E

，，
今
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The solution of the normal equation can be ob-
tained by an iterative method without construct-
ing eqn. (13) explicitly. 

The a priori covariance matrix Cm of gaussian 
type ，which wasproposed byTarantola and Valette 
(1982)，.is sometimes used for providing a smooth-
ness of the solution. However. its basic property is 
the same as the standard damped least squares 
plus a posteriori moving average filtering. In their 
framework， our smoothness is formally given by 
the a priori covariance (OTD)ー1which is the 
covariance function of the inverse of the second 
order differential operator (...， -1， 2， -1，...)， 
由atis， the second order integration operator. 

2.3.2. Conjugate gradienl merhod 
Recent works on large scale travel time tomog-

raphy adopt iterative algorithms to solve the equa-
tion system‘because the iterative scheme is very 
suitable for solving a system Qf equations with 
large and sparse coefficient matrix. There have 
been many theoretical and experimental works on 
the comparison of backprojection techniques 
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given by the incomplete Cholesky decomposition. 
In the conjugate gradient algorithm shown above， 
it is not required to calculate L -T explicitly. Since 
system (18) is belter conditioned than system (14)， 
the solution converges faster. However， the incom-
pletc Cholesky decomposition requires rather 
complicated algorithm， so that we adopted the 
simplest version of the preconditioning， i.e.， the 
diagonal scaling. ln the diagonal scaling a1-
gorithm， L -T is only a diagonal matrix given by 

L-T需 [diag(ATA)]-1パ (20)

which is applied泊 eqns.(18) and (19) explicitly. 
The scaling does not affect the relative weight on 
伺 chequation. 

2.3.3. Cross ua/idation 
The standard errors of the smoothness <7h and 

叫 (theroughness parameters) must be determined 
a priori. Unfortunately， we know nothingabout 
them a priori. One method to determine the 
parameters is ABIC (Akaike's Bayesian lnforma-
tion Criterion) (Akaike， 1980) which is recent1y 
used in some fields of inverse problems. However， 
the ∞mputation of ABIC is almost加 possiblein 
such large problems鎚 ourtomographic inversion， 
since it requires trial and error procedure incJud-
ing calculation of the determinant of the Hessian 
matrix ATA. 

An a1temative method we applied is the cross 
validation， which was f出tproposed by Stone 
(1974). The principle ofthe method is very simple. 
Suppose we have a data set d sampled from the 
population. To be precise， first we exclude a datum 
dl from d and estimate a model m = m-i from the 
remainder of the data using a trial value of the 
roughness p町むneter，sayλ Then we predict the 
missing data d( from mi"; and have the prediction 
error (1;:1. Given al1 the prediction errors (1;:;， i = 
1，.. . ，N by this procedure， where N is the num-
ber of the data in d，an op白numvalue of出e
parameter入ischosen to be a minimizer of the 
cross validation score 

f(入)= 1¥(λ ¥12 

N 

= E [dl一(g"mi"])}2 (21) 
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where gj is the ;-th row vector of the data kemel 
G. The generalized cross validation given above 
(Craven and Wahba， 1979) requires large compu・
tationa1 efforts. However， if we have a vast amount 
of data， the cross validation score can be sim-
plified as rol1ows. 

Instead of extracting every single datum， we 
leave out， say， a data set d1 which is a fraction of 
the total data sel d through its random sampling. 
τ'hen we predict d1 by the model mi"l which is 
estirnated from the rest of the data d -} using a 
凶alλTheapproximate cross validation score is 
glven as 

f(入)= IId1 - Gm1;:1 112 (22) 

We find an optimum parameter入 rninirnizing
f(入)by a trial and error method. 

ln our problem， we have two parametersσh 
and 叫 tobe chosen as a minimizer. lt is for this 
reason necessary to calculate cross validation score 
f(σh' <7y) at many grid points to find the point at 
which f is minimal. This is sti1l a time consurning 
process but an unavoidable one. 

2.4. Resolutio1J and variance 

Since the work of Backus and Gilbert (1968)， 
geophysicists have commonly recognized that a 
solution of an inverse problem must be consulted 
with its resolving kernel as well as its a posteriori 
variance.τhe result is less valuable unless its 
reliability is evaluated properly using these quanti-
ti田.A formulation of the resolution and the ∞-
variance matrices in discrete inverse problems are 
now widely known (Jackson， 1979; Aki and 
Richards， 1980)， which is adopted in tomographic 
inversions such as Aki et a1. (197η 叩 dDziewon-
ski (1984). ln our problem， however， thecalcula-
lion is not straightforward because of the large 
matrix size. Until recently， the calculation of r田 0・

lution and variance in血etomographic inversion 
has been thought to be of great difficulty when the 
number of parameters exceed 5everal thousand. 
However， the fact is not 50; we have an expedient 
technique as shown below. Its basic idea is not 
original， partly given in Humphreys and Clayton 
(1988) and a simple application is demonstrated in 
Grand (1987) and Hager and Clayton (1989). 
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2.4.1. Point resolution and cOlJariance 
The a posteriori covariance matrix of the solu-

tion of eqn. (15) is given as 

Cm = (ATA)ー1

覇 (GTCilG+nTc;;;ln)-l 

The resolution matrix is then 

(23) 

R=CmGTCi1G (24) 

Unlike the resolution matrix in the normal damped 
least squ紅白， R given above is not a syr四netric
matrix because GTG and nTD are not commuta-
llve. 

The calculation of the inverse matrix in eqn. 
(23) is impractica1 in our problem as mentioned 
previously. However， it is possible to have a col-
umn (and row) vector cj in Cm by solving 

ATAxj盟ち (25) 

where e; is the unit vector whose j-th element is 
unity. Equation (25) can be solved by the con-
jugate gradient method as 

ro = e -ATAxo 

Po= TO 

Repeat for k == 0， 1， 2，... 

αk = (Tk. rk);(Pk' ATAPk) (26) 

Xk+l =Xk+αkPk 

Tk+l = Tk一αkATApk

ßk 昌 (rk + 1 • Tk+l)J(Tk， rk) 

Pk+l = Tk+l + skPk 
The term正弘Pcan be calculated by mu1tiplica-
tions with row action q = Ap followed by ATq. The 
row vector Yi of R， which is called the resolving 
kemel， for the target point al block j is given by 

号=xjGTCilG (27) 

The RHS of eqn. (27) can be ca1culated by a row 
action at one time on the weighted data kemel 
G' = Ci1/2G stored on a disk file. 

The point spread function， i.e.， the column 
vector of R can be obtained by other means 
(Humphreys and Clayton， 1988). First we ca1cu-
late the synthetic data set d j given for the model 
of a unit vector与 inwhich only the j-血 bl∞k

H. INOUE ET AL. 

has the unit value. Next the data dj is backpro-
jected into the mantle by eqn. (15). The solution is 
formal1y given by 

ち=(GTCiIG + DTC;lD) -IGTCildj (28) 

N叩 lely

ち=R今 (29) 

thus，ち isequiva1ert to也ej-出 columnvector in 
the resolution matrixR. 
τ"he above method is very usefuI to obtain a 

covariance， a resolving kemeI， and a point spread 
function when we exarnine the soIution with spe-
cia1 attention to a certain t紅 getpoint. However. 
the effort to calculate them for only one target 
costs the sameas the effort to ca1culate the solu-
tion itself. Global mapping of the reliability of lhe 
solution by this method is thus impractica1. 

2.4.2. Checkerboard resolution 
By the concept of resolution we wish to know 

how the true Earth is reconstructed in the ca1cu-
lated image. A straightforward method is to recon-
struct a test pattem from the synthetic data. The 
method is applied in Grand (1987). For simplicity， 
we recommend a checkerboard pattem in both the 
horizontal and vertica1 coordinates. First we con-
struct a model of checkerboard pattem as 
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(30) 

where Cj are the coefficients 1 or -1 defining the 
pattem. Next， the synthetic data set is generated 
using the data kemel for the real data set G as 

dsyn = Gmcb (31) 

The d刷 isthen backpr吋ectedinto the rnantle to 
reconstruct the test pattem. The reconstructed 
image can be wri tten部

命cb=RLり号=Lりち
j j 

which is a superposition of the point spread func-
tionsちAlthoughthe， equations above are trivial， 
they c1early indicate the role of the checkerboard 
resolution. The method is recommended in its 
application for severaI checkerboard pattems with 
different wavelengths. If one uses a robust esti-

(32) 
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male切 backprojection，iム introducinga residual 
dependent weight on the data， the amplitude of 
lhe test pattern must be about the same as that of 
the true Earth. 

2.4.3. Global variance 
The equation for the covariance matrix given in 

eqn. (23) shows the propagation rule from the a 
priori errors on the data and the smoothness de-
fjned by Cd and Cm， respectively， to the a post-
eriori error on the solution defined by Cm through 
the backprojection. Instead of calculating the RHS 
of eqn. (23)， we use an alternative method to 
estimate C'I1' which is lo simulate error propa-
gation from gaussian noise input. We replace the 
observed data d and the a priori smoothness 0 in 
the RHS of eqn. (11a) by gaussian noise with zero 
mean， respectively.百lecovariance matrix of the 
input noise must be the same as that used in the 
real data inversion.τbe solution of the resultant 
inversion is a projection of the input noise into the 
model space. Having N such solutions命n (n = 

1，...， N) given from N sets of independent noise， 
we can obtain an e1ement eij of the approximate a 
posteriori covanance matnx as 

噌 N

e'j =会Em7mJ (33) 

The corresponding approx.imate resolution matrix 
is formally given from eqn. (24). However， it is 
practically impossible to calculate all the elements 
in R in our problem. 

3. Application 

The method of global tomographlc inversion 
described above has been applied to the real data. 
ln the following subsections， we present the de-
scription of the model and the data， optimization 
of the roughness parameters， and the sumrnary of 
the final solution consulting with maps of resolu-
tion and variance. 

3.1.λlodel and data 

The spherical1y symmetric model used as the 
starting model is based on Herrin et a1. (1968); the 

35 

303 

crusl and the uppermost mantle are smoothed and 
no discontinuities are included. The velocities are 
given at 64 nodes which distribute according to 
the formula similar to eqn. (1).百letravel time 
table is constructed by interpolating these veloci-
ties using the function v(r) = arb in each layer. 
The slowness perturbation is modeled into 32，768 
conical blocks as mentioned previously (Fig. 1). A 

coarse model with 4，096(16 x 32 x 8) blocks is， 
however， used in the first iteration to help fast 
convergence. 

The travel time data are extracted from the 
bulletin of the ISC for the period of 21 y from 
1964 to 1985 excluding 1970. Distributions of the 
stations in 1964 and 1985 areshown in Fig. 3. The 
total number of a11 the events stored on the origi-
nal magnetic tapes is about 330，000. First， we 
selected the events such that mb w出 4.0or greater 
and the number of readings was 20 or greater. 
Thls selection reduced the number of events to 
about 75，000; however. it is still impractical to 
invert themall at once. ln the回 seof the slowness 
model with 32，768 blocks， the data kernel G for 
up to about 2000 events is al10wed to be kept on 
the memory of our computer. Therefore， we ex-
tracted ten data sets containing about 2000 events 
for each and inverted them to produce ten models. 
The final model is obtained as weighted average of 
these ten models and an approximate variance of 
the solution is estimated from the variance among 
them. 

The 2000 events in each data set are extracted 
from the 75，000 events as follows. The 21 y from 
1964 to 1985 are divided into ten periods of four 
years each overlapping two y， such as '77-'81， 
'79-'83， '81-'85. ln each period， we selected the 
events so as to be distributed as uniforrnly as 
possible in both honzontal and vertical extents. 
Theproc白 sis as follows. The upper mantle (0-800 
km) is divided into 32 X 64 X 8 cells in latitude， 
longitude， and dep出 respectively.Th巴surfacecell 
size is 5.6250 X 5.6250 and the depth boundaries 
are 33 km， 100 k.m， 200 km， 300 km， 400 km， 500 
km and 600 km. Sorting the events in each cel1 by 
the number of readings with weighted counts of 
1: 2: 4 for eP: P: iP‘ we se1ected up to three 
events in a田 11.τbenumber of events in each cell 
is limited to one per month， in order to avoid a 
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6401 NST= 586 

J 

. . 

8512 NST=1466 

Fig. 3. DistributioJi oC seismograph stalions in January， 1964 (upper) and December. 1985 (lower). 

concenlration due 10 aftershocks. As a result， 22 
thousand even1s have remaincd total1y in the ten 
data sets， for each of which the number of evenlS 

and readings are tabulated in Table 1. Figure 4 
shows the distribution of the events in the four 
dep1h ranges. One fourth of them are doubly used 
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TABLE 1 
LiSJ oC dala sclS 

No. Year Ncva Npb 

64由 67 2，044 154，691 
2 66-69 2，164 184，508 
3 68-71 1，949 176，336 
4 70-73 1，972 174，164 
5 72-75 2，215 231ユ∞
6 74-77 2，2伺 247，907 
7 76-79 2，279 266，2叩
8 78-81 2，272 275，826 
9 80-83 2，292 278，610 
10 82-85 2，337 316，6開

u Number of evcnlS; b number oC readings. 

due to the overlllp ofthe periods， wluch are mainly 
located under the ocean bottom. The lota1 nurtlber 
of the paths are 2.3 inillion and the average num-
ber of observations for an event is 105. All the 

travel times are then corrected for e11ipticity 
(Dziewonski and Gilbert， 1976) and elevation of 
the stations. The phases at epicentra1 distances 

> 950 in the ISC bulletin were omitted. Figure 5 
shows the hit count map， which plots the number 
o( rays passing through each block. This gives 

inCormation on the reliabi1ity of the solution as 
well as the resolution and variance maps shown 

later. 
BeCore proceeding to the next subsection， we 

brieny describe a computational aspect of our 
inversion process. The calculations have been per-
formed on the main frame computer FACOM 
M780 (20 MFLOPS maxふAllthe calculations of 
solution， cross validation， checkerboard resolution 
and variance Ii1Volve backprojectitmprocess. The 
approximate size of the data kernel G for 2000 
events is 100 megabytes， a maximum size of the 
memory on our computer. It takes 5 n語nin CPU 
time to repeat 64 iterations in CG method for a 
backprojection. The construction of a data kernel 
G is comparable in CPU time. The backprojec-
tions are performed keeping G on the memoη， 
because reading it from a disk file takes more出an

ten times of the CPU time. 

3.2. Cross validation 

Prior to inverting all the data， we determined 

the optimum values of the roughness par釘neters

307 

。handσv in eqn. (9) by a simpluied technique oC 
cross va1idation described in Section 2.3.3. The 
data set used for the cross validation contains 
2034 events and 259，143 paths， which is similar in 
its size lo a data sct shown in Tablc 1. Firsl. al1 
the even ts are r巴locatedwith the spherically sym-
metric starting model. Next we divided the data 

set to d1恒ldthe remaining. d2; the latter is 
inverted to trial solutions and the former is predic-

ted. If data set d1 is taken to be too small， the 

result umds to depend on a particul紅 choiceof d1 
and the estimated optimal values become unreli-
able. If the data set d2 is taken to be too small， on 
the other hand， the results tends to depend on the 
size of d2 and the estimated optimal va1ues be-
come biased. Taking into account the trade-off， 
we took one eighth of the d as d1. We cut out one 
reading in every eight readings in chronological 

order. The dJ of 32，392 readings were thus leCt out 
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Q1 . 

E 
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コ
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0:: ..， 
tj 0 
" -'-ω 
〉

す
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10-4 10-3 び2σ1

Horizontal Roughness C1h (s/km2) 

Fig. 6. Contour map of the cross validauon score for the data 
sel simiJar lo No. 9.τ'he prediclion errors are measured al lhe 
poinlS indicated by aslerisks. The oplImum pair of paramete隠

Oh and 0. adopled in the inversion is shown by large pJus. 
Dashed curve indieales the lrOU悼 alongthe prediclion error 
minima. Contour interval of lhe predicuon errors O.∞5 s. 
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F̂ST -2.0ス -・・E軍国量量三富軍軍遺言議言語 l +2~Ø 1. SlO“ 

FAST -2.0父 一 一iffiffiffiRffmmg 寸 +2.O1. SlOW 
FIB-7e Horizontal SECtions of test pattErns for thE checkerboard rESOlution-T13t altEmate pattErns of士2%anornaly in slowness 
extend both horizontally and vertically. 
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FAST"-2.O 1. 謡滋盗塁翠園田富田富量量富話器冒 r +2.O 1. SlOW 

78 - H8 km 

F̂ST -2.0χ -・・・E圃圏直面-量盟国 長選率蓬翠 l+e.OχSLOH 

Fig. 8. Ch民 kerboardresolution maps at Iour diCferent depths calculated Ior Ihe data set No・9.Complete resoJution shouJd reproduce 
the pat¥ems shown in Fig. 7. 
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Fig. 8 (con[inued). 
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F入ST甲 2.Oメ -・・・・・匝畠冨誼圏直面亘亘---

FAST -2.0 ~ -・・・・....圃~呈歪F司詔_.

Fig. 8 (continued). 
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Fig. 8 (continued). 
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WHOLE MANTLE P-WAVE TRAVEL TIME TOMOGRAPIW 

from 1he d of 259，143 readings. The seven eighths 
of lhe data d 2 are inverled 10 ob1ain trial solutions 
wi1h vnrious roughness parameters. The back-
projection was performed with the CG method as 
described in the last section. The iterations were 

stopped at 16 to save CPU tirne司 whichis suffi-
cient to converge for the blocks well covered with 
the paths. We performed斜、 ratherthan 16， i tera-
tions in the finaI inversion described in Section 

3.4. 
Figure 6 shows the result of cross validation. 

Triul solutions are calculated for thirty different 
pairs of σh and σy which are shown by small 
symbols_ The corresponding r.m.s. prediction er-
rors for 1he solutions are then inte中olatedand 
shown by contour lii1es at 0.005 s intervals. The 
horizontal roughness can be well consirained from 
this contour map as one giving the least prediction 
error. For the vertical roughness， on the other 
hand. only the lower bound can be set from this 
map: predic1ion error does no1 increase even if the 
vertical damping of smoo1hness is relaxed. This 
under de1ermined value sugges1s 1hat the ver1ical 
division into the 64 nodes might have been too 
coarse to fol1ow the true vertical heterogeneity of 
1he mantle. We use， in this paper， the smallest 
vertical roughness among those yielding minimal 
prediction errors. The adopted values of the opti-
mum parameters areσh = 2 X 10-3 and (Jv = 2 X 
10 -2 (s km -2) as shown by the large cross in Fig. 

6. 

3.3. Resolutioll 

Prior to inverting all the da ta、weexamine the 
checkerboard resolution. Figure 7 shows a hori-
zontal section of the test pattern. Two sizes of the 
pattern are tested in order to see the resolutions in 
different wavel巴ngths.A black or a white area 
involves 2 X 2 X 1 blocks (top)， and 8 X 8 X 4 
blocks (bottom) in latitude X longitude X depth. 
The test patterns consist of slowness perturbations 
of土2%，which are plausible values for the true 
perturbation in the mantle. 

The synthetic travel times are calculated for the 
ray paths in datu set No. 9 and they are back-
projected into the man1le. The roughness pnrnme-
ters、thenumber of iterntions. nnd 1he weight on 
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each dntum used are the snme values as in the real 
data inversion shown later. Although the resolu-
tion should be calculated for al1 the ten dnta selS， 
we have calcu!ated itfor only the datu set No. 9 to 
save CPU time. Therefore， the resolution of our 
fina1 model should be somewhat better than that 
culculated here_ 

Figure 8 (a-d) shows the reconstructed image 
of the test patterns. 1n the depth range 78-148 
km，出esmall scale resolution (top) is good only at 
the limited areas， around the Pacific、SouthAsia 
and Europe. The areas along the mid oceanic 
ridges are not resolved at all. though there are 
some rays passing through them (Fig. 5). The large 
sca1e resolution (bottom) is better thill1 the sma11 
scale. However. the ocean and thehigh latitude 
area are still not resolved. ln the depth range 
478-629 km， the resolution increases_ The large 
scale pattern is well reconstructed except for the 
rnid oceanic and polar regions. ln the depth range 
1203-1435 km. the original large scale pattern is 
reconstructed quite well. Just above the CMB 
(2566-2900 km)， the central Pacific and the central 
Atlantic are well resolved. The resolution on the 
average is， however， s1ight1y poorer than that in 
the layer .above it (2253-2566 km). Possible rea-
50ns for this are出at(1) the number of rays 
decreases (see Fig. 5)， and that (2) thehorizontal 
smoothness of the solution effectively incr回 ses，as 
the vertical smoothness is relaxed at the CMB. 

Resolution in polar regions is poor in al1 the 
depths. Thls is due to theeffect of smoothing and 
slow convergence， b巴causeblock sizes in longitude 
are very small in polar regions. 

3.4. IllversiOIl 01 the data 

The inversion is performed by the algorithm 
described at the beginning of the last section， i.e.‘ 

the relocation， backprojection and the refinement 
of the spherically symmetric model are repeated 
unti1.the solution converges. The optimum rouglト
ness parametersσh=2X10-3 and σv=2X10-2 

determined by the cross validation are used only 
at the final backprojection. During the preceding 
iteration processes we adopted the smaller values 
Oh語 1X 10-3 and Oy = 1 X 10-2 lo suppress 
roughness more effectiveJy 10 give n stable starting 
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model for the final iteralion. In each iteration， we 3.4.1. j-D川 odel
have 1en Solulions of slowness perturbation corre- The starting and the final models of the spheri-

sponding 10 1he ten dala sets shown in Table 1. cally symmelric Vp struclure are liSled in Table 2. 
The ten solutions are averaged with weights pro・ They are plotted in Fig. 9. as well as tbe original 

portional to thc number of obscrvations cOlltaincd J1lodcl of Hcrrin cl :11. (1968). As lhc rcsull of 

in each data set. Then lhe spherically symmetric inversion the crusl and uppcrmosl manlle nre 

model is revised by averaging perturbations in the changed bllt the lower mantle is little changed. 

shel1s， where lhe contributions fro加 blockscon- From the surface to a depth of 100 km， the 
taining no ray are excluded. AlthOllgh the ray velocity increases by about 0.05 km s叶. The 

coverages are not uniform among the ten data sets largest change of 0.07 km S-I occurred at the 

dlle to the difference in station distribution， the deplh of 50-70 km and， inlriguingly， a low-veloc-

anomaly patterns and their amplitudes ofthe len ity layer (LVL) emerged directly below il. The 

individual solutions are quite simi1ar. L VL seen in Fig・9is small. A more distinct L VL 

TABLE2 
The slarung and Ihe finaJ. spherically symrnelric Vp model 

Node Deplh Slarling Final Node Deplh SlarlIng Final 
No. (km) Vp model Vp model No. (km) Vpmodel Vpmodel 

(km 5-1) (km 5-1) (km 5-1) (km 5-1) 

。 0.000 6.∞o 6.051 33 845.949 11.165 11.165 
1 5.324 6.053 6.104 34 893.164 11.252 11.252 
2 11.914 6.157 6.211 35 941.652 11.341 11.341 
3 19.m 6.393 6.451 36 991.406 11.427 11.425 
4 28.906 6.934 6.993 37 1042.434 11.512 11.510 
5 39.309 7.652 7.715 38 1094.727 11.596 11.593 
6 50.977 8.師 5 8.133 39 1148.293 11.681 11.678 
7 63.918 8.079 8.149 40 1203.125 11.768 11.762 
8 78.125 8.094 8.137 41 1259.230 11.853 11.844 
9 93.605 8.110 8.126 42 1316.602 11.936 11.927 
10 110.352 8.130 8.146 43 1375.246 12.019 12.010 
11 128.371 8.158 8.174 44 1435.156 12.101 12.093 
12 147.656 8.195 8.194 45 1496.340 12.184 12.176 
13 168.215 8.242 8.222 46 1558.789 12.266 12.258 
14 190.039 8.299 8.278 47 1622.512 12.344 12.336 
15 213.137 8.366 8.345 48 1687.500 12.420 12.418 
16 237.5∞ 8.斜4 8.411 49 1753.762 12.496 12.502 
17 263.137 8.534 8.488 50 1821.289 12.572 12.578 
18 2拘.039 8.637 8.591 51 1890.090 12.649 12.655 
19 318.215 8.752 8.705 52 1960.156 12.733 12.737 
20 347.656 8.880 8;852 53 2031.496 12.818 12.820 
21 378.371 9.022 9.017 54 2104.102 12.903 12.904 
22 410.352 9.177 9.172 55 2177.980 12.986 12.987 
23 443.605 9.345 9.339 56 2253.125 13.074 12.072 
24 478.125 9.526 9.513 57 2329.541 13.163 13.157 
25 513.918 9.720 9.697 58 2407.227 13.254 13.248 
26 550.977 9.924 9.901 59 2486.182 13.352 13.346 
27 589.309 10.137 10.114 60 2566.406 13.453 13.445 
28 628.拘6 10.358 10.345 61 2647.900 13.548 13.538 
29 669.777 10.582 10.581 62 2730.664 13.619 13.609 
30 711.914 10.8∞ 10.8∞ 63 2814.697 13.655 13.645 
31 755.324 10.978 10.977 64 29∞.以)Q 13.670 13.660 
32 8叩.0∞ 11.077 11.071 
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Fig. 9. Sphcrically symmclric models in lhc upper manlJc. 
Dashed curve indicalcs lhe“smoothed Herrin" model used as 
a sl:lrling model in lhis sludy. Two solid cu円 csindica le lhe 
originaJ model of Herrin el al. (1968) and lhe final modeJ givcn 
aCter five ilerations oC relocation and 3-D backprojeclion. A 

low velocilY layer of the rinal model should be noted. 

should exist. however， since the LVL resulted at 
every ileration， which was removed at the next 

iteration to simplify the calculation of ray path 
and travel time table. There are no signs for the 
exislence of the 400 km and 650 km discontinui-

lies as is expected for the framework of our inver-

sl0n. 
Figure 10 shows the plot of travel time residu-

als for the data set No_ 9_τbe residuals after th巴

first relocation using the initial symmetric Earth 

model is shown at the top， and those after the 
finaJ 3-D inversion at the bottom. The standard 

deviation of the readings P (excluding those iP 

and e P)， to which we assign a standard reading 

error of 0.3 s， is reduced from 1.43 5 (top) to 1.25 5 

(bottom). 

3.4.2. 3-D model 
The final solution of 3・Dslowness perturbation 

is shown in Fig. 11. The four depth ranges corre-
spond to those of the resolution map (Fig_ 8). We 

summarize the features that emerged from this 

figure. 
ln the depth range of 78-148 km， the slowness 

distribution is strongly correlated to lhe surface 
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tectonics (Fig. lla). The back-arc basins in the 

weslern Pacific. from the Bering Sea at the north-

ern end， to the Tasman Sea at th巴 southernend， 

inc1uding those behind lhe Sunda arc， alI exrubit 

large sJow anomalies of about 1.5-2.5%. The 

Caribbean Sea is also slow， but the Scotia Sea is 
not resolved_ The Phanerozoic orogenic belts， i.e円

the western part of the North America， East Asia， 
Zagros mountains and South Europ巴， are also 

slow. The Andes and the Himalayas have no slow 

anomalies in this depth range_ At the depth range 

29-78 km， however， there exist large slow anoma-
lies abo¥.Jl 1.5 x 2_0% beneath those mountains. 

The regions along the ridges have been ex-

pected to have slow anomalies from surface wave 

sludies (Woodhouse and Dziewonski， 1984: 
Nakanishi and Anderson， 1984; Suetsugu and 

Nakanishi， 1987). However¥our result shows the 

slow anomalies only in alimited area; in northerrト

most Atlantic around the IceJand hot spot， the 
northernmost East Pacific Rise. the Northern In-
dian Ocean‘lhe Red Sea， and the Great African 
Rift Valley， .all of which are cIose to the conti-
nents. The expected slow anomalies at the mid 

oceanic ridges far from the continents are 110t seel1 

due to small resolving power (see Fig. 8a). 
On the other hand， remarkably fast anomalies 

exist beneath the stabl巴continents:the Canadian 
shield， Greenland， the Fennoscandian shield， 

Siberian shield， lndian Peninsula， the African 

shield， and Australia. The fast anomalies in these 
areas are about 1-2%. No distinct fast anomalies 

are seen beneath Brazil and Antarctica due most 

probably to low resolution_ Other remarkable 

anomalies eXIst at the ocean side of some major 

trenches; the Kuril-Japan trench， lhe Tonga-Ker-

madec trench and lhe Java trench_ The fast 

anomalies in these areas reach about 2%. The 

resolving power at these areas is not so bad. 

The anomalies shown above are generally seen 

in the upper mantle at lhe depths down to about 

350 km; the structural pattern changes around this 

depth. The layer 478-629 km in the transition 
zone is shown in Fig. 11 b. Most of the back arc 

basins which exrubit slow anomalies at the depth 

78-148 km change to fast anomalies. This change 

may be due in part 10 the existence oC high veloc-

ity slabs. Such change is also seen in the S-wave 
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Fig. 10. Plot or travel lirne residuals against epicentral distance for lhe dala scl No. 9. Uppcr， lhc initial residuals arlcr山efirsl 
rclocauon; lower， lhe final rcsiduals after the fifth iterauon. 

caildia， to the arctic ar回.The small scale resolu-
tion around these areas is not so good， but large 
scale anomalies seem to be re1iable. There is also a 

slow anomaly belt from the northeastern Pacific to 
Antarctica， although the anomalies under the mid 
Pacific Ocean are less reliable (see Fig. 8b， bot・

tom). We thus find the large scale anomalies in the 

structure 01 Suetsugu and Nakanishi (1987); how-
ever， the transition depth is 120-180 km in their 
model. The orogenic bel ts 01 Westem America， 
East Asia， and Europe also change to the [ast 
regions.τ'he remarkable structure around trus de-
pth is the widely distributed slow anoma1ies [rom 
the northem Indian Ocean， through Fennos-
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• ./dat/sl仰か.dot 7B - 1~8 km 
?命令+++++++++++++++++++++++++++++++十+11 I I I11 
川 I r~n("\"l' 日比山・・・・~... .. 、.<俳+令 φ+令令令++i-++++++

色~...... .... .. . .. .. .. ... .....ゃ+
+ー........， 

.+.. +ゆ......・・・・.. . . . . . . . . --. . 000 
， φ++~+. 令令令令守令令令令・・・・・・・... '000000000000000000000'・・・・・・・・・・・・・て・

+++++++++++++キー←++++++++++++++++・・・・・・・.....o.........o.o..・・・・・・・・・・令令今+句

F国 t-2.0 -J.0 -iJ.5 0.5 1.0 2.0 Slowα3 

"+ + + 0 0 0 
• ./1ぬtlsl#5h5r.dat

......令・・ ...--r.++...+.・...+・令・・-
. .・・・・守令+令令令守令令令令守..，... . . ..・ 000

・...+..φ++++++++.+..命令令....... . .001 

Lt78 - 629 km 

F恒 t・2.0 -1.9 -1.5 O.5 1.0 2-，" Slowα〉

千 + + 0 0 0 
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RE-11.Slowness anomaly maps aithe four different depths.ThE CorfEspondins resolution maps are siven in Fig.8.Fast and Slow 
anomalies are indieated by crosses and circles. r眠peedVEly-TheEke of the symbols is proportional 10the square root of the 

perturbation. 
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../由tlsl#5h5'-.dat 12O3回 llt35km 

Fast・2.9 ・1.9 -9.5 9.5 1.9 2.9 51側 α〉

十 + + 000  

.../，ぬtlslが5h5'-.dat 2566 -29OO km' 
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Fost -2.9 -1.9 -9.5 9.5 1.9 2.9 Sl側 c，:)
+ + + 0 0 '0 

Fig.11 (∞nt泊ued).
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transition layer， i.e.， slow at the South Pacific and 
Westem Eurasia‘and fast at South America and 
its antipodal region of lhe westem Pacific. This 

pattern coincides to the 1 = 2 anomaly given from 

th巴freeosci1lation spectra by Masters et al. (1982)， 
and the surface waves studies such as Nakanishi 

and Anderson (1984)， Woodhouse and Dziewon-
ski (1984) and Tanimoto (1988). 1t should be 

noled lhat our approach "looks at" the even and 

odd degree anomalies in an equal weight， while 
lhe weight lies entirely or heavily on the even-de-

gree anomalies for lhe free oscillation or surface 

wave approach. The 1 = 2 anomaly must be a 
more distinct anomaly lhan the adjacent odd de-

gree anomalies.The fast anomaly beneath the East 

Pacific Rise of our model is not reliable at this 

depth (see Fig. 8b)， but the surface wave study of 
Suetsugu and Nakanishi (1987) also indicates such 

a fast anomaly. This fast anomaly extends to the 
lower mantle at depths up to 1435 km， which 
seems to be re1iable according to the large scale 
resolution map at depths > 800 km. 

At the depth range 1203-1435 km (Fig. l1c)， 
three large scale slow anomalies exist beneath the 

middle of the Pacific Plate， lhe Indo -Australia 

Plate and the African Plate. The lower mantle 
beneath the East Pacific Rise is generalIy fast. 
However，出巴 regionbeneath other nud oceanic 

ridges have no systematic anomalies. The global 
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pattem in general coincides to the model given by 

Morelli and Dziewonski (1986) shown in Dzie-
wonski and Woodhouse (1987)， who retrie¥i吋 a

harmonic expansion of lateral heterogeneity of 

P.wave velocities from the ISC data set. We notice 

here that there are fast anomalies along the exten-

sion of the great subduction slabs such as the 

Tonga-Kerrnadec， Java， South America， and 

Japan-Izu Slabs. One beneath the South America 
slab is also pointed out by Hager and Clayton 

(1989). These anomalies are observed from the 

transition zone down to this depth， suggesting the 
exIstence of the lower mant1e slab penetrations 
(Creager and Jordan‘ 1984). The small scale reso-

lution beneath出eseareas is general1y good (see 

Fig， 8c). 

Figure 11d shows the layer 2566-2900 km just 

above Ihe CMB. Three major slow anomalies are 

distinctive， beneath the East Pacific Rise， the sub-
duction region in southwesl Pacific， and from the 
sou1hern lndian Ocean 10 southwestern Africa. 

The arctic area incJuding the Bering Sea and 

Alaska is also slow. The larg巴 fastanomaly belt 
exists from northern Europe to the United States、
through the northern Pacific. Antarctica is also 

fast. These features are in good agreeinent with 
the model of Dz.iewonski (1984) and the model of 
More1li and Dziewonski (1986) presented in 
Giardini et al. (1987). 

TABLE 3 
Slowness perturbations in each 1ayer. Those for lhe first iteration are given in parentheses 

Layer Deplhs Slowness perl臼rbation(%) 

index range (1trn) Min. Max. r.m.s. 

1 0- 29 -3.781 (ー1.704) 2.979 (1.219) 0.581 (0.278) 
2 29- 78 ~4.1 38 (ー1.955) 3.540 (1.326) 0.680 (0.308) 
3 78-148 -4.256 ( -2.019) 3.289 (1.920) 0.705 (0.325) 
4 148-238 -2.461 (-l.3~2) 2.065 (1.215) 0.555 (0.3∞) 

5 238-348 一1.628( -1.012) 1. 783 (1.003) 0.418 (0.248) 
6 348-47& -1.609 (一0.775) 1.805 (0.944) 0.365 (0.196) 
7 478-629 -1.6卯 (-0.729) 1.713 (0.914) 0.380 (0.214) 
8 629-800 -1.452 (-0.803) 1.189 (0.694) 0.321 (0.181) 
9 800-991 ー1.736(-0.957) 1.159 (0.668) 0.313 (0.183) 
10 991-1203 -1.521 (ー0.911) 1.159 (0.851) 0.265 (0.167) 
11 1203-1435 -0.883 (ー0.587) 1.231 (0.686) 0.243 (0.147) 
12 1435-1688 -0.971 (ー0.593) 1.024 (0.568) 0.225 (0.140) 
13 1688-1960 -0.885 (ー0.677) 0.841 (0.425) 0.206 (0.133) 
14 1960-2253 -0.717 (ー0.400) 0.787 (0.493) 0.202 (0.131) 

15 2253-2566 -0.686 ( -0.509) 0.957 (0.554) 0.249 (0.163) 

16 2566-2900 -0.99~ ( -0.633) 0.917 (0.594) 0.283 (0.191) 

に
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Fig. 12. Vertical cross section oC the slowness perturbation (upper) and出echeckerboard resolution (lower) along the great circle 
lhrough Japan and south Africa drawn on the map in the ccnter. Depth scale with 5∞kminterval is givcn nt the left. Pole position o( 
lhe great circle is given at the top left. 
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fig. 13. Verlical cross seclion along Ihe GuU of Mexico and Ihe Tonga-New Hebrides trench. See Fig. 12 for olher explanations. 
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The minimum. the maximum and lhe r.mふ

values of the perturbations in each layer are listed 
in Table 3. The r.m.s. perlurbation is large in the 
upper mantle， and it decreases with depth down to 
1960-2253 km. and again increases towards the 
CMB. This trend agrees well with the resull of 
Dziewonski (1984). The largest r.mふ perturbation
of 0.705% is in the upper mantle layer 78-148 km 
shown in Fig. 11a. The smal1est valu巴0.202%is in 
the layer of 1960-2253 km in the lower mantle. 
The maximum absolute values of the perturba-
tions in the depth ranges 629-800 km. 1960-2253 
km and 2566-2900 km are 1.45%， 0.79% and 
0.99忠 respectively.ln the model of Dziewonski 
(1984)， the minimum r.m.s. perturbation appear-
ing at the depth of 2000 km is three times as sma11 
as those at 670 km and CMB. However， our model 
does not show such a large difference. The large 
amplitudes in the model of Dziewonski (1984) at 
670 km and CMB should be due partly to a 
boundary effect of the expansion with the 
Legendre polynornials. 

Figures 12 and 13 show the vertical cross酬 sec・1

tions of the mant1e. The top figures (Fig. 12a and 
13a) display the slowness perturbations from the 
surface to th巴 CMBunder the great circle， wluch 
is indicated by the thick circle in the map given in 
the portion of 1he core. Perturbations greater than 
土1.2%are clipped. The bot1om figures (Fig. 12b 
and 13b) are the checkerboard resolution maps for 
perturbations of土2鬼 abJack or a white area 
involves 4 X 4 X 2 blocks; which is the middle siz.e 
of the pattern between the top and the bottom of 
Fig. 8. 

ln the top par1 of Fig. 12a， a dipping fast 
anomaly of up to 1.5% in the upper mantle ex-
tending downward from the J apan trench is clearly 
seen. It extends to a depth of 1000 km beneath the 
east coast of Cruna. The anomaly is about 2000 
km long from the Japan trench; the dip angle is 
25-300 from the surface， in good agreement with 
the dip angle of the Wadati-Benioff z.one. The 
resolution in this part appears to be quite good 
according to Fig. 12b. The fast anomaly， thus， 
strong1y suggests the subducting Pacific Plate 
penetrating into the lower mantle， which i5 a150 
pointed out in the P-lime tomography benealh the 
Japan Islands by Karniya et a1. (1988).百1erei5 a 
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Jarge， s)ow anomaly above lhis dipping faSl 
anomaly、afeature commonly seen in the backarc 
basins of the Western Pacific. The shallow fast 
anomaly near the Japan trench is underlain by an 
exceptional slow anomaly. 

Figure 13 shows another section crossing the 
Tonga trench， Gulf of Mexico， and Africa. Most 
remarkable is the structure beneath the Tonga 
trench. Here a1so exists the dipping fast anomaly 
of up to 2% extending downward from the Tonga 
trench. Th巴dipangle is consistent with that of出巴

Wadati-Benioff z.one. It reaclJes a depth of about 
1000 km or more beneath the New Hebrides. Also 
remarkable is an extensive， slow anomaly above 
the dipping fast anomaly. There is a liltle slow 
anomaly overlain by the fast anoma1y at the trench， 

a feature also seen at the Japan trench. Further 
oceanward there is an exceptional slow anomaly 
deep in the mantle a1 depths 1000-2000 km be-
neath the cluster of oceanic islands such as Socie1y 
Islands and the Tubuai Islands. Ariother remarka-
ble slructure in trus section lies beneath Florida， 
wher巴 avertically extending fast anomaly of 
0.5-1.0% exists at depths from 629 km to 2253 
km. Trus anomaly just coincides to the S-wave 
velocity anomaly found by Grand (1987). His 
result shows lhe fas1 bodies of about 1鬼 tha1
extend from the deplh of 700 km to the deeper 
limit in his analysis， 1700 .km. We support his 
result and have found tha1. the anomaly extends 
deeper. A large， slow anomaly extending down to 
800 km beneath the Great African Rift Valley is 
also seen in trus section. Although the resolving 
power is weak around the region， the depth limit 
is very clear. 

3.5. Variance mapping 

ln addition to the checkerboard resolution， the 
reliability of the solution is tested by ca1culating 
approx.imate variances. Ten independent sets of 
gaussian noise input have been inverted and the 
variance of the solution is estimated according to 
eqn. (33). The standard deviation of the input 
noise is set to be the same as inthe real data 
inversion， i.e.， 0.1， 0.3 and 1.0 s for iP， P， and eP 
readings， respectively. The standard deviation of 
the resultanl final residuals should be close to that 

4
A
 

E
U
 



WHOl.E MANTLE I'.WAVE TRAVEL T1ME TOMOGRAPHY 323 

担
一
山

O

国
防

0

Fig. 14. Variance maps ror lhe dala sel No. 9 given from gaussian noise inpul. The corresponding reSolution maps and slowness 
anomaly maps are shown in Figs. 8 and 11， respeclively. Size or lhe circles indicates lhe slandard deviation of perturbations陶
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sd門、#5f1 25邸-2900 km 
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Fig. 14 (continued). 
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of the reading errors， if our model parameteriz.a-
tion is complete， to represent the true Earth. How-
ever， the final residuals plotted in Fig. 10b have 
larger standard deviation of 1.25 s for P readings， 
which is 4.2( = 1.25/0.3) times as large as lhe 
assumed value. The discrepancy is due probably 
to both the incomplete parameterization and the 
wrong assumption on the reading errors. Taking 
these two possibi1ities into ac∞unt. the variance 
given from the gaussian noise input is rescaled by 
a factor of 4.2， so血atit is of the same magnitude 
as the variance of the final residuals. 

To discuss the variance maps， some COl11Qlents 
are deserved. Ouf final solution has been ohtained 
by stacking the ten solutions.τbe variance maps 
shown here are， on the o血erhand， based on a 
solution for one data set. Therefore， the plotted 
values of the standatd deviation on the maps must 
be scaled by a factor of about 1/ {io， i.e.， the true 
variance should be much smal1er..Figure 14 shows 
the approximate standard deviations of the solu-
tion calculated for the data set of No. 9 at the 

0.1 0.2 
0 。
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same depth ranges as those in Figs. 8 and 11. The 
gross pattern is the same as that of the resolution 
maps， i.e.， areas of small standard deviation corre-
spond to those resolved wel1. The solution is accu-
rate in the upper mantle beneath the circum 
Pacific， South Asia and Europe. and inaccurate 
beneath the oceanS. ln the regions oI interest， i.e吋

the areas resolved well. the standard deviations 
given on the maps are about 0.2-0.5%. Thus， 
those of the finaI solution can be estimated to 
about 0.05-0.2%， which is sma11 enough as com-
pared with the pertu巾ationsin the final solution 
shown in Fig. 11. 

Another way of mapping the variance distribu-
tion is to calculate the variances of the ten solu-
tions given from the ten rea1 data sets directly; an 
example is shown in Fig. 15. This provides， in a 
sense， a more rea1istic estimate because it is given 
not from artificial noise hut from lhe real noise on 
the data. However， it is unforlunate that the in-
troduction of the first order smoothness causes 
unrea1istica11y sma11 variancesat the portion of 

Jj78 - 629 km 

000  
Fig. 15. Variance map given from the len solulIons obtained from lhe ten data sets in Table 1. Si，e of the circles indicates lhe 
slandard devialion of pcrturbations. 
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sparse data. such as the upper mantle beneath the 
oceans. Therefore， the variance cannot be com-
pared from region to region in this map. Only the 
variance at the portion of abundant data is signifi-
can t，印dthe fraction of about 1/行百 ofthe 
standard deviation gives that of. the estimated 
slowness perturbation. The latter corresponds to 
the standard deviation estimated from the ten 
data sets with gaussian noise input. ln fact， we see 
a fair agreement in those values between Figs. 14 
and 15 for the areas well resolved. 

4. Discussion and conclusion 

The global P-time tomographic inversions com崎

parable to this study are those given by Dziewon-
ski (1984) and Hager and Clayton (1989). The 
largest difference between these and ours is our 
reconstruction of' both the upper and the lower 
mantle using both shallow and deep events and 
both near and distant phases. We for the first time 
have revealed出eupper few hundred kilometers of 
the rnantle using P-waves on a global scale. As 
pointed out by the previous authors， the use of 
short distance phases is sornewha1 dubious be-
cause of possible phase misiden1ificalions. The 
result of our inversion might be biased in this 
sense. On the other hand， their method， in which 
1he upper mantle anornalies are dealt with as 
station and source佃 omali民 isalso dubious 10 
the same ex1ent. For now it is difficult to estimate 
either effec1 quantitatively. Consistency of our 
result with those from independent data sets for 
the upper mantle (e.g.， Montagner， 1986; Grand， 
1987; Suetsugu and Nakanishi， 1987) impIies the 
appropriateness of our approach. 

Dziewonsk.i (1984) pararneterized the lower 
mantle with the low order harmonics. To represent 
such a finer scale heterogeneity as泊 ourstudy， 

however，由eharmonic expansion would be Iess 
adequate than the use of local basis， as far as we 
invert the body wave delay times. A problem of 
Oziewonski (1984) is the absence of mapping relト
ability， though the variances of the harmonic ex-
pansion coefficients are tabulated and discussed 
quaIitatively. The problems of Hager and Clayton 
(1989) may also be pointed out. (1) No iteration 
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of relocation and backprojection has been done. 
(2) There is no variance map. (3) The resolution 
analysis is insufficient. Hager and Clayton (1989) 
adopted the horizontal block configuration of 
nearly equal area division which would be better 
than ours. because our model caused an extremely 
slow convergence at polar regions in the backpro-
jection. The difference of backprojection technique 
as well as the l1umber of iterations probably does 
not affect the gross property of the solution. The 
largest problem in the studies of Dziewonski (1984) 
and Hager and Claytol1 (1989) is the lack of 
intensive analysis of the reliability of the solu也

tions， which is of primary importance in any field 
of inverse problems. 

Although a11 three studies thus involve some 
difficulties、ourconcem is on the final results. The 
three results of inversion for the lower mantle are 
similar in the lowest orders. However司 thereare 
aIso many discrepancies. As discussed by Hager 
and Clayton (1989)， it is not c1ear at present why 
the discrepancies arise and which tell the truth. 
We hope tha t our result is the best. 

We point out here two problerns on the vertical 
struclure. First， some systematic trend in the plot 
of residua1s against distance has still remained for 
each event in the fina1 result， though it is hidden 
in the superposed plots given in Fig. 10. Second， 
the vertical roughness parameter Uv has not been 
uniquely constrained by the cross va1idation. A 
smaller vertical smoothness than one we adopted 
provides neither better nor worse results. This may 
imply that the vertical heterogeneity of the mantle 
relative to our smoothed 1-D model varies more 
rapidly than allowed by our parameterization. sug-
gesting the potential power of the ISC P time data 
set to resolve a finer structure of the mantle. There 
are a number of events in the subduction zones 
not used in this study. Sinc沼 thelargest anoma1ies 
are expected around the upper few hundred 
kilomet巴rsbeneath the subduction zones， these 
areas have to be reconstructed with more finely 
sampled basis. In terms of computation， the use of 
finer blocks and larger number of data is not 
impractica1 on recent large supercomputers. AI・
though the speed of convergence in the backpro-
jection should be slow for a finely sarnpled model. 
there are some techniques to overcome it， such as 
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successive biseClion algorilhm adopted in Inoue 

(1986) or the use of an irregularly sized di吋sion

with dense grids at the subduction zones. 

We presented in this paper Ihe melhod of whole 

mantle travel lime inversion which we have devel-

oped. al1d the partial r巴sultof its application to 

the vast amounl of ISC dala. The result for the 

lower mantle is si凶 larto the previous sludies in 

the longest wavelengths. We， however. resolved 
the finer structure of both the upper and the lower 

manlle which should provide ample information 

for understanding the Earlh's global tectonics， 

such as slab penetration inlo the lower manlle. 

The resolution and variance maps obtained wi11 be 

useful for the interpretation of the result. FuJJ 

description of lhe result and its interpretation wi1l 
be given elsewhere. 
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Penalized Logistic Regression Machines: 

New methods for statistical prediction.2 

Kunio Tanabe事

Abstract: Support Vector Machines(Vapnik，1979.'95， '98) have been recognized腿 power-
ful method for learning certa泊 structuresfrom data for prediction. Their success is due to 
intrinsic combination of the quadratic programming models with Kemel Method. The ma-
chine， however， does not seem to accomodate very well the cases where the mechaniam of 
generating da.ta is largely of stochastic nature. By employing the pena.lized logistic regres-
sion model， we make a. sta.tistica.l a.ttempt七oconstruct multiclass discrimination machines 
which ca.n ha.ndle much noisier stochastic data to be competetive with SVM in such an envi-
ronment. It is shown七hatby penalizing the likelihood in a spec析cω仰， ωeωnintrinsically 
combine . the logistic reg何 ssionmodel叫 ththe kemel methods. lIi particular， a new clαss 
01 penalty functions andαssociated normalized projective kemels are加troducedto gain a 
versatile induction power 01 our leam飢9machines. The closed formulas are given for the 
fi.rst and second derivetives of the log penalized logistic regression likelihood， whose Hessian 
ma.trix is shown to be positive defi.nite and uniformly bounded. Dual classes of globall官
convergent learning machines(algorithms) are given for obtaining the optimal parameters 
for both probabilistic and deterministic prediction. Analysis of the rate of convergence 
is given for each class of machines. The type-II( or marginal) likelihood a.nd Generalized 
Information Criteria are叫sogiven in closed form for determining the optimal value of 
hyperparameters in the model so也前七hemachines have a due induction capacity to the 
8Ize and the quali旬 ofan倒 ailabletra仰向，gdata set. 

1 Multiclass Discrimination 
Problem 

Let us consider the problem of multiclass discrimina-
tion given a fi.nite number of traini昭 datase七{(Xioc.)} 
同 1，.・.，N，where X; is a column vector of siz己nwho喧e
elements may be bo色hcontinuous and discrete num-
bers and c. takes a value in the fi.nite set {1，2，…，K} 
of classes. We are concerned with the construction of 

i) a conditional multinomial distribution M(p*(x)) 
of c given x E R"， where 

p*(x) is a predictive probabili七yvector whose k-th 
element pj; (x) indicates 

the probability of c taking the value k， 
and also 

ii) prediction function c= d*(x)ε{1，2，…，K} 

which can be used respectively回 stochasticand de-
terministic prediction of c given x. 

There have been extensive lietratures for solving 
the problem. They include， for example， Mangasarian 
(1965， 1968， 1979， 1994)， Vapnik(1979， 1995， 1998)， 
Hand(1982， 1997)， McLachlan(1992)， Ripley(1994， 19 

*The Institute of Statistical Mathematics， 4.・6-7Minamiaz-
abu， MIllatoku， Tokyo 106-8569， Japan Tel 03・5421・8754，Fax 
03-3446・1695，e-mail tanabe@ism.蹴 .jp

96)， H制 ie，Tibshira.ni and Buja(1994)， Bishop(1995)， 
Cherkassky and Mulier(1998)， Scholkopf， Burges and 
Smola， A.J. (1999)七oname only a few. The purpose 
of this pa.per is to give a.nother look at theprobelm 
in order to obtain a new class of computa.tional alglか

もithmsfor prぽlictorsand also to introduce criteria for 
determining a. statistically due induction capacity of 
もhepredictors to given training data. 

Througho叫 thepaper， we will use出efollowing nか
ta.tions: Let e"三 (0，…，0，1，0，…，O))tbethe k-出 unit
column vector of size K， and let the K x N constant 
matrix Y be defi.ned by 

Y三 [Yli ぬ; 一 YN]三 [e"ti e"2; ・・・ eCNI 
(1) 

whose j-th column vector 約三 eC;jindicates which class 
the da七aCj belongs to. 

2 Normalized Projective Kernels 

Following出eidea of the Support Vector Machines 
(SVMs)， we introduce a map 

/仇(x，λ)¥
I tf>2(X，入)¥ 

4>(x，λ)三 l' . I 

¥ゆm(x，λ)1

(2) 
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There are many possibilities for choosing the hy-
perpara~~eterμ. A typical choice isμ = N-lがlN= 
N-1E二1ゆ(Xj).We briefly touch on the relationship 
of the normalized projective kernel to the ordinary (but 
norIJ1alized) kernel応。(x，y)=が(x)E-lゆ(ν).lnpar-
ticular， we relate the matrLx in Eq.(7) and the function 
in Eq.(8) to the existing ones. Ifμis chosen as above， 
then 

frolll R" into R/n， whereλis a hyperparamter vector. 

Forゆ(x，λ)，we can choose a set {ゆm(X，入)}問lι川 of
arbitrarily many functions.、1Vewill drop the argume凶
λfor l1otational simliciむy.

に::，= N~~rr + (IN -~OrrN)κg(IN -~OrrN) ， 

Itw(X) = ~~lN + (IN ーゆロロN)(町(X)-N-l~OにglN)

where IIN 三 N-I1N1~ 弱 the orthogonal projector 
onto七hespace spanned by lN. These equations can 
be used舗 formulasfor converting the回 istingkernels 
to norma1ized projec七ivekernels. 

Let It be the m x N constant matrix defined by 

@三[ct(Xdi ゆ(X2); ・・・; ゆ(XN)1 (3) 

whose 上thcolumn vector.isゆ(x;).1n order to gain a 
versatile induction power of the resulting method we 
always include the constant function恥(X)三 ω舗 a
member of the regressors， and let the associated aug‘ 

mented O1ap否(x)and the (m+ 1) x N constant matrix 
苔bedefined respectively by 

Smola， Scholkopf and Muller(1998) showed a cor-
respondence between regularization pena1ti倍 andker-
nels in the SVM framework. Ho'明 ver，we should not 
interpret their results掴 saying出ata choice of ker-
nel determines regularization pena1ty. There sti11 re-
mains a 10色ofrooms for us to control the way in which 
kernels and penalties are connected，槌 W回 shownin 
Tanabe(2001). For the origin of出ekernel method， 
see Navikoff(1962)， Aizermann Braverman and Rozo-
noer(1964). See also Hand(1982) and Scholkopf， Burges 
and Smola(1999) for i旬 recentdevelopment. For an-
other wa.y of modiかingthe kernel function， see Amari 
and Wu(1999) which employed modifica.tion of出eform，
c(x)c(引に。(x，y)， where c(x) is a data-dependent func・
色ion.

(4) 

whereωis a. fixednonnega色iveconstant to be cOl1sid・
ered同a.hyperparameter. 

o== [w~~] 事(x)霊(ぷ))，and 

ln order to prepare for出.earguments il1 the sub-
sequent sections， we need to introduce a Normalized 
Projective Kernel function K:"，(x，y) of two arguments 
(x， y) ER1l X R1¥， defined by the bilinear form 

ん (x，y)==ず(X)豆ー14)(ν)

会(ω2+帥)ーωμ)tE-1(吋(ν)叩))，

cþ~ + (ct(x) -CToμ)吃ー1(ゆ(y)一向μ))， (5) 

ofthe maps O"(x) and l(y)， whereず(x)泊 thet即 lspose
of the column vector 4)(x) and宮isan (m+l) x (m+l) 
positive definite matrix which is parametrized簡

Penalized Logistic Regression 
勘lodels
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In order to solve出.eproblem mentioned earlier， we 
introduce the pena1ized logistic regression model.、1Ve
assume tha:七 thejoint probability distribution C(x， y) 
of (x， y) from which the training data is sampled is un-
known and that the conditional distribution ((ylx) of y 
given x， fol1ows the m¥剛ul加t悦inoωom凶ia.'必1dis釦tr巾 u叫ti蜘oω叩nM(印似p(Xωz吋叫)η ) 
s句p巴切則cifiedb匂'ythe probability vector 

zZμt]例

by a scalar σ， a column vector μand an mXm positive 

definite matrLx E， which are considered to be hyper-
parameters，叩d~O ョ ω/σ. Note that any positive 
definite matrix ~ can be p凶 inthis form， because出e
middle part of Eq.(6) is an m-step-premature Cholesky 
decomposition of E 

~]言[ご

I Pl(X)¥ 
I P2(忽)I 

p(x) == I --: . I室長(f(X))， 

¥PK(X)/ 

which is pa.rametrized by the logistic transform t(f)， 
due to Leona.rd(1973)， of the affine transformation I(x) 
of the ma.p剥x)，where 

(9) 

It will be shown in Sections 6 a.nd 7 tha.t wi七ha. 
pena.lized logistic regression model given in the next 
section we could work directly with the kernel function 
without res~rting explicitly to the ma.p 4)(x) and the 
parameter宮 themselves. ln fact， we only need出e
N x N constant matrLx 

にi=[だω(x"x;)1 圭E ず ~-lø
ゅ~lNl~ + (φ 一向μl!V)CE-1(φ -rþoμ1~ )(7) 

(10) 

I PIU)¥ 
I P2(f) ¥ eX"D (， 

p(n == I 1':<~J I 1， where PkU)冨子PJk 

¥... 'IJ:¥ J E exp Ii 
¥PK(f) / i;:l 

and the mapκω(x) from Rn into RN defined by 

ず言-lq5(X)

ゅ~1N + (~ー恥μl!v )t E-1(ゆ-CToμ)(8) 

κω(X) 
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which is to be ma.ximized for obtaining the optimal pa-
rameter value W* of the model， where O E [0，∞)is a 
balancing parameter introduced for notationaI conve-
nience， although it could be absorbed in the param-
eters r andJor吉. We have introdllced七hematrices 
r and I:， the vectors μand入， the scalarsω，σand O 

泊 h抑 erparametersfor the model so that we can gain 
a variety of inductio叫'generalization)capαcity of the 
resulting machines by controlling them according to 
the sampling scheme of training data set and also to 
the prospective si七uationin which the predictor is to 
be used. Generally， we determine the values of the 
hyperparameters by a statistical criteria such as th巴

empirical Bayes method， the ma.ximum Type II likeli-
hood method and GIC method as as will be discussed 
in Section 8. The choice ofr does not affect the kernel 
function itself as wiIl be seen in Sections 6 and 7， but it 
controls the learnil1g process and hence the induction 
characteristics of七heobtainable predictor. In other 
words， the induction penalty does not completely spec・
の thekernel function. We assume through Section 
6 that th句 ehyperparameters are fixed. Some of the 
hyperparameters could be specifiedαp吋ori.In other 
words，七heycould be modeled further to meet the spe司

cific situaむionof the training data and the objective of 
prediction. See [1] fo1' furthe1' discussions on this point. 
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Wo e1ncl I-V are 1'espectively an J( x 1 pa1'ameter vector 

e1nd an J( x m pa1'amete1' matrix to be estimated from 
the given training data， {(x;， Yi)}戸 1....，N 国仇 givel1
in Eq.(l)， and the K x (m + 1) augmented parame-
te1' matrix すさ同 ;W]is introduced fo1' notational 
convemence. 

The parametrization of the conditional probability 
model by the matrix W is a redundant one and the sta-
tistical co町 entionis that one of its row vector(say， the 
K-th one) is set to be zero. But we maintain the sym-
metric parametrization in Eq.(l1) for both numerical 
stability and modeling impartiality which were shown 
in Ta凶 beand Sagae(1984， 1992， 1999)， Tanabe(1985， 
1987)， Tanabe， Sagae and Ueda(1988) for a nonpara-
metric Bayesian density estimation. 

Ifthe data iS.completely separable by the map f(x)， 
there exists no ma.ximum likelihood estimate of W 
which ma.ximizes the likelihood function 

N N N 

L(W)三11PCj(Xj)三日九(f(Xj))さ 11PCj (W if;(x)) Maximum PLR Likelihood 

The maximum penalized logistic 1'eg1'ession likelihood 
estimate W. is given by minnimizing the negative-Iog-
penalized-likelihood， 

4 

(16) 

pl，，(W)三一logPL，，(W) 
N 仰

乞l09九(f(Zj))+itmer悶 Wt

A tedius buむstraightfo1'wardcalculation gives the 
first and the second derivatives of the function plo(W). 
Bishop(1992) gave a set of formulas to be composed 
for obtaining these derivatives， but his formulas can 
be furthe1' simplified to the following closed formulas， 
in which many terms in his fo1'mulas have been can-
celled out one another in the case of the likelihood 
of the multinomial distribution. See also Tanabe and 
Sagae(1984，'92，'99) in which we employed a similar pe-
nalized likelihood bllt with a positive semidefinite ma-
t1'ix r fo1' nonparamet1'ic Bayesian density estimation. 
Lemma 1: The following equalities hold for O 2: o. 

(12) 
with respect to W. Besides， ev巴nin the cases where the 
maximum likelihood estimate W** exists， overfitting 
could occur with W~\ If this is the case， the learning 
process of maximizing the likelihhod suffers from the 
phenomenon called 'overlearning¥In order to avoid it 
and obtain a due induction(generalizαtion) capacity to 
the size and the quality 0/ an available training dαta 
set， we introduce a penalty function 

Pindu.ct(育)三州ーシぃ

(13) 主吋-i||r吉村 II~)

(17) Vplo(W)三 (P(W)-Y)苔t+占F耳壇，
N 

V2plO(W)三乞{(事(Xj)ず(Xj))

③([p(町)]-p(Xj)戸(Xj))}+ d主③r

(14) 

where r is an J( x J( positive definite matrix，言， σ，
μand ~ are given in Section 2， 11 IIF i匂sthe Froben凶iu
norm， and 11αIIf三 atra. We will call it induction 
penalty in this paper. 

三回P(-j(ii叫十WμI!f.十tracerw~wt)) ， 

We employ the penalized logistic regression(PLR) 
likelihood 

PLo(W)三 L(W)ほduぷW)
N 向

日九(W(t(仰
(18) 

where V三 δ/δ'Warranged in the same K x (m + 1) 
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matrbc form as n' itself， Y and苔areconstant matric国

defined respective!y in Eqs.(l) a.nd (4)， P(W) is the 
I<xNm乱trixdefined by 

P(W)三伊(xd;p(X2);ー・;以内)1， (19) 

whose j-th co!umn vector is given by 

p(Xj)冨 sU(町))三戸(W事(Xj)) (20) 

[P]三 daig(p)is the dia.gona.l ma.trL，< formed from the 
vector p， a.nd @ is the tensor product. 

Lemma 2: The following equa.lities hold for 6さo.

oE@r ベザpI6(W)

ベ (事事tH~ [vpj +o吉@r

ベ (事苔，t)⑧ (1[(-K-1IKl}d + d吉@f

ベ (苔ず)⑧IK+o吉@r， (21) 

where AペBimplies that B -A is a. nonnegative 
definite matrix， IK is the identity matrbc of size K. 
IIN == N-I1Nl~ is the orthogonal projector onto the 

space spa.nned by lN， a.ndゆ三 Vp(ザ)芸 jflP(Zj)

is the sma.11est vector such tha.t Vp主p(町)for j = 
1，2， •... N a.nd the inequa.lity is mea.nt elementwise. S田

[1] for色heproof. 

Proposition 3: The functions. p1o(唱す)a.nd pl.s(W) 
(o > 0) are convex a.nd strictly convex functions re-
spectively with respect to the pa.ra.meter W. The func-
tion p1o(す)ha.s the unique minimum point w. which 
satisfies the∞ndition.旬以下y*)= O/(，m+1. where 
OK，m+l is the K x (m + 1) zero m叫 rix.See [1] for the 
proof. 

Now we ca.n give the predictors which will be ca.11ed 
Penalized Logistic Regression' Predictors(PLRPs). 

PLRP:、'fVea.dopt p*(x)三戸(j*(X))== p(存可(X)).
槌a.our predictive probability vector. and y*(x)三

αrgrnpfZ(z)asour determinisuc predictorl function， 

where f事件)== W*4)(x). 

5 Penalized Logistic Regression 
h在achines

Ba.sed on Lemma 1 and 2. we ca.n now construct itera.-
tive a.lgorithms for computing W¥which wi1l be ca.lled 
penalized logistic reg問 ssionmachine (PLRM). We will 
give three ma.chin関 tobe chosen by users a.ccording to 
the ava.ilabiIity of their computational resources. 

PLRM・1:Starting wi出a.nI< x (m + 1) matrix WO. 
gener a.te a. s問uenceofmatrices {W'h==1ιby  the 
iterative formula for i=O.l，2.…，∞， 

Wi+l = Wiーαi((P(ず)-Y)ず+drwi吉)， (22) 
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where苔isthe constant matrix given in Eqs. (3). 

Theorem 4: The sequence genera.ted by PLR1I-l 
conver伊 tothe unique minimizer W. of pl6 for any 

choice of initial matrix W" under certain conclition 
which w回 specifiedin Tanabe(2001).ゐrexa.mple向苫

(IIEII(IIK:II + d"llrll))ー Thenits convergence rate is 
l国 sth制 1-6((11に::11+ 611r!l)llr-1Ilcond宮)-l，where 
condA 三 IIAIIIIA-1 1I(~ 1) is the condition number of a 
matrix A a.nd IIAII is the spectral norm of A. See (1] 
for details a.nd the proof. 

PLRM・1ふ Startingwith a.n I< x (m + 1) matrix 

W'.酔n悶e町ra制b凶ea se叩q中ue叩nc伺eof ma.trices {百w'戸i}同

色叶heiむera.tive formula晶'.

官官i+1 す胃....守訴
~v'-'-' = ~V'- αið. ~V'， i = 0.1. 2. ....∞ (23) 

where the ma.trLx incrementム宵戸 isthe unique solu-
tion of the linear matric equation. 

ed.ず苔ず +ord.ず吉 =(P(ず)ー Y)苔t+orw官，
(24) 

where e is either ofthe nondega.tive definite ma.trices 
[Vpl. IK -I<-11K1k'or IK. 

We a.lso propose a PLRM. which h阻a.superlinea.r 
converge property. 

PLRM-2: S同rtingwith an I< x (m + 1) matrix W'. 
genera.te a s岡田nceof mat山 es{W'h=lι.. by the 
iterative formula.. 

ず+l= J.-Vi_αAFV，t=o，l，2，…，∞， (25) 

where .t.W' is the unique solution of出.elinear ma.trix 
equation. 

N 

E ((P(Xj)] -p(Xj)印(Xj))古)d.W'(事(Xj)ず(Xj))
j=1 

+oro.w'宮=(P(ず)-Y)苔t+ or'ず吉. (26) 

For the convergence ana.1ysis of PLRM・1.2and PLRM-
2see[1]. 

6 Dual Penalized Logistic 
Regression Likelihood 

The success of SV1;Is is largely due to intrinsic com-
bina.tioll of their quaclratic programming model with 
the kernel methods.、'fVewill show that the penalized 
logistic regression model also yields a. certa.in dua.Uty 
which leads intrinsically to the kemel methods. 

Eq.(??) implies that the rninimizer w. of plo(W) 
is of the form 

W.=v匂t豆一 (27) 
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where V事==d-1r-1(y -P(W*)). Therefore， by intro-
ducing the dual parameter ma.trix V of size K x N in 
such a. wa.y坦

W=V苔t吉田 (28)

we only ha.veむominimize the nega.tive log pena.lized 
logistic regression likelihood 

plo(V)霊山(W)三 plo(V苔官-1) (29) 

with 悶 pectto V instea.d of ma.trix W. This tra.nsfor-
ma.tion of the para.meters naturally leads to the kernel 
methods. Substit凶 ingEq.(28) into Eq.(ll)， we ha.ve 

f(x)三帝京x)= V苔tE-l4)(x) = Vttw(X)・ (30) 

The matrix P(す)民 unchang町1with this transforma.-
tion， bu色cana.lso be denoted by T(V) == P(宵)三

P(V苔t芝山¥whose j-th column vector 

p(Xj)室長(f(Xj))=戸(Vκω(Xj)) (31) 

C副 becomputed by using the m80p九 (X)only. Since 
the p8or8ometer transform8otion is linear， the function 
pl.;(V) is also a convex function with rerspct to the 
dual parameter V， in terms of which it is represented 
by 

p1o(V)三 plo(V苓tE-l)

N 

=-E109九(Vl¥;w(X伽

Remark: The tra.nsformed negative log penalized like-
lihood p1o(V) involves only the ma.trix κιits column 
vectors {κw(Xj)}組 dr. Also the predictor probability 
vector {p( Xj)} involves only出ekern叫functio九九(X).
They do not depend explicitly on φ，ゆ(X)nor r:. 

Lemma 5: The deriva.tives of plli with respect to the 
dual pa.rameter V are given a.s follows. 

V'p11i(V)三 (T(V)-y + 8rV)κt， (33) 

N 

'y2p1o(V)三乞((ttw(Xj)札(Xj))

③(胎(Xi)]-p(町)pt(Xj))}+ Oに2②r (34) 

where Y and に~ are constant ma色ricesgiven respec-
tively in Eqs.(1) and (7). The second deriva.tives 80re 
uniformly bOl1nded. See [1] for more cletails and the 
proof. 

Proposition 6: There exists at least a minimizer V** 
of the negative log_penalized likelihood fl1nction plo (V) 
which satisfies V'plo(V**) = OK.N. 
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7 Dual Penalized Logistic 
Regression Machines 

We c80n construct 80n iterative algorithm for computing 
V*.， which will be c80lled dual penalized logistic旬 9陀 s-
sion machine (dPLRM). 

If the m80trbc に~ is nonsingul8or， V帥 =V. is the 
mInimizer which is the unique solution of出ema.trix 
equa.tion， 

D(V)言 P(V)-Y + drv = OK，N. (35) 

Firstly we give a.n 8olgorithm for this c回 e.
dPLRM・0:St80rting with 80n K x N matrix VO， geneト
80te a. seq田 nceof matrices {V包}同ι.by the itera.tive 
formul8o for i=0，1，2，…，∞ 

Vi+l = Viーα;(p(v')ー Y+ drV'). (36) 

Theorem 7: The sequence gener80ted by dPLRM-O 
converges to the unique minimizer V. of pIo(V) for 
any choice of initia.l m80trix VO under cert80in condition， 
which wa.s specified in Tanabe(2001)， for example向=

(11κ:~II+ðllfll) -1. Then its convergence rate is less出回

1 -ó(( 1I κ~\\ + dllflDllr-1¥D一1.See [1] for the proof. 

Remark : The vector field defined by D(V)加 not80 
gradient vector field. Since the dual machine dPLRM-O 
which employs this vector field is such a simple proc回 S

田 torequire only the evalu前ionsof .P(V) -Y and rv 
and no matrix inversion， the present 8outhor c8onnnot 
help speculating if this dual m80chine is 80 better 8op-
proximation to phisiological re80lity of learing process 
th80n the existing m80chines 80nd the other m80chines in噌

troduced in this p8oper. 

Ifに~ is a singular m8otrix， then we have the follow-
ing algorithm， whose convergence is gener80lly slower 
than dPLRM-O. 
dPLRM・1:St80rting with 80n K x N m80trix VO， gener-
80te a sequence of m叫 rices{Vih=1ι. by the iterative 
formula for i=0，1，2，…，∞， 

Vi+l = Viーαi(P(Vi)ー Y+ órv')κ.~. (37) 

Theorem 8: An accumul80ting point V∞ of the se-
quence generated by dPLRM・1with a.ny choice of ini-
tial m80trix VO is a minimizer of pio(V) under certa.in 
condition， which was specified in Tanabe(2001)， for ex-
ample 向=11κ.~ 1\ -1( 1Iκ~II + 51¥f¥1)-1. Then iむscon-
vergence rate is less than 1 -ó(( 1Iに~II + ollf¥Dl¥r-11¥ 
cond に~)-l. See [1].for七heproof. 

可'Nealso give 80 dPLRM which ha.s a better linear 
converge proper七y.
dPLRM・1.2: Starting with a11 K x N matrix VO， 
generate a sequence of mE山 ices{Vih=I，2，... by the it-
erative formula， 

Vi+1 = V'ー αid.Vヘi= 0，1，2，…，∞ (38) 
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where i1 Vi is the sollltion of the linear matrix eqlla.-

tion， 

θムVK~+ 6fi1V = P(Vi) -Y + 8fVi， (39) 

where e is either of the nondegative definite ma.trices 
[vp]， h':'" [(-11[(1}( or h(. 

Remark : In fact， iぽfに: i捻S11附on陪凶凶s説Il噂
(κt③ e + 8IN ③ f)γ-1(κi③ 19)-1マp戸lυ以O(Viつ)， whose 
direct c∞ompu凶I比ta抗tiぬonis nume釘rica叫Iyworse than solving 

Eq.(39). 

、~e also give a dPLRM which has rapid converge 
property. 
dPLR恥f・2:Starting with an J( x N matrix VO， gener-
ate a seqllence of mat巾巴S{Vih=1.2..・bythe iterative 
formula， 

Vi+l = Viー αid.V¥i= 0，1，2，…，∞ (40) 

where O W' is the solution of the linear matrix equa掃

討011，

N 

L ((P(Xj)]-p(町)(p(Xj ))t)ムV'( !I;w(X山~(Xj)) 
j=1 

+ðfムViK~ = (p(Vi) -Y 十 áTVi )に'~. (41) 

For the convergence analysis of dPLRM-1.2 and dPLRM-
2 see [1]. 
Remark: We can work out the process of getting the 
predictor only with the quantities related to the sym-
bols V， F(V)， κικω(X) and r withollt resorting at 
all to W， P(存)，苔， Q5(x) nor吉， which we can also do 
without for evaluatiol1 of the functions， 

f嚇(x)= V噂κω(X)，

and the predictive probability 

(42) 

p.(X)三三点(f申(X))= t(V事κω(X))， (43) 

for the prediction given x. This implies that we could 
perおrmthe above mentiol1ed learning and prediction 
process only with the kernel function ~ご(X ， y) without 
resor色tothe original map It(x) itself. It does not 
even matter whether the kernel function is constrllcted 
from such a map. The sitllation is largely parallel to 
that of SVM. See Scholkopf et al.(1999). The meth・
ods described in this and the previous sections will be 
called d'Ual penalized logistic regression methods and 
the method described in Sections 4 and 5 will be called 
primal methods. Likewise， the algorithms given in Sec-
tion 5 will be called primal PLR machines as against 
dual PLR machines. 

8 Maximum Marginal Likelihood 
Method for Hyperparameters 

For deterrτlining the values of the hyperparameters， 
which proc1uces a proper ind'uction capacity given th巴
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training c1ata， we propose the application of the mαx-
imum type II(or Marg'inal) likeMood method dlle to 
Good(1U65) which was rec1iscoverec1 by Akaike(1980) 
who proposed th巴 criterionABIC (8)三一210gL(d)，
where L(めisthe type-II likelihood given by， 

L(o)イL(yI8)π(815)仏 (44)

L (yI8) is the likelihood function，π(816) is a prior， 8 
is a parameter and 8 is a hyperparameter. Apply-
ing this method to the present model with π(WI8)三

(去)I<(m+l)/2exp(-~tracefW宮Wt ) we obtain the cri-
teria， ABIC 

三一2p1o(W・) - 109 detマ2p18(下γ)

- K(m + 1)log5 + correction (45) 
三一2pl.(Vつ-l09 detマ2dh(Vつ-l09detに1
+log det吉一 K(m+ 1)log5 + corr巴ctioη(46)

where ¥72pl6(W) and マヲl6(V)are given respectively 
in Eqs.(18) and (34). The correction terms in the for-
mula are computed by the Monte Carlo method which 
employs importance sampling from the Gallssian ap-
proximation with the covariance matrics [¥72p1o(W.)t1. 
It could be discarded if an approximate value of the 
criterion is needec1. For the deteil of the technique for 
computing the orrection term， see Section 5 of Tanabe 
andιSag間 (1999)which was employed in their works 
(1984，1985，1987，1988) for Bayesian nonparametric c1en-
sityestimaむ1011.

AI比ternat凶ivescriteria for choosing the vallle of the 
hyperpar 乱訓meterinclude Gerηteralized Inf01門mat“ionCri-
t旬erバtか加0仰7ηt(GIC)due to Koni泊shiand Ki比tagawa乱.(1996)an 
Gerπteraliz符εdCross Val-idαtiondue toも，vhaba(1985).See 
also Konishi(2000) for a general introc1uction to GIC. 
The GIC statistic with our model is given， in closed 
fゐorrr日肌I

三一-2p山l匂以4バ(伊W吻*)16=0+ 2加tかra似C印巳[¥7マ2ヤp〆l匂以sバ(育ず寧)]-1

(¥7plo(W*畑町l6(ず )16=0)， (47) 

where 16=0 means the value evaluated at 8 = 0 with W* 

obtained for positive 8， ¥7p1o(liV*) is given in Eq.(17). 

References is not inclllded here c1ue to spC¥ce limita-
tion. But， for the literatures citec1 in this paper and 
related works， see the refereces of 

[1J Kunio Tanabe， Penalized Logistic Regression 
Machines:目 Newmethods for statistical prediction 1， 
1St ... I Cooperative Research Report 143， Estimation anc1 
Smoothing ivlethods in Nonparametric Statistical ~'fod・
巴Is，163・194(2001) 

from which the pr四 entpaper is summerized. 
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Abstract By employing the dual Penalized Logistic Regression Machine (dPLR.t¥4)司血ispaper explores a speaker 

identification method which does not require feature ex町actionprocess depending on a prior knowledge. The induction 

machine can discover implicitly speaker characteristics relevant to discrimination only from a set of training data by the 

mechanism of lhe kemel regression. Our text-independent speaker identification experiments with training data uttered by 10 

male speakers in耐'eedifferent sessions show that the proposed method is competitive with the conventional Gaussian mixture 

model 何MM)-basedmethod with 26-dimensional Mel-frequency cepstrum (MFCC) feature even though our method handIe 

dir田 tlycoarse data of 256・dimensionallog-power spec汀U乱Itis also shown that our method outperforms the GMM-based 

method especially as the amount oftraining data becomes smaller. 
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implicit feature extraction 

1. Introduction 

There have recently been great demands for automatic 

speaker recognition in such appplications as securing a 

protected access to various infonnation services and 

indexing speakers in sound a目 heives. As is shown泊 由e

series of the NIST repo出 [1]on annual evaluations of 

text-independent recognition studies conducted by 

research laboratories all over the world. the state of the副

method is based on modeling individual speakers with 

GMMs via a set of reduced data of Mel・企equencyceps官al

coefficients (MFCCs) with a few dozens ofthe dimension. 

While the MFCC data have been known to wel1 captu閃

the psycho-physical characteristics [4] and司rewidely 

believed to annihilate unwanted fluctuations in speech of 

individual speakers [5]. there is no reason to assume that 

some useful information for speaker identification might not 

be lost in the reduced data. Besides. the dimension ofMFCC 

vectors might have been chosen to accommodate the stable 

computation of estimate of the parameters in the GMM. For 

the filter-bank analysis， Biem et al. reported the method of 

estimating a better scale for speech recognition based on the 

discriminative training [6]， and Miyajima et al. successfully 

applied the method to speaker recognition [7]. 百le

Mel-scale， -however. might not be needed for speaker 

identification. 

This paper attempts to avoid outright pre-processing of 

speech data such as the MFC transform by handling directly 

the coarse data with 256-dimensional log-power spec町um

by employing the dual pena¥ized logistic regression 

machine dPLRM [8・10]which. being app¥ied 10 the MFCC 

data. has already been shown 10 be competitive with the 

GMM-based method and al50 with the 5Upport vector 

machine (SVM) [11，12]. While the GMM-based method守

which estimates a density function for each speaker 

independently.司 requireslarge amount of training data to le幻百

the characteristics of individual speakers， the dPLRM nee也

less amount of training data since it can handle nonlinearity 
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moree民ctivelywi出kemelfunctions and do discriminating 

learr血ginterdependently. As a dual machine of the logistic 

regression machine， the dPLRM has a versatile 

expressiveness of hidden structures in the training data and 

induction power beyond expectation (8・10J.Figure 1 shows 

出.e respective speaker identification proc回 ses of our 

dPLRM method and the conventional GMM-based method. 

Speech signal 
(FFT spec加 m)

Speech signal 
(FFT spectrum) 

Oecision through 
comparison of predicted 

probabilities _ 

Oecision through 
comparison of estimated 

Iikelihoods 

Speaker ldentitication 

Figure 1. Thc dPLRM method (出eleft-hand side) vs. the 
GMM-based method (the right-hand side). 

In Section 2‘we briefly sketch the dPLRM method. ln 

Section 3， when it is appliedto血.etraining data recorded in 

di偽 rent sessions， the dPLR.M method is shown to 

outperform the GMM-based method with ~1FCCs even 

though it avoids an elaborate ex回 ctionproce5S. We al50 

discuss the case in which the methods are trained on a 

coarsely sampled data. 

2. dPLRM for speaker identification 

2.1 dual Penalized Logistic Regression民hchine

Let X j is a column vector of size n and今 takesa 

value in the finite set {1.2，..・，K}of classes. The learning 

machine dPLRM f免b回ed也sa f白init胞enumber of training d尚at胞a 

{(x jρ.C勺jHj=怠1..一.

multi旬nomi拘aldistnbution M(ωp *(いx)η) of c given xεR" 
， 

where pぺx)is a predictive probability vector whose k-th 

element p" *(x) indicates the probability of c taking the 

value k. 

For convenience守 wecode' the class data 今byj-th unit 

column vector ek霊 (0，….1，.・.oiof size K and defme an 

K x N constant matrix Y by 

Ya[Y1;"';YN]芸 [ec(;'・.;eCN] 、.. 
，
 

I
 

'E

・、

whose j-th column vector Y j冨 eCjindicates the class to 

which the data Xj is attached. 

We introduce a mapping企omRN into RK• 

F(x) == Vk(宜) 。}
where V is an KxN p釘 ametermatrix which is to be 

estimated by using the training data set {(x j' C J )} )=L._N • 

k(x) is a map合'om R n into R，v defined by 

k(x)呈 (K(x，.x)，…，K(XN'X))'， (4) 

and K(x， x') is a certain positive de缶litekemel白nction.

Then we defme a multinomial model for probabilistic 

p同dictorp(x) by 

p(x)霊 p(F(x))霊 (PI(F(x)).....PK (F(X)))'. (5) 

exp(Fk(x)) 
here h，(F(x))霊 K K is the logistEC transbm 

L exp(F;(x)) 

Under this model assumption. the negative 

log-likelihood function L (V) for p(x) is given by 

N N 
L(V)呈 - LJog(pc; (x j)) =由工log(九(Vk(Xjm

j=1 )=1 ・

(6) 

which is a convex function. This objective function L(V) is 

of discriminative nature、andthat if the kernel function is 

appropriately chosen， the map F(x) c佃 representa wide 

variety of functions so 血at Ihe resulting predictive 

probability p(x) can be expected to be close to the realiザeA
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predictive vector p' (x) could be obtained by putting 

p' (x) =副V岬 k(x))where v" is出eML estimate which 

minimize the function L(V) wi也respectto V. 

However， over‘learning problems could occur with 

v" with the limited number of training data. 1n order to 

deal 'Wlth the problems‘也epenalty term is introduced and 

也enegative-Iog-penalized-likelihood 

d'1 .Lーよ112
PL(V) e L(V)+~r~VKl~F' (η 

iぬsm而n凶nin凶山im削iz詑edt，ω.oe倒s拭副t“i凶ma総t除eVw拍he閃r符eIHIレFρist批heFr帥 e朗nil山iu山i

Thep酔en悶al均tyt低E叩r口rmis intended tωo r，隠'ed伽uc閃et蜘h加.ee能cはtive四'efreedom 

oぱfthe variable V. The matrix r is an K x K positive 

de釘niten鳩町ix.A frequent choice of r is given by 

r=土yy'
N 

(8) 

which equilibrates a possible imbalance of cIasses in the 

training data. The matrix K is出e Nx N constant matrix， 

given by 

K = [K(x，・Xj)1!.'=l.....N. (9) 

The o is a regularization pararneter and can be determined 

by the empirical Bayes method. 

Due to the introduction of the specific quadratic penalty 

in (7)， the minimizer V・ofPL(V) is a solution of the neat 

matnx equatlon. 

VPL冨(町内-Y +dI"V)K=OK.N' (10) 

where P( V) is an K x N matrix whose j-th column vector 

is白.eprobability vector p(勺}妻。(Vk(xj))' The matrix Y is 

given in (1). The minimizer V'. which gives the 

probabilistic predictor p' (x)言。(V.k(x)). is iteratively 

computed by the following algorithm. 

Algorithm: Starting with an留もi汀釘yKxNma釘ix VO• we 

generate a sequence {¥勺 ofmatricesby 

Vi+1 = Vi _α'i!:J.Vi， ;=0....，悼 、.，，1
 

1
 

(
 

where IlVI is the solution ofthe linear matrix eq凶 tion，

N 
I([p(Xj)]-p(x j )(p(勺))')11VI (k(x j )(k(x j))') 
}=I (12) 

+ N"11 V/K = (P(Vi)ーY+drVi)K.

The detailed algorithm for estimation is shown in 

[8・10].Note that we only need to solve an unconstrained 

optimization of a strictly convex functIon PL(¥勺 or

equivalently， to solve the simple matrix nonlinear eq'凶 tion

(10). 

2.2 Speaker identification procedure 

Figures 2 and 3 show the training and testing 

procedures respectively. 

Training data seヒ {(xj'C j)} j=L...N 

Convert c1ass data 旬}into Y 
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F国ue2. Training procedure. 

Testing da崎 {xili=L.M

Predictor: pω 

一一--1
I Probabilistic prediction of speakers for 

I each data x;: p' (xi) 

↓ 
Calculate the summation over samples and 

decide a detenninistic prediction of a single 

speaker: 

M 
c=argmax工log(p-k (xi)) 

Figure 3. Testing procedure. 
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in PLRM. where sCj is the number of combinations of s 

laken j at a time and [x]; is the ι由degreemonomial in the 

2.3 Expressiveness of the polynomial kernel function 

introduced 出ehave we sectlon. preVlous the h
 

lf we chose s=5 as is白 casewith 

the experiments given in Section 3， the number m of 

elements of <p(x) is so hugeぉ 0(10吋.Therefore it may 

elements of x e R n . ln fact. the dPLRM 

was in町oducedby Tanabe [8・10]as a dual machine of the 

mapping F(x) a priori for brevity. 

penalized logislic regression machine PLRM in which F(x) 

be easily seen that the expressive power of the map F(x) is is represented by 

出eif necess釘y‘mtmlC. could map high that the so (13) F(x)=Wφ(x) 

operations indicated in the feature extraction process of the 

GMM-based method in Figure 1. Our experiment suggests 

that without resorting 10 human judgment such as the 

Mel-scale filtering， the dPLRM can automatically construct 

some kind of nonlinear transformation食omthe training data 

where <p(x)盟 (φI(X)…・，<Pm(x)t，each element ofwhich is 

[8・10]of x. The PLRJ¥l1 nonlinear function certain a 

although it might not be similar 10 the feature extracting 
(14) 

minimizes the penalized likelihood function 

PL(W)霊刷+~IIバ~tll:
transformation employed in the GMM-based method. 

Experiments 3. 
where 1: is a positive definite ma甘ix.It was also shown that 

dPLRM and PLRM give exactly the same predictor p. (x) 

whenφ(x).l: and K(x.x') are appropria旬lychosen and Ihat The perfonnances of our method阻 d也eGMM-based 

speaker method are comp，釘edthrough text-independent the fonner is computational1y 加 lessexpensive白聞出e

identi fication experiments. latter. For the speaker identification problem we treat with 

3.1 Data description and experimental conditions dPLRMin出ispaper. we make use of the polynomial kemel 

The data has been collected for 10 male speakers who function 

ut飽rseveral sentences (for four seconds per sentence)組 d

words (for one second per word). Although the texts are 

common for all speakers， the sentences used for testing are 

K(X..T') = (x1x' + 1)s 

合cj(.T' x')j叶。[!，[r];[x'];n 
were The utterances for training. different from those 

recorded at the sampling rate of 16 kHz in six sessions企om

TO through T5 over 13 mon也S‘period.The interval between 

TO and Tl is one month and the other intervals are three 

months. A 256-dimensionallog power spectrum vector and a 

12 of conslstmg components、of 26 vector MFCC 

log Mel~frequency cepstral coefficients plus nonnalized 

which is equivalent to the choice of 
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energy and their frrst derivatives， is derived once every 10 

ms over a 25.6 ms Hamming-windowed speech segment. 
(16) 

We choose two kinds of training data sets， DSl and 

The set DS 1 consists of the data for由民esentences. DS2. 

1:-1 = diag(l，l，.・.1.

1.....2..... 

1.....3....，6....ー

and T2. each of which is uttered in Session TO守T1

respectively， and the set DS2 consists of the data for出ree

sentences uttered in the single session T2. The total duration 
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of the utterances of three sentences is approximately 12 

seconds per speaker. For testing purpo提唱 wechoose the 

utterances of the five sentences and the five words from 

Sessions T3， T4 and TS and test them individually. For bo出

sentence and word cases， the total case number of the testing 

is 150 since we have 10 .speakers times 5 sentences(or 

"，，'ords) and 3 sessions. 

The polynomial kemel function (13) is used for the 

dPLRJv1. The power is chosen to be .r-5 for the log power 

spectrum data and .r-9 for the MFCC data. respectively. The 

p釘 ametersαand0 in dPLR.Ivl are experimentally set to 

be 1.0 in (11) and l.3e-3 in (7)， respectively. In order 10 

execute effective computation ¥"ith 64ゐitprecision. the data 

is so scaled that all the elements of feature vectors lie in the 

interval [-0.5， 0.5]. 

1n the GMM-based method‘the mixture model of 16 

Gaussian distributions with diagonal covariance was chosen 

as a speaker model among the competing models with 8. 16 

and 24 Gaussian distributions. The parameters were 

initialized using all training speech for a11 speakers with the 

HMM toolkit (HTK) [13]， and then estimated with the EM 

algorithm for each speaker. 

For testing the methods， the deterministic d巴cisionrule 

given in Figure 3 is adopted with the dPLRM method. 

although the dPLRM gives generally a probabilistic 

prediction. On the other hand， the GMM method adopts the 

decision rule to select the speaker who a出 ined the 

maximum collective log-likelihood. 

3.2 Tcst of DSl・trainedmethods 

Firstly we compare the perfonnances of the methods 

trained on the set DS 1. Table 1 lists the identification rates 

with the confidence intervals at a confidence level of 90% 

averaged over the 150 cases. 

The dPLR1vI method wIth the log power spec官um

perforrned the best for bOlh word and sentence speech. Since 

the training data contains the infonnation on utterance 

variatIons among Sessions TO， Tl and T2、ourmethod 

attains hi2her SUCCeSS rate~. 

Table 1. Speakcr identitication rates (with the confidence 

intcrvals at a confidcnce level of 90%)ωing thc training data of 

the MFCCs and log power spectrum extracted from出ree

sentences uロeredin Session Torrlrr2 for each sentence. 

MInsi M伯 od
Identific:;ati.()n rates (%) 

MFCC Log power data 
Sロectrum

Word 1 dPLRM -・-戸困・ 92.7 (89.3. 96.0) 
~p~ech GMM 89.3 (85.3. 93.3) 84.0 (79.3. 88.7) 
Sent dPLRM 一一一ー一一 100 (99.3、 100)
speech GMM I 99.3 (98.7. 100) 99.3 (98.7. 100) I 

3.3 Test of DS2・trainedrnethods 

Secondly we test the methods trained on the set DS2. 

Table 2 Lists the identification rates with the same 

confidence qualification as stated above. 

Table 2. Speaker identification rates (with the confidence 

intervals at a confidence level of 90%) using the training data of 

the MFCCs and log power spectrum extracted合。m three 

sentences uttered in Session 12. 

Testing 
Identitication rates (%) 

data 
Method 

MFCC LSopg ecptoruwm er 

Word dPLR.J¥it 88.7 (84.7. 92.1) I 83.3 (78.7. 88.0) 
speecI! GMM 84.7 (80.0. 89.3) I 68.0 (62.0. 74.0) 
Sent dPLRM 98.7 (97.3. 100) I 97.3195.3‘99.3) 
speech GMM 98.0 (96.0‘99.3) 86.7 (82.7. 91.3) 

Both dPLRM and GMM-based methods trained on the 

MFCC data gave higher identification rates than those 

trained on the log power spectrum data. ¥Ve note that the 

performance with the GMt.ふbasedmethod drops drastica11y 

when the training data switches from the MFCCs to the log 

power spectrum. We found some difficulties with the 

GMM-based method in the estimation process due to the 

high dimensionality of the 256-dimensional log power 

spectrum data. 

3.4 Test of the rnethods trained on coarscly sampled 

data 

Table 3 lislS the identification rates with the same 

confidence qualification as stated above. The set DS 1 is 

analyzed with diffcrent window shi合s.The length of the 
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training data with 20 ms window shift is half of that with 10 Grant-in-Aid for Scientific Research (B) 16300036 and (C) 

ms window shift. and the length ofthe training data with 30 16500092. 

ms window shift is one-third. 

6. References 
Table 3. Speaker identitication rates using GMM trained with the 

MFCCs and dPLRM trained with the log power spectrum 

extracted with different window shifts from thr芭esentenccs 

uttered in Session Torrl m for each sentence. 

Training 
Method 

I denti fication rates (%) 
data 10 ms shift 20 msshift 30 ms shili. 

dPLRM 
92.7 91.3 90.0 

Word (89.3，96.0) (87.3.94.7) (86.0.94.0) I 
speech 

GMM 
89.3 86.0 85.3 

(85.3，93.3) (81.3.90.7) (80.7，90.0) I 

dPLRM 
100 100 100 

Sent. (99.3.100) (99.3，100) (99.3，100) 
speech 

GMM 
99.3 98.0 

(98 __ 7.10{)) (96.0，99.3) (94.0旦旦7)

It is interesting to note that the dPLRM method trained 

on such a coarsely sampled data wi出 30ms window shift 

outperforms the G~1M method with full 10 ms shift sampled 

data. Since the dPl永.M can handle nonlinearity more 

effectively with kernel functions and do discriminating 

leaming interdependently. it is expected to work with a 

smaller amount of回 iningdata. 

4. Conclusions 

In由ispaper， speaker identification without outright 

pre-processing of speech data was shown to be possible by 

employing the dPLRM. Comparison was made between the 

dPLRM and GMM-based method in the experiments with 

training data uttered by 10 male speakers in three sessions， 

and出edPLRM method wi出 thelog power spectrum is 

competitive with the G~岱4・based method with the MFCCs. 

The method outperforms the GMM-based method especially 

出血amountof training data becomes smaller. 

The evaluation of the method with a larger dataset is 

left for our釦turestudy. 
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応用:工学分野等における逆問題の展開

大阪大学大学院工学研究科 久保司郎

1 はじめに

工学，理学，医学などの多くの分野で応答や結果などの出力から，原因や入力を推定す

る逆問題 (inverseproblem)の重要性が認識され，盛んに取り扱われるようになってきて

いる [1]-[32] 逆問題の取扱いを逆問題解析あるいは逆解析 (inverseanalysis)という.

本稿では，逆問題とそれを取り扱う逆解析法の特性と適用例の紹介在行う.

2 逆問題の意義と逆解析の特性

2.1 逆問題の意義

逆問題(inverseproblem)の代表例としてX線CT(断層法)があげられる.これは，種々

の方向から X線を照射したときに得られる投影像から， X線吸収能の分布を表す断面像

を構築するものである.このように直接は求められないものを推定することが多くの分野

で要求されおり 14-132l，構造物の状態や特性老推定することが必要になることがある.た

とえば，建造されてから何年も使用されてきたフラントや構造・機器に対しては，経年劣

化の程度を評価し，その部材をとのまま使用するか，補修するか，取り替えるかといった

判断が求められる.このためたとえば，プラントや構造・機器に発生し，存在する欠陥や

き裂を検出し，その大きさと形状を推定することが求められる.また材料特性値の分布を

推定することができれば，異常な箇所在検出したり，製品が設計どおりに製作されている

かを調べることができる.また，構造の強度に大きな影響を与える残留応力の分布を推定

することも必要とされている.これらの評価により長期間使用された機器や部材に対し

て，経済性を損なうことなく安全性を確保することができる.また，所要の特性や性能を

与えるような機器の形状や材料特性の分布を推定することは，設計の問題に直結する.

これらのような多くの逆問題がある.以下においては，工学，理学，医学等の分野にお

ける逆問題とその取扱いを考慮しながら，逆問題の分類と特性について述べる.

2.2 逆問題の定義と分類

これまで扱われてきた逆問題には多様なものが存在し，研究分野によって逆問題の意味

するところが異なっている.そこでまず，種々の分野で現れる逆問題を総括して考えられ

るような，逆問題の定義について論じておく.
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図 1:多数入力と出力

{ 外乱 } 、、

ittJ/7¥ f¥ ¥ r:¥¥i 

出力

入力

図 2:信号伝達システム老含めた多数入力と出力
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境界条件(初期条件)

-ー-、、r
微分方程式 ¥ 

Lrt= f 、
Q 

材料特性 応答(7)

(a)願問題

(a)領域αと境界r
(b)場の支配方程式

(c)境界条件(初期条件)一一一一+応答

(d)負荷 f (r上の未知境界値)

(e)材料特性 (0内の物理量戸)

(b)臨解析

図 3:順問題と順解析

逆問題は順問題以外のものであると考えれば， JI頃問題 (directproblem)がどのような入

力から構成されるかが明らかであれば，逆問題の明確な定義が可能である.図 1のよう

に，一般には入力は l個ではなく複数個ある.すべての入力が与えられれば， fI国方向の手

順により出力が決まる.図2のように，信号を伝達するシステムも入力のーっとして捉え

ることができる.入力の中に未知のものがあるときに，出力をもとに未知入力を推定する

ものが逆問題である.入力の中のいずれが未知であるかによって異なった問題が提起され

ることになるが，それらはすべて逆問題である.

このように順問題が何であるかに従い，逆問題としてどのようなものが存在するかが決

まり，逆問題の分類ができる.

一つの分類の例として この考え方にしたがい物理量などの空間変化および時間変化

を扱う場の解析に関連した逆問題について論じる [6]，[17] 現象あるいは状態を表現してい

る何らかの量をゆで表すとき， ゅの空間変化あるいは時間変化に関する支配微分方程式

L(κ)ゆ=f 、、，E

，F

1
i
 

/
'
t
t

、

を用いて， ctの応答を求めるJI国解析 (directanalysis)が行われる.ここに，L(κ)は材料

特性 κを含んだ作用素，fは領域内の負荷に相当する項である.図 3(a)および (b)のよ

うに，この順解析を実施するためには，次のような情報，すなわち入力が不可欠である.

(a)対象とする領域 Q とその境界 rの位置と形状

(b)ゅに関する場の支配方程式(Lct = f) 
(c)ゆあるいはその微係数に関する境界条件(もし必要があれば初期条件も含む)

3 
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(d)領域内の負荷 f
(e)支配方程式に含まれる材料特性 κの分布

もし，これらの要件のうちのいずれかが欠落しておれば，順解析を行うことはできない.

上述のように，逆問題は順問題以外のものと考えるものとする.このとき，場の解析では

(a)から (e)までのいずれか，あるいは二つ以上の組合せに未知のものがあるときに，こ

れらを同定しようとするものが逆問題であり，これを扱う解析が逆解析 (inverseanalysis) 

あるいは逆問題解析と呼ばれるものである.上記の (a)から (e)と対応する逆問題として

は，図4(a)のように，次のものがある.

(A)領域 Q の形状あるいは領域内の未知境界を同定する問題(領域/境界逆問題)

(B)ゅの場を支配している微分方程式を求める問題(支配方程式逆問題)

(C)境界 Fの一部あるいは全部における境界値，あるいは領域 Q内で定義される初期

値を求める問題(境界値/初期値逆問題)

(D)領域 Qの内部で作用している負荷 fを求める問題(負荷逆問題)

(E)領域 Qの内部における材料特性 κを推定する問題(材料特性逆問題)

これらの逆問題の組合せも逆問題である.逆解析の操作の呼称としては，問題に応じて

同定，推定，再構成，逆変換，逆計算，逆設計などが用いられる.

場の解析以外の問題についても.I顧問題が与えられれば同様にして逆問題の分類ができ

る.多くの場合に対し，上記の分類があてはまるので，以下の議論ではこの分類を参照す

ることとする.

逆問題解析では順問題解析に比べて入力が不足している.逆問題を解くためには，何ら

かの追加情報が必要である.この情報として利用できる主なものは，図 4(b)に示すよう

に，順解析で解析の対象とした出力，すなわち応答である.この情報を一次情報と呼ぶ

ことにする.一次情報としては，領域内や境界上で得られた仇その微係数などが考えら

れ，これらは計測などにより獲得することができる.また，逆設計においては一次情報は

設計条件として与えられる.

境界上で与えられる境界一次情報を用いる場合には，応答が与えられる部分の境界条件

は.}顧問題の境界条件に比べ多い.このような境界条件を過剰規定境界条件，その境界を

過剰規定境界と呼ぶ.過剰規定境界を設けることができない場合に対しては，領域の内部

において得られる領域内一次情報を用いることが考えられる.

応答以外で逆解析に利用できる情報としては，解の上限，下限などの知見，経験などに

よる先験情報や物理的な制約条件がある.この情報には定性的なものも多いが，逆問題解

析には重要な役割を果たす.この情報老，二次情報あるいは補助情報と呼ぶ.

解やその候補が，二次情報を満足するような場合には，それが許容であると呼ぶことに

する.二次情報を用いると，解の存在範囲を狭めることができる.

2.3 逆問題の不適切性

一般に提起された問題が適切である (well-posed)こととは. (1)解の存在性. (2)解の

一意性および (3)解の連続性あるいは安定性の三つの要件がすべて満足されていることを

表している.これらの要件のうち少なくとも一つが失われている問題は，不適切である

4 

77 



(a)逆問題

(a )領域Qと境界rの一部 補助情報

(b)場の支配方程式 i 
(c)境界条件(初期条件)一一一→ (A)未知境界

(b)負荷 f ↑ 

(e)材料4割注 応答

(r上の過剰な境界値)

(0内の物理量φ)

(b)逆解析の例(領域/:境界逆問題)

図 4:逆問題と逆解析
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(ill-posed)という.順問題とは異なり，通常の場合，逆問題はこのような不適切性老有し

ている.

適切性の三つの要件のうち，解の存在性と一意性がともに成立しているような場合で

も， (3)の安定性が失われており，問題が不適切となっていることが多い.たとえば，ラ

プラスの微分方程式のもとでは変数ゅの微小な変動があっても，その影響は変動がある

部分から離れるにつれ急速に減衰する [33]

また，サン.ブナンの原理より，弾性体の変形の問題においても釣合いを満足する力の

系が作用しでもその影響は空間的に急速に弱まる.逆問題においては，同定の対象とする

部分より離れた位置で得られた観測値などを一次情報として用いることが多いため，減衰

した観測情報からもとの状態を同定することになる.このため，数値計算上は解くべき方

程式が悪条件になり，結果として一次情報に含まれる誤差が著しく拡大されて，推定結果

に悪い影響を及ぼす.

以上のように，多種多様な逆問題が存在する.以下では，工学分野等における逆問題と

その取扱いの例について述べる.

3 領域/境界逆問題とその取扱いの例

3.1 能動型および受動型電気ポテンシャルCT法によるき裂の同定

構造物や部材の安全性を評価するためには，その中に存在する欠陥やき裂を非破壊的に

測定することが必要になる.欠陥やき裂の非破壊計測は 何らかの応答をもとにき裂や欠

陥を同定するものであるので，領域/境界逆問題のひとつである.き裂の測定には，物体

に能動的に通電したときの応答，すなわち電気ポテンシャル分布を用いる電気ポテンシャ

ル法やインピーダンス・プレチスモグラフィがよく用いられている [34]-[38] ここでは，電

気ポテンシャルCT法 [39]-[45]を中心に，電気ポテンシャル情報からのき裂同定について

述べる.

直流電流のもとでは 電気ポテンシャル分布は 次式により支配されている.

マ(入マゆ)=0 (2) 

ここで，入は電気伝導率である.欠陥やき裂の位置，形状が与えられれば，境界要素法や

有限要素法などを用いて，この方程式のもとにおける電気ポテンシャル分布を解析するこ

とができる.

電気ポテンシャル情報からのき裂同定の一意性については理論的検討がなされている

[46]-[4η. まず，き裂存在面が既知である場合について考える.き裂を有する物体に通電し，

そのときに物体表面の一部において電気ポテンシャルゆとその法線方向勾配である流束

qの分布が厳密に与えられているものとする.このとき，一組のゆと qの分布の情報よ

り，き裂存在面内のき裂の位置および形状が一意に定められることが，境界値逆問題の解

の一意性を用いて示される.き裂存在面の位置が未知である場合には， η 次元物体内の

単一き裂の同定には n紐のゆと qの分布が必要である.ただし，一意性は保証されても

安定性がないため，この問題も不適切である.

このき裂同定に関する逆問題の解析に，二つの解析手法が適用されている.その一つ
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は，未知境界同定法と呼ばれている.この方法の原理は，き裂を含む面 r。が既知である

場合に境界積分方程式を未知境界値について解いて， r。上の流束 qの分布を推定し q

が0となる部分よりき裂を同定することにある.したがって，この方法ではき裂という未

知境界の同定問題が境界値の同定問題に置き換えられている.

き裂同定に対するもう一つの逆解析手法は，境界残差最小化法と呼ばれており，仮定き

裂に対する境界上の電気ポテンシャル分布の計算結果と測定結果の聞の残差 R (式 (25)

または (26))より，準解を求めるものである.すなわち，この方法では，適当なルール

にしたがってき裂位置・形状を仮定し 仮定されたき裂に対し計算により求めた電気ポ

テンシャル分布。(c)を測定されたものが皿)と比較し，両者が最もよく一致するき裂を探

索により求める.経験などの先験情報に基づいて，仮定するき裂の候補を，絞ることがで

きる.

この境界残差最小化法を用いて，未知面内に存在する 2次元斜めき裂の位置と形状を推

定する実験が行われている.電気ポテンシャルの計算値ゆ(c)は境界要素法により求めら

れている.上記のように 単一の電気ポテンシャル分布のみで、は未知面内にあるき裂を一

意に同定することはできない.そこで，電涜の負荷として複数のものを与えそれぞれに対

して試験片外周の電気ポテンシャル分布を測定し，その結果をき裂同定に用いる，マルチ

電流負荷方式が提案されている [41] この実験の結果によれば，単一の電流負荷に対する

電気ポテンシャル分布のみを用いた場合には実際のき裂とかけはなれたき裂が同定される

ことがあるのに対して，マルチ電流負荷方式を採用した場合には，良好な同定結果が得ら

れている.

図5のような 3次元表面き裂および内部き裂が，境界残差最小化法を用いて推定されて

いる [42]-[43] この解析では，き裂位置・形状の探索を効率化するため， 3次元逆解析の前

処理として 2次元近似走査解析を用い，また 2次元および3次元解析のそれぞれについて

き裂の仮定の最小単位を段階的に細かくする階層化探索法が採用されている.電気ポテン

シャルの計測システムの例を図6に示す.ポテンシャルの計測値を用いて，表面き裂を背

面のポテンシャル分布あるいは開口側前面および背面より推定した逆解析の結果が，図 7

にハッチング部で示されている凶.図の破線は放電加工により導入された実き裂の形状

である.図のように良好な推定結果が得られている.電気ポテンシャル分布の計算には少

ない自由度で高精度の解が得られる境界要素法が用いられている.電気ポテンシャル分布

の解析結果をデータベース化しておくことにより，効率的に解析を行うことができる [44]

このほか，感度解析を用いた評価をき裂形状同定に適用したもの [48]がある.

電気伝導率入が場所により異なる異種接合体内に存在する界面欠陥の同定に対しても，

電気ポテンシャルCT法が適用されている [49ト[51] 電気伝導率入に異方性がある問題に

対する適用性も調べられている [52] また，直涜電気ポテンシャル法の感度を向上させる

ため，近接端子を用いる方法が提案されている [53]-[54]

上記の電気ポテンシャルCT法は，通電を必要とするいわゆる能動型(アクティブ)検

査法である.圧電効果を持つピエゾフィルムを物体表面に貼り付ければ，物体に力が加

わったときの物体のひずみ分布に応じたピエゾフィルム上の電気ポテンシャル分布を，外

音防、ら通電することなく，受動的に得ることができる.き裂があるときのひずみ分布はき

裂の影響を受け，ピエゾフィルム上の電気ポテンシャル分布はき裂の位置と寸法を反映し

たものとなる.したがってピエゾフィルム上の電気ポテンシャル分布をもとにき裂を逆問
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図 7:能動型電気ポテンシャルCT法による表面き裂の同定結果

題的に同定することができる [55]-[57] このような受動的な手法により，適用性の幅が広が

ることが考えられる.

一般の弾性体に対しては，応力各成分からなる応力ベクトル {σ}と，ひずみ各成分か

らなるひずみベクトル {ε}の聞に，

{σ} = [C]{ε} 

なる関係が成立する.ここに， [c]は材料剛性マトリックスである.これに対し，ピエゾ

材料では，ひずみと電場の聞に連成関係があり， {σ}は， {E}とともにポテンシャルの勾

配で表される電界ベクトル {E}の影響を受け，逆に電気変位ベクトル {D}は{E}ととも

に{E}の影響を受ける.

{σ} = [C]{E} -[e]T{E} 

{D} = [e]{ε} + [g]{E} 

ここに， [e]および [g]は圧電定数応力マトリックスおよび誘電マトリックスである.

圧電体では，電気ポテンシャル場と応力ーひずみ場が連成しており，電気ポテンシャル

場，応力ーひずみ場という異なる場の聞のエネルギー変換を伴うため，エネルギー関数の

形で書かれる汎関数の適用を基本とする有限要素法を適用すると 有限要素方程式が得ら

れる.また境界要素法を用いて電気ポテンシャル分布を計算することができる.

二次元貫通き裂に対する受動型電気ポテンシャルCT法の適用性が調べられている [57]

まず図8のように弾性材料にピエゾ、フィルムを貼り付けたものが用いられた.図のような

Z軸に垂直な二次元貫通き裂を導入されている.き裂の位置，寸法を表わすき裂パラメー

タは，き裂半長α，き裂の物体表面からの深度 h，き裂の Z方向の位置 Xcである.

図9は，き裂深さ hがピエソ、フィルム上の電気ポテンシャル分布に与える影響を調べた

ものである.電気ポテンシャル分布の計測例を図 10に示す.図のように，計測されたポ

9 
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表 1: 受動型電気ポテンシャルCT法によるき裂の同定結果

(a，h) 
Parametぽ冨 ofぽack Resic:h泊1

a h Xc Rs 

Estima剖 2.15 1.25 10.5 

ο，1) Aぬ.IlU 2.0 1.0 10.5 0.24 

Error(%) 7.5 25 。
Estima同 3.10 2.18 10.3 

。，2) Aぬ.IlU 3.0 2.0 10.5 0.32 

Error(%) 3.3 9.0 1.9 

Estima同 1.93 3.25 10.8 

。，3) Aぬ.IlU 2.0 3.0 10.5 0.076 

Error(%) 3.5 8.3 2.9 

テンシャル分布は計算と同様の分布形を示しており，この分布からき裂の位置および寸法

を推定することができる.き裂同定結果を表1に示す.表のようにき裂が良好に同定され

ている.

複数のき裂や3次元物体中の表面き裂についても，受動型電気ポテンシャルCT法によ

りき裂の個数，位置および形状が推定できることが明らかにされている [58]-[59]

3.2 渦電流探傷による欠陥形状の定量評価

渦電許L探傷は，欠陥やき裂の検出によく用いられている.渦電流探傷は，検出感度が高

いため欠陥やき裂の検出には向いているが，これを定量測定と結び付けるのは容易ではな

い.そこで，電磁場の数値解析結果を用いることにより，欠陥やき裂の定量的同定が行わ

れている [60ト[62]

3.3 勤特性あるいは熱的応答を用いた欠陥同定

物体内に存在する欠陥を同定するために，物体に調和加振力を与えたときの動的な応答

を利用する方法が検討されている [63] この方法でも，境界要素法による応答に関する計

算値と計測値の残差を調べ，残差が小さくなるような欠陥が同定結果として採用されてい

る.単一の調和加振力を加えたときの固有角振動数を用いて空洞の形状を推定した結果で

は，き裂の大きさはわかっても形状は同定できないが，種々の加振状態に対する結果を総

合した場合には，よい結果が得られる [64] 複数の欠陥があるときの等価だ円欠陥が同定

されている [64] 複数欠陥の同定には，位相の同定に有望な遺伝的アルゴリズムが適用さ
れている [65]-[66]

欠陥を有する物体に熱負荷を与えたときには，その熱的応答に変化が出る.そこで，表

面温度分布をサーモグラフィなどにより求め，これを計算結果と比較することにより，欠

陥を定量的に同定する試みがなされており，サーマルトモグラフィ，サーマルウェーブ、C
Tなどの名称がつけられている [67]-[70]

11 

84 



3.4 波動応答を用いた欠陥同定

欠陥等が存在すると弾性波の散乱が起こることを利用して，欠陥を同定する方法は，逆

散乱問題，超音波探傷として知られている [71ト[76] 異種材料の界面に存在する欠陥を推

定するためにも，この方法が適用されている.

波動場uは，次のヘルムホルツ方程式により支配されている.

マ2U+ k2u = 0 (3) 

ここに，kは波数である.欠陥等の位置が既知であるときには，このヘルムホルツ方程式

老解く順解析を行うことにより，波動場が求められる.欠陥部で 1 他の部分でOとなる

ような特性関数を導入し，その値を散乱波より求めることにより，欠陥の位置と形状の推

定が行われている.

音響診断に対しでも 階層型ニューラルネットワークが適用されている [77]-[79]

4 境界値逆問題とその取扱いの例

4.1 ポテンシャルに関する境界値逆問題

境界値逆問題の例として，図l1(a)のようなガルパニック腐食逆問題について述べる.

ガルパニック腐食とは 異種金属が電気的に接触した状態で腐食性溶液などの中に置かれ

ると，一方がアノードに，他方がカソードになり，それらの電気ポテンシャル差により電

気が流れるものである.このときの電気ポテンシャルの分布は，各金属の分極特性，すな

わち電気ポテンシャルと電流密度の関係に依存する.金属の分極特性は未知であることが

多く，そのうえ金属表面の電気ポテンシャルおよび、電流密度の分布は測定することは通常

困難である.このため，溶液内部の電気ポテンシャルの測定値を用いて境界上の電気ポテ

ンシャルと電流密度を推定する逆問題が提起されている [80]-[82]

この問題に対して，内部の測定点の電気ポテンシャルに関する境界積分方程式が導入さ

れている.この式を未知境界値について解くことができる.測定点の位置が不完全規定境

界部から離れているときには，振動する不安定な解が得られる.特異値分解を適用して境

界値を求めると，電流密度の推定結果は正解に近いが，本来は二金属の接触部で不連続と

なるべき分布が，平滑化されてしまう.チホノフの適切化法に準じて曲率に対応した二階

微分が小さくなるように処罰項を付加しでも同様の結果が得られている.

そこで，二種類の金属のみが溶液と接していることを用いて，金属の分極特性や継ぎ目

の位置に関するあいまいな情報を用いて，逆解析値をもとに不完全規定境界部をふたつの

金属に対応する境界に分離することが行われている.この結果を用いると，不完全規定境

界上の境界値は最終的には順解析より求められる.その結果，図l1(b)に示すような良好

な推定値が，安定して求められる [82]

ポテンシャルに関する境界値逆問題の構造を数理的に解明し，この結果をもとに有効な

適切化手法を構築する試みがなされている [83]-[84] 図12のように，領域内で定義された

関数ゆがラプラス方程式を満たすとき，境界ADで境界値が与えられておらず，これに対

して境界BCでは境界値としてゆだけでなく，その法線方向勾配である流束qが与えられ

12 
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図 12: ポテンシャルに関する境界値逆問題
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図 13:ランクを低下させたときの条件数の挙動に関する推定結果と計算結果の比較

ている問題が取り扱われている.この過剰な境界値を用いて AD上の不完全規定境界値を

推定する問題の数値的構造が数理的に調べられ，観測値に含まれる誤差が推定結果に及ぼ

す拡大率を表す条件数の挙動が求められている.特異値分解者適用しランク低下法による

適切化を行ったときの条件数の挙動が推定されている.図 13に示されているように，推

定結果と数値解析結果がよく一致している [83] 図14にポテンシャルに関する境界値の推

定例が示されている.許容条件数法などにより推定されたランクを用いることにより，適

切化が達成されていることがわかる.

交替境界要素逆解法 [85]一[86]を用いた逆解析も行われている阿 [88] この解析では，過

剰規定境界値のうちポテンシャルゅに関するものを用いた順解析と流束qに関するものを

用いた順解析を，交互に繰り返し行うことにより，境界値の推定が行われている.観測値

に含まれる誤差を考慮するため，繰返しの打ち切り数を適切化パラメータとし，これ在食

違い量基準により推定することが行われている.

4.2 表面力および変位の推定問題

ふたつの物体が接触している境界上の接触力と変位を，その状態を乱すことなく測定す

ることは困難である.そこで，接触部の状態を他の部分で測定される変位と表面力を用い
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図 15:接触部の接触力および変位の推定

て推定する方法が考えられている恒例-[91] この方法では，有限要素法により境界を離散

化した有限要素関係式が用いられている.この式に測定値を代入することにより導かれた

方程式が，擬似逆行列を用いて未知境界値について解かれている.実測により得られた下

面の圧力のデータをもとに，接触力と変位を求めた結果の例を図 15に示す [90] なお，接

触領域が未知である場合に対しては，力の二乗和が最小となる条件により接触領域の大き

さが推定されている.このことは，チホノフの適切化法において，関数のノルムの二乗が

処罰項としてよく採用されることと関連させて考えることができる.

また，接触力同定問題に対し適切化をはかるため，関数展開法が適用されている [92] こ

の方法では有限要素関係式が未知境界値を表す関数展開の係数により表現され，これに観

測値を代入した式が解かれている.この方法の適切化パラメータは関数展開の項数であ

る.その最適値は，AIC最小化法または推定誤差基準により求められる.このような関

数展開法では解空間に制約を加えていることになるが 同様のことは境界上にキーノード

を導入し，それらに対する表面力を用いて表面力分布を表現する方法によっても実現でき

る[93] 界面における変位の食違い量と界面力とを積分方程式を用いて求める方法も検討

されており，解の一意性も議論されている [94] 適切化にはチホノフの方法が適用されて

いる.
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図 16:境界値推定を媒介とした主応力和からの応力成分の推定(適切化を行わない場合)

(a)σz (b)σ官 (c) Txy 

図 17:境界値推定を媒介とした主応力和からの応力成分の推定(適切化を行った場合)

静弾性境界値逆問題の構造を数理的に解明し，ランク低下に伴う条件数の挙動が解析的

に予測され，その結果をもとに有効な適切化手法を構築する試みがなされている [95]

定常動弾性問題について，境界上の負荷をいくつかの観測点における動的応答から推定

する方法が調べられている [96]

4.3 境界値推定を媒介とした応力およびひずみ分布の推定

物体の熱弾性効果により，応力の第一不変量である主応力和が d.sだけ変化すると温

度 Tが

d.T = -KmTd.s (4) 

だけ変化する.熱弾性応力測定法は，この効果に基づき，温度変化から主応力和の変化を

求めるものである.ここに.Krnは熱弾性定数である.この式より，物体の温度変化の画

像から，主応力の変化を求めることが可能であるが，応力の各成分を直接求めることはで
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きない.そこで，逆解析を用いて，境界値逆解析を媒介として，物体に作用している応力

の成分分離を行うことが行われている [97]-[99] この主応力の分離の解析は，以下の 2段

階に分けて行われている.

(1 )主応力和のデータから境界値を推定する逆問題

(2)境界値に基づいて各応力成分を求める順問題

適切化のため，特異値分解を用いたランク低下法などが適用されている.また，種類の

異なる情報として，ひずみゲージの読みをあわせて用いると，同定の精度が上がることが

示されている [100] この問題では 主応力がつねに零となるせん断型のモードが同定でき

ないことについても，議論がなされている.

主応力和からの各応力成分の推定において，適切化を行わない場合と行った場合の数値

シミュレーション結果を，それぞれ図 16および 17に示す [99] 図のように，適切化を行

わない場合には，誤差が大きく拡大され，応力分布に不自然な変動が現れるが，適切化在

行うことにより，正解に近い推定結果が得られる.

応力の成分分離と関連して，平面内で応力とひずみの場が測定されているとき，測定

値にはノイズ、が入っているため，これらは一般に連続体の基礎関係式である適合条件式と

釣合式を満足しない.そこで，適合条件式と釣合式が満足されるように，ペナルティ項を

導入することにより，測定された場のフィルタリングが行われている [101] その結果，ノ

イズを含む測定結果の誤差在低減できることが示されている.また物体の表面のひずみ

の観測データから，弾性ひずみと塑性ひずみとを直接求めることはできない.そこで，ひ

ずみの測定結果に増分塑性の構成則をあてはめることにより，応力を求め，ひずみを弾性

成分と塑性成分に分離することが行われている [102]

4.4 心電図逆問題

体表面で計測した電気ポテンシャル分布から 心臓の表面における電気ポテンシャル分

布の時間的変化を推定する問題が取り扱われている [103ト[104] この問題では，体表面では

流束がOであるので，体表面における過剰な境界値を用いて，境界値がまったく与えられ

ていない心臓表面における境界値を推定することになる.

5 負荷逆問題とその取扱いの例

5.1 残留応力および残留ひずみの同定

構造物やその要素が製造過程中にうけた残留ひずみが適合性老満足しない場合には，残

留応力が生じる.この残留応力は強度に大きな影響を与えるため，残留応力の測定に関し

て多くの検討結果がある [105]-[112] 切断時のひずみ変化のような間接的な測定値より，残

留応力および残留ひずみを推定する問題を領域内の負荷に関する一種の逆問題と解釈す

ることができる.

残留ひずみの推定において重要なことは，一般に解の一意性が成立しないことである.

このことは，適合条件を満足するような残留ひずみ分布がある場合には，そのことが測定
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結果に何らの影響も与えないことからもわかる.また，残留応力は自己平衡性を満足して

いるものでなければならない.

3次元残留応力の分布を推定する方法として，自由膨張や収縮に対応する残留応力に無

関係な固有ひずみを除いた有効固有ひずみを，切断ときに計測されるひずみより求める方

法が提案されている [105J また，計測点在除去したときのマトリックスの性質を調べるこ

とにより，良好な計測点を選定する方法が提案されている.

残留応力分布を直接推定する場合には，残留応力分布が自己平衡型であることを積極的

に利用することができる.部材にき裂が入ったことにより再分布した残留応力より，き裂

が入っていない初期の残留応力分布を求める問題にこの考えが適用されている [113]-[114]

この方法では，まず力に関するいくつかの平衡条件を満足する基本分布関数を導入し，求

めるべき残留応力分布をこの基本分布関数の重ね合せにより表現する.このことにより比

較的少数個のパラメータを用いて残留応力分布を効率的に表現することができる.またこ

の方法では，測定値が推定結果に及ぼす影響老評価する逆感度マトリックスが提案されて

いる.逆感度マトリックスを評価することにより，推定結果に含まれる誤差が予測でき，

測定点に関するよい組合せを選定することができる.このように基本分布関数を導入する

方法も，解空聞を制約することにより適切化を行っているものと解釈できる.

固有ひずみの空間変化により生まれる不適合度を媒介として，固有ひずみの分布を推定

する方法が提案され，解の一意性を回復するための条件が議論されている [115J また，特

異値分解と先験情報を用いて固有ひずみ分布老少数の変位計測から求める方法が提案さ

れている [116J

5.2 AEおよび地震波の原波形解析

破壊の状況を調べる方法に，材料や構造物何われが発生したとき生じる弾性はを検出す

るアコースティック・エミッション (AE)がある.AE法で，割れ発生位置とどのような割

れが生じたかを表すAE原波形D(t)の形態を求めようとするものが， AE原波形解析 [117]

である.地震波の観測でも地震発生源と発生後の割れの進展が重要である.しかし，図

18のように原波形は変換子に到達するまでに媒体のグリーン関数G(t)により変化を受け，

さらに計測系の応答関数S(t)により変換させられている.この結果，検出波形は V(t)は，

D(t)， G(t)およびS(t)のたたみ込み積分としてD(t)* G(t) * S(t)で与えられる.したがっ

て， Fourier変換および逆Fourier変換をそれぞれFおよび F-1で表すと，原波形は

D(t) = F-1[F[V(t)]j F[G(t)]F[S(t)]] (5) 

により計算できる.グリーン関数G(t)は，解析解や数値解により与えられる.応答関数

S(t)は破断特性が既知のシャーフ。ペンシルの芯を，媒体のグリーン関数が既知の媒体の端

で、折ったときの検出波形から求めることができる.図 19は，検出された AE波形と，検

出波形に上記の処理を施すことにより得られた原波形の例である.

18 

91 



D(t) 

阿ア
dτ 

)
 

t
 

，，a
，‘‘、ve 

原波形D(t)

S (t) 

V (1 ) = D (1) * G (t) * S (1) 

図 18:AE原波形と検出波形

.1:1， 
w
h
d
 

h
.

，

(

叫

)

門

叫

25 

。〉
毘
a

(

『
)
み

2 
時間， μs

(b)原 波 形 D(1) 

4 。30 10 20 
時間， μs

( a )検出波形v(1) 

。
-25 

図 19:微視割れに対する AE原波形の解析結果

19 

92 



5.3 領域内の負荷の同定

状態量ゅの変化を支配する式 (1)においてfは領域内の熱負荷や物体力などを表す負荷

項である.この負荷を同定する方法として，随伴境界積分法が提案されている.この方法

では，領域Q内で定義される適当な関数ψ*を導入するとき，次の恒等関係式が成り立つ

ことを利用するものである.

k(ψLゆ-1>L*'!t) (6) 

ここに，L*は随伴作用素，Jrb(札ψ)drはゆおよびψにより定義される境界積分である.

ψとして領域内で

L*ψ=0 

を満足するものを採用すると，これらの式および式(1)より，

かfdO= kb(州 )dr

(7) 

(8) 

が得られる.この式は，領域Q内の負荷fに関する情報が，式(?)を満足するように選ば

れた種々のψに対して評価される境界積分から得られることを表している.

物体中の熱源や力の位置と大きさを推定する数値シミュレーションが行われている [118ト[120]

6 材料特性逆問題とその取扱いの例

6.1 多層不均質弾性体中の弾性波の到達速度からの伝播速度分布の推定

不均質弾性体の内部構造を推定するため，表面上の2点聞の弾性波の到達速度を用いる

ものがある [121] 表面上の弾性波の発生源より Z離れた位置における点までの波の到達時

聞を表す走時曲線から深さに伴う伝播速度の変化が推定されている.

6.2 弾性定数の分布の推定

材料特性値の同定に関しては，構造の振動特性の同定に関連して多くの研究がなされて

いる [122] このほかにも，複合材料の変位の応答より弾性定数を同定する問題 [12司，弾性

特性分布を推定する問題 [124]にカルマンフィルタが適用されている.拡張カルマンフィル

タを用いて掘削地盤の弾性特性老推定した結果の例を図 20に示す [123] カルマンフィル

タを適用した場合，解の収束の過程は，比較的安定している.

離散系の剛性関係式をもとに，材料特性値を推定する二つの方法が提案されている [125]

これらの方法を有限要素近似と組み合わせて，連続体の材料特性値分布の推定が行われて

いる.ヤング率およびポアソン比の分布の推定にこれらの方法が適用されている [126]

非均質材の評価は盛んで，インデンテーション法による薄膜弾性定数分布の推定，弾性

波による層状材料の非破壊評価，超音波音響信号による膜構造材料の非破壊評価などの検
討がある [1均一[129]
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材料の構成関係の同定にも逆問題解析が適用されており，粘弾性材料の緩和スペクト

ルなどの同定 [1301，粘塑性材料の構成式のパラメータ同定 1131l，複合材料の弾性定数同定

[132Jがなされている.

7 支配方程式逆問題とその取扱いの例

支配方程式を推定する逆問題として，現象に観測結果をもとに，これを合理的に説明し

うる線形微分方程式を求める方法が提案されている [133J-[135J これは，支配方程式の同定

が係数の同定に帰着させるものである.すなわち，現象が常微分方程式で表されるとした

ときのその階数老 η として，非同次項をもたない常微分方程式は，

nu --
斗
川
ア

内

uc
 

+
 

+
 

。ゴ
一

一

品

'

P
一白α

 
+
 

よ川
γ
一
判

明

日

一

庁

A

，α
1
d
 

(9) 

のように書ける.観測結果老もとに，微係数が評価できれば，未知係数Ciに関する関係

式が得られる.このように支配微分方程式を推定する問題が種々の観測結果をもとに得

られた微係数より，微分方程式の階数と係数Ciの推定問題に置き換えられている.

この推定では，誤差を含む観測値からの微係数の数値的評価が問題となる.誤差の影響

を軽減するためモリフィケーション法が適用されている.また，非線形方程式の推定や次

式のよう偏微分方程式の推定も行われている.

。nゆ δnゆ δnゆ
一一 + Cn-11 一一一一一+・・・ +COn~一十・・・ +COOゆ =0axn δxn-1ay I I ~un ayn 

、、.，，，
J

ハU1
1
 

/，a
E

目、、

微分方程式の階数の推定には，情報量基準 AICが用いられている.

8 おわりに

以上述べてきたように 逆問題には種々のものがある.どのような逆問題を取り上げる

かが重要である.次に，逆問題をどう設定するかに問題をうまく解けるか否かがかかって

おり，ここに研究者の力量が発揮できる余地がある.逆解析に用いる手法にも，ここの問

題ごとに先験情報の利用など工夫の余地が大きい.このような重要でありながら，工夫の

余地の大きな逆問題に意欲的に取り組む研究者が増えることを祈念する.
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序

逆問題の研究者の最終目標は何か。それは観測データから未知のものの情報を抽出す
ること(これを単に逆問題の解の再構成ということLこする)である。逆問題を研究するも

のはこれを片時も忘れてはならない。言い換えれば、今自分がやっていることがその最終
目標にどのようにかかわるのかを常に意識し自問自答することが必要とされる。

逆問題の数学的研究はいくつかの段階に分かれるという。第一段階は、観測データと

未知のものの数学モデルの設定。観測データは物理量で与えられる故、多くのモデルは支

配方程式と呼ばれる偏微分方程式で記述され、観測データはその解を使って、未知のもの
はその偏微分方程式の境界条件、係数、解のある場所での値などとしてモデルに取り込ま
れる。このときの観測データを理想化された観測データと呼ぶことにする。

第二段階は、通常は、この数学モデルの中で、理想化された観測データが未知のもの
を一意的に決定するかという逆問題の解の一意性の問題、さらには理想化された観測デー
タが互いに何らかの意味で近ければ、それを産み出すもととなっ』た未知のもの同土も何ら

かの意味で近いかという逆問題の解の安定性の問題に取り組むことである。これらの問

題の理解および解は、適切な評価関数と正則化パラメタの選択に知見を与え、それを使っ
た、最終目標である逆問題の解の構成につながるというのがその研究の意義である。解
は、解の候補者からなる適当なクラスで、選択された評価関数を最適化するものとして与

えられる。この研究の進め方は、普遍性があり、個々の逆問題の個性に左右されないとう

利点がある。もちろん、一意性と安定性の問題の解決自体には個々の逆問題の個性の把握

が必要であることは言うまでもない。この進め方は逆問題の解の間接再構成呼んでもよい
と思われる。

一方、この講義では、上述の第二段階に、逆問題の解の情報を理想化された観測デー

タから直接解析的に抽出する公式(解の情報の抽出公式)の発見をもってくる。これはそ
の公式にあらわれる解の情報が理想化された観測データからどのように決定されるのか

というからくりを明らかにする。例をあげるまでもなく、このような公式を得ることはお
よそ逆問題の研究者の夢ではないだろうか。例え一意性がなくても、解の情報の一部でも
抽出できれば有用であることは明らかであろう。ただし、これで終わりではない。実際の

観測データは誤差やノイズが混入しており、それをそのまま公式に代入しても、途中で計

算が破綻する。これが逆問題の特徴の一つの表現であり、逆問題の解の間接再構成におい
ても同じ問題が発生し、いつ計算老止めるかが重要になってくる。これは公式の正則化の
問題であり、逆問題の解の間接再構成における評価関数の正則化に対応している。この講

義ではこの進め方を逆問題の解の直接再構成と呼ぶことにする。ただこの進め方は逆問

題の解の情報の抽出公式の発見がなければなにも始まらないことはいうまでもない。し
かし、これは、個々の逆問題の個性在、もっと深く把握しようという方向の研究も促す。

個々の逆問題を、あたかも個々の特殊関数と思い、その個性を追求する。その結晶化した
ものが、解の情報の抽出公式ではないだろうか。

このほぼ十年間、逆問題の研究とくに、亀裂、障害物、介在物、空洞などの媒質中の不

連続性の抽出問題に関する研究が大きく変貌した。従来はこの解の間接再構成の研究が
ほとんどで、あった。その代表的な文献として、 Alessandrini-DiBenedetto [2]、Isakov[52]、
Friedman-Isakov[52]、Friedman-Vogelius[20]らの論文があげられるであろう。しかし今や

解の直接再構成の研究が雨後の竹の子のようにあらわれて群雄割拠(?)の戦国時代の様相
を呈し、まさに室町幕府は崩壊したのである。著者は 1997年4月仮想的な針(探針)を
つかって不連続性を抽出するアイデアを発見しそれを探針法と名づけた。これ老まとめ

た論文は、好余曲折老経て翌年偏微分方程式に関する専門誌 Comm. PDE.に掲載され
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た([24])。またこのアイデアを障害物による音波の散乱の逆問題ヘ応用し、入射波として
平面波老与える場合を扱った論文がその年逆問題に関する専門誌 InverseProblemsに掲

載され ([25])、少し遅れて、点源を発する球面波を入射波とした場合を扱った論文が波動
現象の専門誌WAVEMOTIONに掲載された ([26])。これは凸性などの条件を仮定するこ
となしに障害物そのものの再構成公式を与える世界で最初のものであり、著者のこの問

題における研究状況に対する長年の知的欲求不満の解消になった。しかし、批判もあっ
た。それは探針法の基礎が Rungeの近似定理で、あって、構成的ではないのではという指

摘である。批判者が言う構成的であるととの定義を私は知らないが、 1998年、不連続性

の凸包を Rungeの近似定理を使用しないで抽出する方法として、著者は固い込み法を提
唱した ([29])。この聞い込み法の考え方は、 Sylvester-Uhlmann[69]によって構成された、

定常 Schrodinger方程式の複素幾何光学解(Complexgeometrical optics solution)の、新
しい応用を与え、それは逆源泉問題 [28]や定常 Schr凸dinger方程式に対する Cauchy問題

[34う 51]へも応用された。
2000年頃までのこの二つの方法の研究状況については、東京都立大学での集中講義を

まとめたノート [30]を見られたい。不思議なことに、時期的に非常に近接して、他のいく

つかの基本的アイデアも提唱された。障害物による音波などの散乱問題において提唱さ
れた Kirschの因数分解法 (Factorizationmethod) [54]あるいは Potthastの特異源泉法
(Singular sources method)[66]などがそれである。現在特異源泉法は探針法の、この

講義で説明するところのA面と本質的には同じであることがわかっている。なお初期に

提唱された Colton-KirschのLinearsampling method[l1]はその数学的正当化に問題
があったが、最近Tilo[71]により満足のゆく形に正当化された。

この講義はノート [30]の続編に位置づけられるであろう。そしてこの講義の構成であ
るが、大きく二つに分けてある。

第一章では、空洞のような体積をもった不連続性を観測データから抽出する問題をとり

あげ、囲い込み法、探針法および因数分解法について、解説した。支配方程式は Laplace
方程式であり、いきなり問題に入っていけてかつアイデアの核心が掴みやすいということ

で、この問題を選択したが、最低限必要な順問題についての知識については、簡単にまと
めておいた。トレース定理についてはそれが正しく使えればよしとし、必要があれば例

えばGrisvard[21]の本を参照すればよい。一節および二節の内容のいくつかの部分はノー
ト[30]にもふくまれているが、支配方程式の導出についての簡単な説明そして単純化され
た固い込み法 ([27])のキーとなる補題の幾分くどい証明はそのノートにはふくまれていな

い。また最近の成果 [39]で得られた知見として、スペクトルの逆問題への応用についての
注意も与えておいた。三節の探針法は、最近出版した探針法の見直しに関する論文 [43]で
得られた新しい知見にもとづいて書かれていて、 [30]とは異なる。 [24]の探針法は、この

講義によれば二つの側面の一つしか見ていなかったことがわかるであろう O 四節では、固
い込み法の一般化についての成果 ([40])を紹介する。 Mittag-LefHerの関数の漸近挙動
についての証明と不連続性の抽出公式の証明を詳細に記述した。前者は Batemanの有名

な本 [3]を参考にしたことを注意しておこう。著者は数年前までこの特殊関数の名前すら

知らなかったのであるが、東大の図書館でウズベキスタンのYarmukhamedovのLaplace
方程式に対する Cauchy問題についての、およそ現代の数学とは全く対極的な異色の論文
[75]を偶然見つけ、その存在と性質を知ることとなった。なお彼の興味深い研究結果は、

[33]で、囲い込み法と組み合わせられて、介在物の抽出問題ヘ応用された。 Mittag-Le田町

の関数はおよそ百年前に Mittag-Leffierにより導入され、指数関数のある意味での一般化
で、実は確率論や積分方程式などへの応用もあることを後で知ったが、このような問題に
応用できたことは、著者にとって、大変な喜びで、あった。

さて、この講義の目的は先端的話題を紹介することで、あった。それゆえ、探針法や閤い込
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み法と対照的な、 Kirschによって導入された因数分解法についての解説を含まなければ完

全ではないであろう。五節では、彼の方法を空洞の問題に適用し、その中心である因数分

解公式の導出方法とその使い方に絞って解説した。
第二章は、探針法および囲い込み法を、亀裂のような体積がない不連続性を観測デー

タから抽出する問題をとりあげた。六節で、は亀裂の逆問題ヘ探針法を応用した。亀裂は体

積がないぶん、そのままでは困難が増すが、うまい試験関数の選択により切り抜けられる

ことを示した。ここはプレプリント [45]にもとづいていること老注意しておこう。七節で
は、固い込み法在、体積のない障害物による、音波の散乱の逆問題ヘ応用した。支配方程

式がLaplaceから Helmholtzにかわっただけと思われるかもしれないが、そのままでは解
析は格段に複雑になることがわかる。ところがパラメタのうまい変更により、結果として

すべてがうまくいった。この辺はまさに、初等幾何学におけるうまい補助線の発見の喜び
に通じるものであった。さらに古典的な Vekuaの変換公式、 Herglotzの波動関数などが
からみ、この種の問題における基本的な部分の紹介にもなったのではないかと思っている

が、いかがであろうか。ただこの節では肝心の部分の証明は省略しているので、興味のあ

る方は原論文 [39]およびフレプリント [41]にあたっていただきたい。
いくつかの節の終わりには、著者が、常日頃、その解答を知りたい問題について、その

うちのいくつかを注意しておいた。この機会を通じてそれらについて何かみなさんから知

見が得られれば幸いである。探針法および囲い込み法は、すでに、共同研究者、他のグルー

プらにより数値実験がなされ ([6ヲ 10，18，47ぅ 49，50])、他の問題へ応用され ([53，63， 64])、
第三者による Surveypaper[67]も存在する。さらに、この考え方を基礎にした論文もあら
われている ([65])。このように、探針法と固い込み法の考え方は、受け入れられつつある
ようにみえる。

200 5年6月30日桐生にて

第一章体積(面積)のある不連続性を抽出すること
この章では与えられた物体内に発生した空洞のような体積(面積)のある欠陥の位置

や形についての情報を観測データから抽出する公式とその背後にある考え方を具体的な
境界値逆問題を通して紹介する。

1 境界値逆問題の原型

この節では、電荷が動くことのできる物体すなわち導体の内部に何等かの理由で発生した

空洞の位置および形状を物体表面を通して与えられた定常電流密度と対応する表面電位
から抽出する問題を Dirichlet-to聞 Neumann写像を使って定式化する。

1.1.支配方程式の導出
出発点は Maxwellの方程式系である。空洞がない場合の導体を Qであらわす。 ρ、E、

μおよび Jでそれぞれ、その導体まで込めた空間の電荷密度 (chargedensity)、 誘電率

(electric permittivity)、透磁率 (magneticpermeability)および電流密度 (current)をあら

わす。電磁気学によればこのとき発生した電場 E(electric field)および磁場 H(magnetic
field)は次の Maxwellの方程式系を満たす。

マ・ (EE)=ρぅ (1.1) 
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マ× Ez-11(μH)ぅ

δt 

マ.(μH) = 0， 

(1.2) 

(1.3) 

マ×HzJ+11(EE)(14)
δt 

(1.1 )は Gaussの法則、(1.2)はFaradayの法則、(1.3)は磁気単極子の非存在、(1.4)は
Ampereの法別である。(1.4)と(1.1)より電荷保存の法則

マ.J十三ρ=0
δt 

(1.5) 

を得る。いま電場、磁場、電流密度および電荷密度すべて時聞に関して一定であるとす
る。このとき(1.5)から

マ.J=0 

を得る。これがKirchho旺の法別である。一方(1.2)より

、、.s
，ノ

£

υ
 

1
2よ

/
4
1

‘、

マxE=O 

を得る。このとき

E=-て7u

を満たす Uが存在する。ここで導体内部で Ohmの法則

(1. 7) 

J=σE (1.8) 

が成り立っていると仮定する(いいかえればこの法則が成り立つ導体を考えている)。 σ

はこの導体の導電率(conductivity)と呼ばれる。(1.6)、(1.7)および(1.8)より導体内部に
おける導電場の方程式

¥7.σマu= 0 inO (1.9) 

を得る。このとき導体表面における電流密度は

j=一σ¥7u・叶θQ

で与えられる。ここで νはaoに対する外向き単位法線ヴ、ェクトル場である o U は電位

(vol tage potential)と呼ばれ、導体表面における電位は

f=ulθQ 

で与えられる。 σに対する正値性の仮定のもとで、導体表面における電位は導体表面におけ

る電流密度を一意的に決定する。この講義では、対応f←→jを導電率σの導体Qに対する
Dirichlet-to血 Neumann写像と呼びAσ であらわす。今から 4半世紀前数学者A.P.Calderon

は、 Aσ によって σが一意的に決定されるかそして決定されるときどのように σをAσ を
使って計算するかという問題を定式化した ([8])。この Calder白の問題は、その導出から
わかるように、導体表面における電位と電流密度分布から導体内部の導電率を知ろうとす

る電気インピーダンストモグラフィの連続体モデルの基礎にかかわり、その後の展開が示

すように ([73])、数学としてみても極めて興味深い問題である。
さてこの第一章では既知の導電率σ老持った導体内部に、なんらかの理由で発生した

空洞 Dについて、その位置と形についての情報を導体表面における電位と電流密度分布
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から知ろうとする問題を取り上げる。 σは空洞発生前の導体の導電率である。空洞の表面
δD老通して電荷の出入りがないということを仮定すると δDにおける境界条件

-σて7u.ν=0 on δD 

を得る。このとき(1.9)から

ヤ・ σ¥lu= 0 inO ¥D (1.10) 

を得る。これは形式的には Calderonの問題において、 D上σ=0とすることに対応する。
これは Dは極端に電流が流れにくい領域であることを意味する。

σに対する口¥万における正値性の仮定のもとで、この場合も導体表面における電位

は導体表面における電流密度を一意的に決定する。このとき対応fト→j老Dirichlet-to-
Neumann写像と呼び ADであらわす。

この章を通して我々は、次の問題在追及する。

・導電率σは一定の定数で既知であるとする。 ADから Dについての位置あるいは形

についての情報を抽出すること。
このとき、 (1.10)はLaplace方程式

ムu= 0 inO¥万

となる。この講義では、この問題の 2次元版を考える。同じ記号を使用することにする

と、この場合Q は導体の注目している断面となり、電流密度のこの断面に垂直方向の成

分は無視できるとして対応する 2次元の問題が得られる。
1.2. Dirichlet-to-Neumann写像

さてこれからさきは数学の出番である。 oは単に漠然と導体の注目している断面とし
たが、数学の言葉ではっきりとその居場所を規定しよう。この章を通して、口はその境界

がLipschitzである R2の中の有界な領域(連結開集合)であるとする。その中に含まれ

る未知の空洞の断面DはQの開集合でその閉包DがQに含まれ、 Q¥Dが連結であると
仮定する。そしてさらに、 Dは、その閉包が互いに素である、 Lipschitz境界をもっ有界

な領域の有限個の和集合
D =Dl U...UDN 

で与えられていると仮定する。 νで Q¥百に対する δ(0¥万)上の外向き単位法線ヴ、ェク

トル場をあらわす。
ここでは、 Laplace方程式に対する二つの境界値問題の弱解の定義を与え、その存在

と一意性についての知見老述べる。

定義1.1.与えられたfεH1/2(δ口)に対し UεHl(O¥万)が次の境界値問題

ムu= 0 inO¥Dう

D
 円。n o
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u= f onδQ 

の弱解であるとは、 uのδ口上へのトレースがfと一致しかっそのδQ上へのトレースが

消えるすべての ψε H1(口¥D)に対して

l ーマu・て7cpdx= 0 
Jn¥D 
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が成り立っときをいう。また vE H1(O)が次の境界値問題

ムむ二oinO， 
(1.12) 

り =fonδo 

の弱解であるとは、 υのδ口上へのトレースがfと一致しかっその δ口上へのトレースが
消えるすべての ψε H1(O)に対して

かりマcpdx= 0 

が成り立つときをいう。
境界値問題(1.11)、(1.12)それぞれのの弱解の存在と一意性は基本的であり以下のよ

うにまとめられる。

命題1.1.与えられたfεH1/2(δ口)に対し μ12)の弱解υε H1(O)が唯一つ存在する。
さらに、 fには独立な正の定数C1= C1(口)が存在して評価

|川IHl(O)壬C11IfIIHl/2(θ0) (1.13) 

が成り立つ。

命題1.2.与えられたfεH1/2(δ0)に対し(1.11)の弱解uε H1(O¥万)が唯一つ存在す
る。さらに、 fには独立な正の定数C2= C(D)が存在して評価

Ilu-叶IHl(O¥百)三 C211マυ11L2(D) (1.14) 

が成り立つ。ととに vE H1(O)はfに対する μ.12)の弱解である。

さて Dirichlet時 to-Neumann写像を定義し、この章を通して考察される逆問題を定式化
しよう。
定義 1.2.fεH1/2(δ口)を任意に与える。
(1) H1/2(δ0)上の有界線形汎関数Aof老公式

< Aof，g >= /マv.マηdx，9 εH1/2(δ0) 
JO 

により定義する。ここで、り εH1(O)は(1.12)の弱解および、ηε H1(O)はそのδQ上へのト

レースがgである任意の関数である。写{象f←→Aofを背景になる Dirichlet-to-N eumann 
写像と呼ぶことにする。

(2) H1/2(δ0)上の有界線形汎関数i¥Dfを公式

<A山 >=AJUわ dx，9εH1/2(的)

により定義する。ここでuE H1(O)は(1.11)の弱解およびψξ H1(O¥D)はそのδQ上へ
のトレースがgである任意の関数である。写像fト→ ADfを単に Dirichlet-to-N eumann 

写像と呼ぶことにする。

7 

109 



もし δQとfの両方が滑らかであれば、楕円型方程式の解の境界までこめた正則性の結果
より、 Uおよびりの両方とも δQの百に関するある相対近傍で滑らかであり古典的表現

ADf=21加;

。
内

O

U

一
ν

円
。
ス
O

一一
f
l
d
 

凸
UA

 
を得る O

この章ではつぎの問題を考察する。

逆問題1.1.AD あるいはその一部から Dの位置および形についての情報老抽出せよ。

2 固い込み法と不連続性の凸包の抽出

2次元のすべての単位ヴ、ェクトルからなる集合を Slであらわす。これは原点を中心とす
る単位円周と同一視される。与えられたω=(ω1ぅ凶)ε Slに対しωに直交する単位ヴ、エ

クトルは二つある。そのうち ω上 =(ω2，ーω1)ε Slとおく。

この節では、おおきなパラメタ r(>0)を持つ調和関数

Vr(X;ω) = erx.(ω+ω斗)

が中心的役割を果たす。

2.1.固い込み法の始まり

定義 2.1.指示関数Iw(r;t)を公式

Iω(r; t) =< (Ao -AD)(e-rtvr(・;ω)1θn)，e-rtりr(・;ω)> 

により定義する。

この部分節では、上で定義した指示関数のァー→∞のときの漸近挙動から Dの凸包
が抽出されることを示す。

Dの凸包はその支持関数
hD(ω) = sup X.ωぅ ωε Sl

2ξD  

から次のようにもとまる:

円ωεSl{XεR21x.ω く hD(ω)}.

それゆえ、 Dの支持関数が指示関数から計算できることを示せばよい。

ここで極めて有用な不等式系を述べておく。その不等式系は、背景になる Dirichlet-to-

Neumann写像A。と Dirichlet-to-N eumann写像ADのずれを表現していて基礎的である。

命題 2.1.与えられた fに対し U εH1(D.)を(1.2)の弱解とする。乙のとき Dのみに依
存する正の定数 CDが存在し不等式系

k l'Vvl2dx三<(Ao -AD)f， I >三らん l'Vvl2dx (2.1) 

が成り立つ。
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証明 Uをfに対する(1.11)の弱解とする。 Dirichlet-to-N eumann写像の定義を注意深く

使うと等式

< (Ao -AD)!，] >= I~ 1マ(uーり)1
2dx + I l¥7vl2dx (2.2) 

Jo¥D . JD 

を得る。ここは演習問題としよう。このとき (2.1)は(1.14)からの直接の帰結である。
口

囲い込み法は次の定理で始まった。

定理 2.2.公式
loglI，ω(ァ;0)1 

27=hD(ω)う

が成り立つ。さらに以下の主張は正しい:

・もしt>hD(ω)ならば、 そのとき

ThLL(71)=0; 

(2.3) 

-もし t< hD(ω)ならば、 そのとき

アhLL(71)=∞;

-もし t= hD(ω)ならば、そのとき

li旦izfん(T;t)> 0 

証明自明な等式
1w(ァ;t)= e川 'D(ω)一勺ω(T;hD(ω)) '1ftεR  

Lこよればすべては t= hD(ω)のときを調べればよい。補助の関数

I(T) = / 1¥7{e-rhD(ω)叫 (x;ω)}12dx
JD 

を導入する。 (2.1)は

I(T)三Iω(T;hD(ω))壬GD1(T)
と書かれる。ア-→∞のとき評価

(2.4) 

1(ァ)= 0(T2) (2.5) 

をみるのは容易である。 3D上の点 Xoで直線x.ω=hD(ω)上にあるものをーっとる。。DはLipschitzであると仮定しているから、 Xoを頂点に持つ有|現開錐CでDに含まれる

ものが存在する。このとき適当な正の定数αを取ると、 8-→0のとき Cと直線x.ωz

hD(ω) -8との共通部分の長さ IGn{x.ω土 hD(ω)-8}1はω で与えられる。このとき

十分大きい TO(>0)、十分小さい 80(>0)を取ると、 TO以上のすべてのァに対して 1(ァ)の
下からの評価

1(7)三2T2/ e-2r(hD(ω)-X.W)dx 
JC 

ミ 叶 九2r81Gn {xω= hD(ω)一 抑8

(2.6) 

主ddff子勾~0~εe-r88一
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を得る。 (2.3)および他の主張はすべて (2.4)， (2.5)および (2.6)からの帰結である。
口

この方法は、層状に重なった導体内に埋め込まれた介在物に対する類似の問題ヘ応用され

ている ([36，38])。
2.2単純化された固い込み法

前部分節では無限に多くのfに対する ADfを使って Dの凸包を計算する公式を与え
た。ここでは定数関数でないfを任意に与え固定し、このときの ADfから、 Dが多角形
状であるという仮定のもとで、その凸包を計算する公式を与えよう。その公式の確立に、

Laplace方程式の解の角における解析が重要な役割を果たしていることをみるであろう。

定義 2.2.定数関数でないfεH1/2(δ0)を任意に与え固定する。与えられたωニ (ω1ぅ地)ε
81およびァ(>0)に対しもう一つの指示関数を公式

Jw(T; t) =< (Ao -AD)Jぅe-7tりγ(・;ω)Ian> (2.7) 

により定義する。

前部分節と異なりこの指示関数は複素数値である。

定義 2.3.方向ωε81がDに関して正別であるとは、。Dと直線x.ω=hD(ω)が一点の
みを共有するときを言う O 言い換えれば、方向ωに垂直な直線x.ω=tがω方向の無限

の彼方から下降してくるとき (t=∞から t=ー∞)、 t= hD(ω)のとき最初に δDにあた
る。このとき、あたった点が一点のみであるというのが正則性の運動学的表現である。
定義 2.4.Dが多角形状であるとは、 Dの各連結成分Djぅj=1f・.，Nがある多角形の内
部で与えられるときを言う。

この部分節では次の定理を証明する。

定理 2.3.Dは多角形状でかつ条件

diamD < dist(Dうδ口) (2.8) 

を満たすと仮定する。方向ωはDに関して正別であるとせよ。 ζのとき公式

log IJw(T; 0)1 
堕L T=hD(ω) (2.9) 

が成り立つ。さらに以下の主張は正しい:

・もし t三hD(ω)ならば、そのとき

ア出L|J471)|=0;

-もし t< hD(ω)ならば、そのとき

ThL|Jω(T;t)1 =∞・

与えられた多角形状の Dに対して、それに正則でない方向は有限個である。したがって、
任意に選んだ方向がDに関して正則でないということはめったにないということになる。

さらに、 (2.7)のfは定数関数でないという仮定以外、何の制限も課していないというこ
とを特に強調しておく。

この定理の証明の出発点は、指示関数 Jω(T;t)の、以下に述べる δD上における積分
表現である。
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命題 2.4.入は任意の定数とせよ。 公式

Jw(r;t) =ε1J-法科(x;ω)dS(x) (2.10) 

が成り立つ。

証明本質は部分積分であり演習問題とする。
口

(2.10)の右辺を解析するためにある極座標を導入する。 XoでδDと直線Z・ω=hD(ω) 
とのただ一つの共有点をあらわそう。 XoはDのある連結成分をその内部とする多角形の

頂点でなければならず、このとき十分小さい正の数ηをとると、 Xo在中心とする半径2η

の開円板と Dの0における外部0¥万との共通部分は扇形、 δDとB(xoぅη)の共通部分
はXoで交わる二つの開線分と Xoからなる。 ω上を Xoを中心として時計回りに回転する
と、それら二つの線分に平行になるときがある。最初の線分に平行になったときの回転角
を pとしその線分をむと書こう O つぎに二番目の線分に平行になったときの回転角を

-qとし、その線分を fqと書こう。すると 0<-p < -q <πすなわち -π <q<p<O
の関係があることがわかる。 e= 2π 一{(-q) -(-p)}とおくと、。 +p=2π+qおよび
π< e < 2π をみたすのは明らかである。この@は上の扇形の中心角である。このとき

B(xo，2η) n (0¥万)= {xo + r( cos 0α+ sin 0α土)IO<r<ηぅ 0<0<θ}

および
fp = {xo + r(cos pwJ..十 smpω)10 < rく η}

fp = {xo + r(cos qωよ+sin qω)IO<r<η} 

と書けることがわかる。ここに

α=  cos P wJ.. + sin pωぅ

号 ・ l

α~ 二 smpω一L + cos pW. 

αはωムを時計回りに -pだけ回転して得られ、 α上はそれをさらに反時計回りに π/2だけ
回転して得られている。このとき

u(rぅ0)= u(x)， x = Xo + r(cos 0α+ sin 0α土)

とおく O これがr=Oにおいてどんな特異性を持つか調べる。そのため定義域が

.12 

D(一二五)= {ψ ば 2(]0ぅ。[)I cp'(O) = cp'(θ) = O} 
dO 

で与えられる L2(]O，e[)における自己共役作用素

d2 

d02 

を考える。数列{入m}および関数列 {CPm}老

入 生二主 ¥1  一一、.
m e う~ ....1...， 

11 

q
d
 

t
E
i
 

-
E
A
 



山 (0)=志?

叫州州θめ)=長岳ゐC∞川Oωs

により定義しよう O このとき ψm，m =1，...は-d2jd02の正規化された固有関数系で、入Lう

m=  1，...は対応する固有値になっていることがわかる。次の命題は u(r，0)のr -→Oに

おける挙動を明らかにする。

命題 2.5.次の ρjから (3)が成り立つような実数からなる列 α1ぅα2，• ..が存在する:

ρj任意に回定したsε]0ぅ 2[に対して

u(γ，0) = 乞αmr入勺m(o)inH1(Bぷxo)円 (0¥万)); (2.11) 
m=l 

(2)m-→∞のとき
1 . 1 、

|αml = O(つ子C.~ Ym); (2.12) 
〉λm'2η 

(3)任意に回定した l= 1ヲ2r-に対して正の定数Gが存在してすべてのγε]0，η[に対

して

lu(け)-Lαmr入=1三C〆1+1

m=l (2.13) 

lu(γぅ8)-Lαm(-l)mーい=1三C〆1+1

m=l 

証明は省略するが、 [2司に Grisvard [21]に従った証明があることを注意しておく O この命

題を使うと指示関数の7 -→∞のときの完全漸近展開を計算できる。まずδD¥B(xoぅη)
が半平面Z ・ω壬hn(ω)-8に含まれるように十分小さい8(>0)をとり固定する。このと

き(2.10)から評価

Jω(7;hD(ω)) 

=e一川)/ • {匂一生}三州ω)四 (x)+ O(7e-r8) 
JδDnB(xo，η) - .../ ~一世 Uν 

(2.14) 

を得る。

(2.13)と(2.14)を注意深く適用して次の定理を得る。

定理 2.6.7 -→∞のとき公式

./2 nirxO'w..L .cミ F(1十ん)汁入mαm{e仇+(-l)me仇}
Jω(7; hD(ω)) rv -i，云e2rxo'w~ >= ~\~ '''m!~ ~m_l: '¥ ~! (2.15) 

仰 と2 7入m

が成り立つ。
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証明以下の等式は各自確認されたい:

ν= (sin p)ωムー (cosp)ωonfp 

ν=一(sinq)ωよ十 (cosq)ωonfq 

X.ωニ hD(ω)+ r sin (θ+p)， X ・ω上 =Xo・ωi十川08(0十p)

マV= 7(ω 十 iω上)erx.(叶 ω よ

これらを使えば、等式

e-r凶)竺=一T何θ一V 山よeTrγ付r(sinp阿+判2C∞向0佃吋S

av 

e-rhD(w)竺=TezqemodeT7M+zcosq)011rq 。ν
を得る。 (2.13)と(2.16)から、任意に固定した lに対してァー→∞のとき評価

le-rhD(ω)人(u-主αmrAm)か(X;ω州 =O(土)

le-rhD(ω)え(u一三科目(-1)m1Jm)bMdS120(土)
を得る。 (2.14)、(2.16)および (2.17)から漸近式

Jω(tぅhD(ω))

=一品eZ720i山 一

を得る。ここで

み(7，8)= 1''' rArneTγ(s…叫Tぅ。=川

とおいた。これは

Jm(Tj)=「(Mm)AVV(S山向。)伽

ェァー(1+入m)I∞ω入me凹 (sin8十代088)dω-7一(1+λ=)I∞ωλ叫 e日 (sin8+i cos e) dω 
JO JηT 

と書いて、公式

j∞ωλ=ew(sin 8+icos匂ω=ie'号入=e旬。λ=f(1+入m)
JO 

および評価

p vM叫 dω =0(7-00) 
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を使えば、 r-→∞のとき 7に関して急減少の項を法として

eé~λ:n eiOλ'" r(1 +入m)
re-'P Jm(r， 8) = "~ _¥ -¥-， ""'1 + O(ァー∞)

7入間

を得る。これと (2.18)から (2.15)が成り立つことが結論される。
口

この定理と自明な等式

Jw(r;t) = e-T(t-hD(ω))Jw(r; hD(ω)) Vt εR  (2.19) 

からただちに (2.9)が導かれるわけではない。 (2.15)が保証するのは、 Jω(r;hD(ω))がr-→
∞のとき高々代数的に減衰するというにすぎない。指数的減衰も高々代数的減衰である
から、このままではt=Oまたは t< hD(ω)のときに何が起こるのかまったくわからない。

囲い込み法ではこの先を問題とする。み(ァ;hD(ω))は真に代数的減衰をする。それが次の
補題の意味するところである。主張はなんの変哲もないようであるが証明は繊細である。

補題 2.7.すべてのm 三2に対して

αm{ε似叫 十 (_1)meiq入団}=O

となるととはない。

証明m を固定する。このとき

e'片岡+(_1)meiq入"'=0

である必要十分条件は適当な整数kに対して

(2π-8)入m = (2k十 1+m)π

が成り立つことであるのは容易にみてとれる。

。
π 

とおこう。このtは 1<t<2を満たす。このとき (2.20)は

m -1 = t(k + m) 

と書かれる。

(2.20) 

(2.21) 

まず、eゅん+(_1)meiqんこ Oを満たすすべてのm(どめからなる集合の構造を調べよう。

最初にtが無理数である場合について考える。このときどんなm(とめに対しても (2.18)が
成り立つ整数 k は存在しない。したがってすべての m(~ 2)に対して eゆ "'+(-1)me，q入m ヂ
0。
次にtが有理数である場合について考える。このとき

b 
t=1+-

α 

と書ける。ここに αは2以上の整数、 bは1以上の整数でかつα、bは互いに素である。さ

らに (2.21)は

(m十 k)b十 (k+ 1)α=0 (2.22) 
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と書かれる。 α、bは互いに素であるから、 (2.22)は

m 十 k= lα 

がなりたつ整数 lの存在を導く。これを (2.22)へ代入して

k -(1 + lb) 

と書かれることがわかる。このとき m= 1 + l(α+ b)を得る。この逆も成り立つことは容
易にわかる。

以上をまとめると次がわかったことになる。

、
•• 
E

〉・・Jつ制
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Eム一一
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tが無理数、

tが有理数。
(2.23) 

さてすべてのm>2に対して

αm{e'Pλrn + (-1)me'Q入rn}= 0 

が成り立っと仮定しよう。

tが無理数であるとき。 (2.23)からすべてのm(三2)に対して、 αm=0を得る。このとき

命題 2.4の (2.11)から uはB2η(xo)円(0¥万)で定数関数であることがわかる。 Laplace方
程式に対する一意接続定理によればuはQ¥万全体で定数関数でなければならずしたがっ
てfも定数関数でなければならない。

tが有理数であるとき。 (2.20)によれば、 mヂ1+ l(α+ b)ぅl= 1ぅ2r-ならばαm=Oを
得る。再び (2.11)によればこのとき U は

川)=長会…ral叫

と展開される。 (2.12)を用いると、この右辺はB2η(xo)に含まれる R2の任意のコンパクト
集合上その項別微分までこめて一様収束する。各項は R2全体で調和であるから B2η(xo)
において調和である関数量(rぅs)で

u = u inB均(xo)n (0¥D) 

判TJ4)4(TJ)

(2.24) 

を満たすものが存在することを結論する。

Dは(2.8)を満たすと仮定しているから diamD< 0 < dis (D，δ口)を満たす正数dがと

れる。このとき DC Bt5(xo)および Bt5(xo)C 0がなりたつことに注意する。あらかじめ
ηを十分小さくとっておけば2η <0としてよい。 XoはXo・ω=hD(ω)老満足しωはDに
関して正別であるから、。¥Dに含まれる、 Xoを中心とする半径dの二つの異なった半開

円板が存在する。それらを取って固定する。 sでそれら二つの半開円板と B2η(Xo)との和
集合をあらわし、 SjでSのXoのまわりでの回転

2π(j -1) 。←→s+一一一一一ーヲ 1=
α 
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による{象をあらわそう O

ここで次の二つを注意する:

(1)任意のjぅkに対して Sj円Skは連結で、ある;

(2) Bd(XO) = Sl U S2 U . . . U Sa 
(1)は明らかであるが、しかし、 (2)はそんなに自明であるとは思えない。ここでは念のた

めその証明の詳細を述べよう O

最初に XOを中心とする別の極座標(rぅ。)で

S = B2ry(XO) U {(r， 79) / -πと<79 < 0， 2η~ r < d} 

とSを表示するものをとる。ここに 1くと <2。このときめは

21f， 2π 
Sj = B2ry(XO) U {(rヲ。)/ーバ+一(j-1) < 79 <一(j-1)， 2η 三γ<d} 

α α  

と書かれる。

S' = {(γ，79) /0三d三2π-πごう 2η 三r< d} 

とおこう O

Sj， j = 1，.・ 1α はすべてBd(XO)に含まれかつBd(XO)= Sl U S'が成り立つから上述の (2)
の証明のためには

S' C Sl U... U S，α (2，25) 

を証明すれば十分である。

そこで (rぅ。)ε S'とせよ。台 >α 三2およびd壬2π 一 πとが成り立つから

ぞ(α-1)ーじさ(α-1)一 (2π 代)= ~(ごα ーわ 0
α 

を得る。これは αが集合{j= 1，...，α/79く守(j-1)}の要素であることを導き、したがっ
てこの集合は空でないことがわかる。したがってその最小元

jO = min{j = 1，・・・ぅα/79<竺(j-1)} 
α 

が存在する。 Joは1三jO~α を満たす。 Jo の最小性に注意すると、

、.‘S
F
'っ“nu 

・4
J

針
一

α
〉一A

U
 

=守(301)-T

π(αご-2) 
二一πい-~. (jo -1) + ~τ一一

>吋+さ仇-1) 

を得る。これは (rぅ。)ε Sjoであることを与えしたがって (2.25)は証明された。
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さてこれ以降は、 [19]で逆問題の解の一意性の証明で用いられた、 (2.24)を満たす調和関
数から出発する調和拡張のアイデアを適用する。まずS上で関数dを以下のように定義
する:

r u(X)ヲ Z ξ B2TJ(XO)ヲ

u'(X) = < 
l U(x)， X εS¥B勾(XO).

uは長の調和拡張であるから dがSで調和であることは明らかである O

S3上で関数u;を以下のように定義する:

2π(j -1) 
，~(r ， 0) = U'(γぅO一一一一一)OnSj・

α 

u;がS3で調和であることは言うまでもない。

B2η(XO) C Sj n Skおよび (2.24)から任意のj，k ~こ対して u; と叫は B2η (XO) 上一致するこ
とがわかる。 Sjn Skは連結であるから、 Laplace方程式に対する一意接続定理により吋

と叫はめ円 Sk上一致しなければならない。この性質は Uj=lSj上で関数u"が

u" 吋onSj，j = 1，'" 

によりうまく定義されることを導く o u"は調和でありかつ uとBd(XO)¥D上一致するo

D C Bd(XO) = SlUS2U"，USaかつBd(XO)¥万は連結であるから、 u"はUのBd(XO)¥万
から Bd(XO)上への調和拡張になっている。
。上で関数 ulll;を

( u" (μωZ刈)う
u"ぺF

Z ξ Bd(xo)， 

i叫Z吋)， X εQ  ¥Bd(XO) 

により定義する o ulllは0で調和かつ UとDの外部で一致する。いま、万のある近傍で
守二 1を満たしかつ supp宙 C Bd(XO) である守 εc~(n) をとる。(1. 11) の弱解の定義
から、

0=LJuマ(if!ulll)d

北EVtL川マ(if!ulll) 

= 1n ¥lulll マ(何申if!ulllピulll川"加F

二一一Lマ仇¥lulll包d♂ulll附" . ¥l仇¥lu"山Lど/'

を得るO したがってがFはDの各連結成分上定数であることがわかる。再び一意接続定理
を使えばfは定数でなければならないことが結論される。
口

補題2.7は最小元

m* = min{m三21αm{♂仲間 +(-l)me'Q入=}I O} 

の存在を保証する。 (2.15)の右辺は m=m*から始まるからァー→∞のとき

11;ω(サ D(ω))17A=*→ ~I ~缶払r町(1 十吋入ル川m附*寸)1αm*や{かε戸Z中P同ルλ
L θ 
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を得る。これと (2.19)から定理2.3のすべての主張を得る。
公式 (2.9)を基礎にした不連続性についての情報を抽出するためのアルゴリズムは [47]で
提唱し、その数値的検証も行っている。後で分かったことであるが、計算幾何学という分
野においては古くから有限個の方向に対する指示関数の誤差が混入した値から、物体の凸

包の良い評価をいかに得るかという問題が研究されている ([60ぅ68])0(2.9)はこの問題の
一つの出所を提供したことになる。

最後に今後の問題について述べる。定理2.2は三次元においてもしかるべく形で成り
立つことは容易にわかる(これは演習問題とする)。定理2.3は三次元においても Dの各

連結成分が、ある凸多面体の内部で与えられるときには成り立つと確信しているが、現在

未解決である。静弾性論でも類似の問題が考えられるが特に興味があるのは定理2.3に相
当する主張がこの場合になりたっかである。これも未解決である。このように、特に、単

純化された固い込み法の考え方は、主張は単純だが証明となると骨のある興味ある問題を
産み出す。なお講演者は導電場の方程式(1.9)の三次元版においても定理 2.3に類似な定

理を得ている ([31])。詳しくは、導電率σが

1ぅ Z ξQ  ¥D， 

σ1ぅ Z εDl' 

σ(x) = 

σN， X εDN  

という形で与えられていて、 σjがすべて 1と異なる未知の正の定数で、あって、 Dが多角

形状かつ (2.8)を満たすという仮定の下で、 (2.9)に棺当する公式が成り立つ。 Dは背景と
なる導体の導電率とは異なった導電率を持った導体であり、介在物に相当する。その公式

老基礎にしたアルゴリズムの数値的検証は [48]ですでに報告済みである。
静弾性論でも類似の問題が考えられるが、これは未解決である。
無限に多くの電流密度分布に対応する、任意に固定した二点聞の電位差を観測データとし

てとった問題は [32]で考察されている。
層状に重なった導体内の層と層の間に発生した不完全接合部に対する類似の問題は層間剥

離と関係していて興味ある問題であるが(その実験的研究は [62，72]が興味深い)、 [37]で
二次元版を考察しその凸包を抽出する公式を与えた。 3次元においては未解決である。

[39]では囲い込み法を音波の逆散乱問題へ応用した。補題2.7の議論とそこで得られた

計算結果 ([39]の定理4.1)を組み合わせると、スペクトルの逆問題について次の定理をた
だちに得ることができる。以下QおよびDについての設定はこの節と同じである。 kは

正数で、 U εH1(O¥万)は Helmholtz方程式

ムU 十 k2u= 0 inO¥Dヲ

D
 円。n o

 

nu 
一一

u
一
ν

円。ス
O

の非自明解であるとする。叫に対応する Helmholtz方程式の解として、関数 VT(X) = 

VT(x;ω)=♂(叩十iVT写k2WJ..)をとる。これと UのδQ上の Cauchyデータを使って

rδu_ β71_ 
J471)=fE l(-UT--斗 )dS

jθn¥8νδν 
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とおこう。

定理 2.8.Dは多角形状でかつ条件 (2.8);を満たすとする。 k2は、 Dのすくなくとも一つ

の連結成分における Neumann境界条件の下で、のームの固有値ではないとする。方向ωは

Dに関して正別であるとする。乙のとき定理2.3においてみ(ァ;t)をみ(ァ;t)で置き換え
た主張がなりたつ。

この定理の強力なところは、 uのδQにおける境界条件は何も課していないということと、

ひとつのkだけしか使わないというところである。著者はこの定理に相当する事実は弾性
波に対しても成り立っと確信しているが、依然未解決である。

一般の楕円型方程式(系)の角における特異性の解析白体は豊宮な研究の蓄積(例えば

Gr巾i抱svar吋d[ロ21司]、 Ko侃zlov
に対しても、固い込み法の適用に必要なところまで知見が得られているのかどうか著者は
知らない。専門家のご教示と協力を期待するところである。とはいえ、単純化された囲い

込み法は、この種の研究に、逆問題の解の直接再構成への応用という新たな道を提供した
ことは確かであろう。

3 探針法と不連続性そのものの抽出

この節では空洞そのものをいかに観測データから抽出するかを問題とする。ここで紹介す

る探針法は、物体内に仮想的な針を侵入させてそれが未知の空洞に当たるか否かを、囲い

込み法における指示関数に対応する指示列の挙動の違いによって捉えるものである。

3.1.針と針列
冒頭で述べた仮想的な針を定義しよう O

定義 3.1.任意に与えられた Q内の点 Zε口に対して、以下の条件を満たす区分的に直線

であるような曲線全体σ:[0ぅ 1]←→古からなる集合を Nxであらわす:

・σ(0)εδQヲ σ(1)= xおよびすべてのtε]0う 1[に対してσ(t)ε口;

・σは写像として一対一。
σε Nx在 Zを先端にもつ針と呼ぶ。
この針と空洞との位置関係をしい、泊カか、に Di凶richl凶et-t加O

ある。最初に R2における Laplace方程式の基本解をとるのであるが、無限に多くある。
探針法では基本解ならなんでも良いので標準的な基本解

1 _ 1 
(υ)=-log-

|υ| 

をとる。これを使って特別な調和関数列を定義する。

定義 3.2.与えられた ZεQおよびσε Nxに対して H1(D)の要素でかつ調和な関数から

なる列ご ={vn}が(民σ)に対する針列であるとは、 Q¥σ([0ぅ 1])に含まれる任意に固定し
た R2 のコンパクト集合 K~こ対して

n~oo(IIVn(.) -G(・-x)IIL2(K)+ 11マ{山(・)-G(. -x)}11日 (K))= 0 

が成り立つときを言う O

そんな都合の良い調和関数列が存在するのかという疑問は当然であるが、それは Laplace
方程式に対する Rungeの近似定理の帰結である。ここでは、ある作用素の像が稿密であ

ることを示す論法でそれを構成しよう。証明で Hahn-Banachの拡張定理(選択公理と同

値、 [70]の第三章)を使うのではとのご指摘を受けそうであるが、 Hilbert空間の枠内であ
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れば、直交分解定理の使用におきかえられ、この点は避けられることを注意しておく ([70]
の65ページ注意3-3)。

命題 3.1.任意に与えられたQ内の点ZおよびZを先端にもつ針σに対して、針列は存在
する。

証明論文 [43]の初期版で与えた証明を述べよう。 Q¥σ([0ぅ1])に対して、その取り尽くし

列 {On}を以下のようにとれる:

.0 ¥σ([0ぅ 1])= UnOn; 
・各Onは滑らかな境界を持つ領域で、 Q¥δnは連結;

・OnC On+l・

百を内部に含む開円板 Bをとり固定する。任意に与えられたgεH-1/2(aO)に対して次

の境界値問題の弱解U=Ug ξ HJ(B)を考える:

ムU=一九inBヲ

(3.1) 
U=  Oon δB 

ここで九は

Tg(ψ) =< 9ヲ ψ|δn>， ψε HO(B) 

で定義される HJ(B)上の有界線形汎関数である ;HJ(B)はHl(B)の要素でそのδB上へ

のトレースが消えるようなもの全体からなる、 H1(B)の関部分空聞をあらわす。
各 ηに対して

Kn9 = uglδOnεH1/2(δOn) 

により H-1/2(δ口)から H1/2(δOn)の中への有界線形作用素K九を定義する。

このとき集合

{Kn9 I 9 εL2(δO)} 

はH1/2(δOn)で調密であることを証明しよう。

Hilbert空間H1/2(δOn)における Rieszの表現定理と車交分解定理によればTε H1/2(δOn
が、すべてのgεL2(δ0)に対して

(K叫gうT)= 0 

を満たすならば、そのときすべての hεH1/2(δOn)に対して

(h， T) = 0 

が成り立つことを証明することが必要十分である。ここで(ぅ)は H1/2(δOn)における内

積である。

HJ(B)上の有界線形汎関数Tを

T(ψ) = (ψ|δOn，T)， cpξ HO(B) 

により定義する。さらに @ε HJ(B)で次の境界値問題の弱解をあらわそう:

ムU =二-TinBう

長=Oon δB. 
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そのとき仮定より
0= (Kng，T) 

= (uglδOn' T) = T(ug) 

=k¥l吾 マ引Ug

=kマ匂 ¥ludx

=九(u)

=< g，ulan > 

=ム凶|θndS

gはL2(δ0)の任意の要素であるので、 tは&0上消えていなければならない。関数dは

B ¥δOnで調和でδB上u=Oであるから、 B¥百における Dirichlet問題の解の一意性に
より 4はB¥5全体で消えていることがわかる。そのとき、 Laplace方程式に対する一意
接続定理およびQ¥δ叫の連結性から§は Q¥δnで消えなければならず、したがって δOn
上品工 Oを得る。
任意に与えられたhεH1/2(δ0叫)に対して関数 6ε HJ(s)を次のようにとる:

・&0向上 v=h;
・6は Onで調和。

そのとき目的の結論を以下のように得る:

(h， T) = (vlaon， T) 

= T(v) 

= k ¥lu 愉

=ムマv.¥ludx = 0 

正数からなる列 tI， t2，.・・を任意に与える。各 ηに対して G(.-x)IOnはH1(On)に属
するから、上の事実により、 L2(δ0)の要素 gn=gn(・;x)で評価

IIKng(・;x) -G(. -x)1θOn IIH1/2(θOn) < tn (3.2) 

を満たすものが存在する。このときg=gn(・;x)に対する (3.1)の弱解U= Un(・;x)を考え
る。 uおよびG(・;x)ともに Onで調和で、 Onにおける Laplace方程式に対する Dirichlet
境界値問題の適切性と (3.2)を組み合わせれば、評価

Ilu-G(・-x)IIH1(On)壬Cntn

を得る。ここでCnはO叫のみに依存する正定数である。そこで tnをη ー→∞のとき

Cnt叫一→0
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を満たすように選んでやれば、九二 unlnとおくと、ご={り叫}は (xゥσ)に対する針列で
ある。

口

白老具体的に与えるためには、 C九のn-→∞における増大度を知ることは大変重要であ
る。どれくらいであろうか。
ここで定義した針列は後でみるように、まさに針のような役割を演じる。

定義 3.3.与えられたQ内の点 x，xを先端に持つ針σおよび (x，σ)に対する針列ご ={Vn} 

に対して数列

I(ισイ)π 二<(Ao -AD)fn， 1叫>， η =1，2ぅ・・・

を指示列と言う O ここにんはりn のδ0上‘へのトレースである。
ここで探針法とはなにかはっきり言うことができる。探針法とは多くの針に対する指

示列の挙動を監視するととによって Q の内部を探査する方法である。

3.2.探針法のA面
指示列のη-→∞のときの挙動は二つの面をもっ。ここではその一つの面を説明する。

Q内の与えられた点 Zおよび、σξ Nxに対してと ={vn}を(x，σ)に対する任意の針列とす

る。 (2.2)から指示列の積分表現

I(x，σイ)九二 I_1¥7ωnl2dy + I 1マvnl2dy
Jf'l¥D JD 

を得る。ここに ωη Un一%であり、 UnεH1(O¥D)は(1.11)のf= vnl却に対する弱
解である。関数ω叫は次の境界値問題

ムω=0 inO¥Dう

D
 

no n
 

o
 

弘一

ν

仇
一

δ
一一

円山一

b

ω 二二 o on δ口

のしかるべく定義された弱解になっている。この講義では ωnをVnの空洞Dによる反射

解と呼ぶ。
ここで、 ZはDのQにおける外部Q¥Dにありかつσε Nxは万と共有点を持たな

いとする。これは導体の表面から針をさしてそれがまだ空洞の表面に到達していない状
況に対応する。このとき針列はその定義から D上H1(D)の位相でG(. -x)に収束する。

(1.14)在使うと反射解の列{ωn}はある関数ωzにη ー→∞のとき H1(O¥万)の位相で収
束する。叫は次の境界値問題のしかるべく定義された弱解である:

ムω=0 inO¥D， 

。ωδ
一二一一(G(・- x)) onaDう

δνδν 

ω=  0 on δO. 

この Z ξQ  ¥Dをパラメタに持つωzを空洞Dによる反射解と呼ぶ。これらの事実から指

示列{I(x，σうご)n}はn-→∞のとき次で定義される関数に収束することがわかる。
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定義 3.4.探針法における指示関数 Iを

l(x) = L=Iマωxl2dy+ '-I¥7G(υ -xWdy， x εQ  ¥万
Jil¥D JD 

により定義する。ここでωzは空洞Dによる反射解である。
次に述べる定理は探針法の一つの側面(A面と呼ぶ)老表現している。それは、指示関

数の空洞の表面における爆発とその指示関数を導体の表面から適当な針に対する指示列
を使って計算する方法である。

定理 3.2.A.

• (A.l)任意に与えられた Q¥万内の点 Zおよび Zを先端に持つ針σに対しでもし
σ(]仏1])が万と共有点を持たないならば、そのとき (ισ)に対する任意の針列とニ {Vn}

に対して指示列 {1(x，σ?と)n}は指示関数l(x)に収束する;
• (A.2)任意に国定した正数 Eに対して

sup l(x) <∞ 
dist (xぅ万)> E 

が成り立つ;
• (A.3)δD上の任意に与えられた点αに対して

J主主l(x)=∞ 

が成り立つ。

証明 (A.1)および (A.2)はこの部分説の官頭で述べたことの帰結である。 (A.3)は自明な

不等式

l(x)三/IマG(y-xWdy， x ξQ  ¥万
JD 

および事実(演習問題とする)

lim / IマG(y-xWdy =∞ 
zー→UJD

からの帰結である。
口

(A.2)および (A.3)によれば指示関数はその値を考える点が空洞に近づ、くと大きくなる量
である。そこで導体の表面から針を少し侵入させ適当な針列在使って指示関数のその先端
における値を (A.1)を使って計算する。そしてさらに針を伸ばし同じ計算をしていく O こ
れを続けると針の侵入経路上に空洞があれば、針の先端が空洞に近づくに従って計算され
た量はやがて大きくなるであろう O そうでなければ大きくはならないであろう。これが探
針法のA面から示唆される空洞の位置を探る方法ある。言うのは簡単であるが実際にや
るにはいろいろ解決すべき点があるのはあきらかである。針列の構成はどうするか。理論
的には、針に依存した、くびれた領域における第一種の積分方程式の最小ノルム解 [59]の
数値的構成に帰着できることは分かつていたが、最近 Cheng-Liu-N akamura[lO]はこの数
値的構成をし、 A面から示唆される方法の数値実験老実行し、他の間接再構成方法のため
の初期の推測を与えるであろうという知見を得ている。 Erhard-Potth出 t[18]は、針列の
より粗い数値的構成を行い、同様の数値実験を行っているが、興味ある結果を得ている。

3.3.探針法のB面
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定理3.2.Aの(A.1)を見れば誰でも次のような疑問を抱くだろう。もし針の先端がちょ
うど空洞の表面上に到達したときまたは空洞の内部に侵入したとき、さらには空洞を貫通
してしまったとき、指示列は η ー→∞のときどんな挙動をするか。これは探針法の初期
の段階では不聞に付されていた問題で、最近解決された。それが次の定理である。

定理 3.2.B.xは0内の任意の点、 σはZを先端に持つ針とする。もし ZがQ¥万内の点

でσ(]O，1])とDが共有点をもつかまたは ZがD内の点であるならば、そのときいうりに
対する任意の針列 c= {vn}に対して limn→∞I(xぅσ之)n=∞が成り立つ。

この証明の核心は、針列の針上での爆発を主張する以下の二つの捕題である。
最初の補題は、針列の、針の先端におけるエネルギーの爆発を主張している。

補題 3.3.xはQ内の任意の点およびσはZを先端に持つ針とする。ご ={vn}をいうりに
対する任意の針列とする。とのとき Zを頂点にもつ任意の有限開錐Vに対して

n~oo Lno l¥7vn(y)12dy =∞ 
Jvn!! 

が成り立つ。

証明背理法による。結論が成り立たないと仮定する。このとき正数 M および自然数列
町<向<...-→∞で

人。l¥7vnj(υ)12dy < M，jーは
Jvn 

を満たすものが存在する。十分小さい半径 Rを持つ Zを中心とする開円板Bをとると E
はQに含まれかつσ(]O，1])とBとの共通部分は Zをその一一端とする線分になる。このと
き、 Vに含まれる、 Zを頂点に持つ有限開錐V'で、 0<E < Rを満たす任意の Eに対して
Kε 三 γ門 (B¥Bx(E))がV円(口¥σ(]Oぅ 1]))に含まれるものが存在する。ここで Bx(ε)は
Zを中心とする半径 Eの開円板をあらわす。したがって

JK，I¥7叩 )12dy<川 = は

を得るo ¥7vnjは¥7G(・-x)にL2(KE)の位相で収束するから上の不等式から

[， I¥7G(y -x)12dy壬M

を得る o Eはいくらで、も小さくできるから E= l/lに対して Fatouの補題老適用して

人'nB1マG(y-x)12dy :s M 
Jv'n 

を得る。しかし、 Zを中心とする極座標を用いればわかるように、この左辺は発散する。
これは矛盾である。
ロ

もう一つの補題は、針列の、針の中間点でのエネルギーの爆発の主張であるが、それ
を述べる前に大変有用な評価を述べるO

命題 3.4.W はR2のその境界がびである任意の有界領域であるとする。り ξ H1(W)は
W において Lα:place方程式ムυ=0を満たすとせよ。とのとき W に含まれる任意の R2の
コンパクト集合 Kに対してりに独立な正の定数 C'= C'(K， W)が存在して評価

んl¥7vl2dυ 壬C'んIvI2dy (3.3) 
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が成り立つ。さらに Uに独立な正の定数 C= C(W)が存在して評価

lい1
2dυ 三CI Ivl2dS 

JW  J θW 

が成り立つ。

(3.4) 

証明最初に (3.3) の証明を述べる。 ψε C~(Wう R) を任意に取る。 Wにおける方程式ムυ=0
の両辺に cp2vをかけてその結果を W 上で積分する。部分積分を使って不等式

んl¥7vl2内壬cんlり121¥7cp12dy

を得る。ここで ψε C~(W) 老、 K の上で恒等的に 1 をとり O 三ψ:::;1を満たすように取
る。このときただちに (3.3)を得る。

次に zεH2(W)は次の境界値問題

ムz= v in Uぺ

z = 0 on δW 

を解いて得られる関数とせよ。ここは詳しくいうと、まずその δW上へのトレースが消
えるような H1(W)の中の要素としてこの問題の弱解を求め、つぎにその境界まで込めた

正日iJ性を示すことで Zξ H2(W)および評価

IlzIIH2(W)壬C11IvllL2(W)

を得る。ここに C1= C1(W) > 0 このとき

およびトレース定理から

んい 1
2dy=ん(ム川

=んかがんわれdy

= I 竺vdS
JθW uv 

iいIli2(W)三ん1211uldS

三11マzllL2(θW)Ilvlaw 11L2(δW) 

壬C21IzIIH2(W)11り|θwllL2(θW)

三C1C21IVIIL2(W) IlvlθwllL2(θW) 

を得る。ここで C2= C2(W) > 0はトレース定理からくる定数である。これは (3.4)を
導く。
口

25 

127 



二つめの補題は次のようである。

補題 3.5.xはQ内の任意の点およびσはZを先端に持つ針とする。ご ={vn}をいうσ)に
対する任意の針列とする。とのとき σ(]uぅ 1[)上の任意の点zおよびZを中心とする任意の

開円板Bに対して

ALnQlh(U)|2du=∞ 

が成り立つ。

証明りは口における任意の調和関数とする。まず粗く言って針の先端におけるヤりを使っ

て同じ針の中間点におけるマむを下から評価することを考えるO りは Qにおける滑らかな
関数と同一視でき、そのすべての偏導関数も調和である。 zを中心とする開円板B'でそ

の閉包がBnnに含まれるものをとる。次に同じく zを中心とするより小さい半径を持

つ開円板B"をとる。 W=B'およびKニ B"の場合における (3.3)を使うと評価

ム|マ(れ)12dy三Ck， l¥7vl2dγ(3.5)  

を得る。 B"におけるトレース定理によれば

lnR" 1γ川附|付m伽マ払恥V仰j
F B" 

が成り立つ。 σは区分的に直線であるから、 Zを含む C2領域Uを、その境界と δB"との

共通部分2三 δUnδB"がδB"上、正の長さを持ちかつう dist(δU¥2ぅσ)> uを満たすよ
うにとれるのは明らかである。

さて z老中心とする開円板BIIIでその閉包がUに含まれるものをとる。 W=Uの場合に

おける (3.4)を使うと評価

LιH川F

三Lかμ1¥7マ恥刊Wり叶げ12d吻υ 

壬CHAulb|2dS

= C" (h， l¥7vl2dS十んIWlb12dS)

壬CσぴH吋'(JaムムムBgFJ，HF

(3.7) 

を得るo (3.5)、(3.6)および (3.7)を使うと、 B'におけるマりを BIIIにおけるマりを使って
次のように評価できる:

k"，1ヤ阿附|問問伽v和恥tり仰j F âU\~ JBヂ

さて υ=Vn(・)としよう。マVn(. )がマG(.-x)にHloc(0¥σ(]u，1]))の位相で収束す

るのは (3.5)を適当な Wに適用してみてとれる。 δU¥2はσ(]uぅ 1])から正の距離をもっ
て離れているからトレース定理により

li空dmlbAUrdu=Ldm(u-z)|2dU<∞ (3.9)
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を結論する。一方補題3.3によれば

lhicLPFlh(U)|2du=∞ (3.10) 

がわかっている。したがってυ=り叫(. )に対する (3.8)、(3.9)および (3.10)より補題は証
明された。
口

定理3.2.Bの証明を述べよう。 I(xぅσ?と九の発散は数列

1n l¥7vnl
2dy (3.11) 

の発散からただちに従うことは言うまでもない。もし ZがD内にあれば、補題 3.3から

(3.11)の発散を得る。もし ZがδD上にあれば、 Zを頂点に持つ有限開錐VでDに含まれ
るものがとれる。これは δDのLipshitz正則性から結論される。再び補題3.3は(3.11)の

発散を導く。 Zが0¥万の要素でかつσ(]Oぅ1])円Dヂ日のときは補題3.5を使えばよい。
探針法の二つの面をひとつにまとめると、未知の空洞老指示列の挙動を使って特徴づ

けることができる。それが次の系である。

系 3.6.与えられた Q内の点ZがQ¥万の要素であるための必要十分条件は Zを先端に持

つ針σおよび (x，σ)に対する針列とで指示列 {I(民 σ，c)n}が上に有界であるものが存在
するととである。

証明は演習問題とする。

探針法のA面はより複雑な問題においても適用できている。 [35]では弾性体中の介在
物を抽出する問題、 [16]では導体の境界条件が混合型である場合が考察されている。また

[9]では支配方程式が HelmholtzでDの境界条件が Robinである場合が取り上げられた。
著者はプレプリント [44]で同じ問題を取り上げ、別証明を与えると同時に、 B面につい
て、ある条件のもとで、肯定的結果を与えた。

4 固い込み法と Mittag-Le田erの関数

この節では二節で紹介した囲い込み法の、その精神を生かした一般化について述べる。こ
こであえて一般化という言葉を使ったが、これはその内容を薄めてより広い問題へ適用で
きるようにするという意味ではない。真の一般化とは、以前と同じ問題にその一般化の

考え方を適用したときに、以前に得られた結果以上の知見が得られるとき言う。この意味
で、ここで展開される考え方は囲い込み法の一般化である。

ではなぜ囲い込み法の一般化を考える必要があるのか。それは、もし空洞の連結成分

が導体内に広く散らばっている場合、その凸包は導体の広い部分を占めることになりその

詳細が隠れてしまうからである。もうひとつは数学的な興味である。囲い込み法は支配方
程式の指数関数解の族の性質を基礎においているが、凸包以上の情報をもたらす、探針法

における針列とは違った、はっきり計算できる解がないであろうか。
この疑問に対する一つの答えを展開するのがこの節である。

4.1.固い込み法の一般化

複素変数Zの整関数

Eo:(z)ニ乏r zm 
~or(αm+ 1) 
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はMittag-Le回目の関数と呼ばれる。 αは正のパラメタで、ここでは、その動く範囲をα三1
に制隈しておく o E1(z) = eZ であり、したがって Mittag -Leffierの関数は指数関数をその
特別な場合として含んでいる。この節ではこれから以降は αく 1の場合のみ考える。この

とき Ea(z)は、 /z/一→∞のとき、次の注目すべき漸近挙動を示すことが知られている。
すなわち、原点を頂点にもつある角領域にとどまりつつ無限遠に向かう場合は絶対値が

(指数的に)増大し、その外部にとどまりつつ無限遠に向かう場合は絶対値は(代数的に)
減衰する。しかも角領域の聞き角度はパラメタ αを小さくすればするほど鋭くできる。こ
の詳細については部分節4.2の補題 4.3をみられたい。

簡単に言うと、一般化された囲い込み法とは、 Mittag-Leffierの関数のこの性質を利用し
て、未知の空洞の凸包以上の情報を抽出する方法である。では凸包以上とはどういう意味

か。それをはっきり述べると次のようになる。

定義 4.1.任意に与えられた Q内の点が可視であるとは、その点から無限遠点までEに
触れることなくある直線に沿って移動で、きるときを言う。可視である点全体からなる集合

を V(D)であらわす。
一般化された囲い込み法はこの V(D)をADから抽出する。
すぐわかることは、 D内にあるどの点も可視でない。したがって V(D)老知ることは次の
意味での万の上からの評価をもたらす:

DcO¥V(D). 

一般には等式D=O¥V(D)は成り立たない。できるだけ複雑な成り立つ例またはできる
だけ簡単な成り立たない例を与えることは演習問題とする。

さて囲い込み法における調和関数叫(x;ω)= eT X'(叶 ω-L)の代わりを演じる調和関数は、

与えられた点UεR2および T> 0 ~こ対して

ぐ(x;y，ω) =E臼 (T(X-Y)'(ω+ω上))， X εR2 

と定義される関数である。この調和関数者用いて一般化された囲い込み法における指示関
数を導入する。
定義 4.2.一般化された聞い込み法における指示関数を

10，ω)(T) =< (Ao -AD)(ε~( ・;払 ω)/θn) ， e~( ・ ;υ3ω)/θn>

により定義する。
この指示関数は ωに直交するこつの単位ヴ、ェクトルのどちらをω上としても変わらない。

そこでここでは、第二節とは向きそ反対にしてω上コ (-ω2ぅω1)ととる。これは単に記述
の便利のためである。したがって叫 ω上の向きはこの順に R2の標準的な向きに一致する。

与えられた点υおよび方向ωに対してωの回りの開き角がπα/2である Uを頂点に持つ開

錐を Cy(ωヲπα/2)であらわす:

Cy(ω7πα/2) = {XεR2/ (x -y)・ω>/X -y/ COs( 1l'0!/2)}. 

このとき、点υが可視で、あるのは、適当なαε]0，1[およびωε S1に対して{Cy(ωぅπα/2)}n
D=Oがなりたつきおよびそのときに限るのは明らかである。

次の定理は、指示関数の 7 一→∞における漸近挙動から、与えられた錐 Cy(ω?πα/2)が
Dに触れるかどうかが分かるということを述べている。

定理 4.1.任意に与えられた Q内の点 υおよび方向 ωに対して、指示関数10，w)(T)の

T-→∞のときの漸近挙動について以下が成り立つ:
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-もし {Cy(ω3πα/2)}n D二日ならば、そのとき

7hL|I3J)(7)|=0; 

-もし {Cy(ωぅπα/2)}n Dヂ日および Cy(ωぅπα/2)n D =日ならば、そのとき

liEjdlI3J)(7)|>O; 

-もし Cロ(ωぅπα/2)円D1正日ならば、そのとき

ThL|I3J)(7)|=∞ 

この系として、 V(D)内の点υの、たくさんの ωおよび αε]0，1[ に対する I~， ω)(7)の
7一→∞における漸近挙動による特徴づけを得る。

系 4.2.公式

V(D) = Uoく臼くlUωES1{yε n 1 T~OO I~， w)(7) = O}ぅ

が成り立つ。

定理 4.1の2番目の、すなわち、錐Cy(ωヲπα/2)の閉包と Dの閉包の共通部分が空でなく
かっ同時に両方の境界点になっている点のみからなる場合の解析が最も微妙である。これ
をカバーで、きているのが良い点であり、したがって系4.2の公式が得られるのである。

命題 2.1の(2.1)によれば、定理4.1の証明のためには次の積分のァー→∞における対
応する性質を確立することが必要十分である:

J(y，w)(7) =ん|マザ(川ω)12dx

Mittag時 Le田町の関数で直接表現するならば、等式

\7e~(x; yぅω)= 7(ω 十 iω上 )E~(7(X -y)・(ω+iω上))

が成り立つから、

ゐω)(7)=げkl見(巾-y). (ω+ iw-.l))12dx 

を得る。次部分節では Mittag-Leffierの関数の漸近挙動についての知見老述べる0

4.2. Mittag-Le田erの関数の漸近挙動
次の補題が前節の冒頭で述べた Mittag-Le血erの関数の漸近挙動の詳細である。

補題 4.3.0<α<1、 N 三2および R>Oとせよ。

・O<E<α/2とせよ。正の定数C町 λ Rが存在して、もし Izl三Rおよび |αrgzls 
π(α/2+ε)ならば各 j= 0，1に対して評価

N-l _-m 

lf-{E白 (z)-~ezl/α+ZZ}|<2d主
~1 r(lαm) J 1---' IzlN十j

(4.1) 

が成り立つ。ことに

α
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/
J
 

z
 

n
u
d
 

T
 

α
 

・々

tu

e
 

白，，，，， 
噌

I
N
A
 --

一白，，，，， 
t
i
 z

 

29 

-
E
A
 

円

J
1
E
A
 



.0<E<min(α/2，1 α)とせよ。正の定数C白 ιN.Rが存在して、もし Izl三Rおよ
び(α/2+ E)π 壬|αrgzl三πならば各j=Oぅ1に対して評価

が成り立つ。

J・ N - l - m fI 

i合{E，心)十 LT'f1
4 ~~JI:::; 己己主

~l f(1-αm) 一 IzlN
(4.2) 

この証明の出発点は l/f(z)の積分表現を与えている Hankelのループ積分である。

命題 4.4.Cを複素平面内のt=一∞を負の実軸の下方(下岸、 αrgt=一π)から出発して
原点を中心とするある円周に沿って反時計回りに回って負の実軸の上方(上岸、 αrgt=π) 
から再びその出発点に戻る曲線とする。 |αrgtl三πを満たすけζ対してt-Z= e-z1og tとお

く。乙のとき公式

Ft;:2たかtrZdt (4.3) 

が成り立つ。

証明不等式
Irzl三Itl-RezeπIImzl

とC上のすべての点tはItl2:: A三 dis(C， 0) > 0を満たすから 3任意に与えられた正数K
に対して正の定数 CKが存在して Izl:::;Kを満たすすべてのzおよびC上のすべてのtに
対して

It-Zl三CKltlK

が成り立つ。これは、 zがコンパクト集合を動く限り (4.3)の右辺の積分が一様に絶対収束す
ることを導きしたがって zの整関数を定義する。 l/r(z)も整関数であるから 0<Rez < 1 

を満たすzについて (4.3)を証明すればよい。
Eを任意の正の数とする。 Cauchyの積分定理によれば、 (4.3)の右辺の積分路Cを区

間]-∞， -E]の上岸と下岸および円周 Itl= Eからなる曲線Gヘ変形で、きる。 E-→0の
ときこの円周からの積分への寄与は消えることが評価

1/ε 1-Rez I etrZdtl :::; 21reEE 
J[t[=ε 

より得る。 Rez< 1が効いていることに注意しよう。したがって E一→Oのとき

Lett zdt=Lett-zdt 

→-Cess z川 s-1000 e-8 s-Ze-i1 

= 2i sin (πz)f(l -Z). 

を得る。ここで次の表示公式を使用したことに注意する:

最後に (4.4)と相反公式

昨)= 1000内切 Rez> 0 

f(z)r(l -z) =ァL zヂ0，士山ヲ
sln 71Z 
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から (4.3)が成り立つことが結論される。
口

(4.3)から Mittag田 Le血erの積分表示を得ょう。与えられた ηε]0，π/2[およびr>Oに対
して無限遠点から半直線t=ρe-i(π/2+η)、ρとT上原点へ向けて出発し円周の一部t=TP，
101三π/2十η上を反時計回りに動き次に半直線t=ρei(π/2+η)、ρ三T上無隈遠点へ到る曲

線を c(η，r)であらわす。このとき (4.3)の積分路Cをc(η，γ)に変形できることは容易に

わかり公式

r(z) -ネムT)ettw (4.5) 

を得る。

次の公式はMittag-Le田erの積分表示と呼ばれる。

命題 4.5.任意に与えられたηε]0，π/2[および正数 Tに対して公式

E臼 (z)= n~~ ! 仁三dt，Iz11/臼 <r
:l1f'/， Jc(η，r) ];'"" -Z 

(4.6) 

が成り立つ。

証明曲線c(TJ，r)上のすべての点tに対してい1< W~I が成り立つから等式

te
一z
一p

a
一

唱

i

，Tt
u

一〆，
l

、

一

白一
4

，u
一一

t

一
z

e
一

白

一

白

，Tb
一，T
b

=2会長)m

d

-
P
一円

∞芝日

を得る。右辺項別積分し、 z=αm+1に対する (4.5)を使えば(4.6)を得る。

口

補題 4.3の証明を与えよう。 j=Oの場合のみ与える。

(4.1)の証明複素数zはlargzl三π(α/2+E)およびIzl三Rを満たすとせよ。このとき方程

式tO'.= zはlargtl::;πを満たす唯一つの解Z1/0'.を持つ。詳しくは largz1/臼|三 π(1/2+ε/α)
が成り立つ。この右辺がπより小さいということに Eの制限E<α/2が効いていることに
注意しよう。 Z1/臼はtO'. - zの一位の零点であることに注意すると

r tO'.ー 1e_ 1 "，1/白

lim ~ I 一一--dt=ーピ
εー→o21fi Jlt-z1jα1=εt臼 -z α 

(4.7) 

をf尋るo

E'をε/α<E' < 1/2を満たすものとし積分路c'= c(πEヘ(R/2)1/0'.)を考える。けこ対して

い11/日く Tを満たすγ>0をとり、 η=印 /αに対する (4.6)から出発してその積分路を d
へ変形する。 c(η，r)とc'は被積分関数の特異点 Z1/日を囲んでいるからコーシーの積分定

理を使うとその周りの積分(4.7)が出てくる。他の寄与は消えることが簡単に確認できて

等式

4'uw 
，a
 

t
e
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z
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e
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を得るo

d上のすべての点tに対して Pはzと異なるから、等式

つ刷>一N
 

N
 

P
一z

p
一
z

噌
E
4

P
一z

一-'-=

N
T
、4
m

一一一
Z

P
二

(4.9) 

を得る。したがってη=πtおよびr= (R/2)1/自に対する (4.5)、(4.8)および (4.9)から
等式

官 官ん N-l _-m 唱 .. 

Eα(z) =ニJ'ーーヤ h 一 n~:{ 1. (1 -~ )-lt'"N-letdt}Z-N 
~l r(l-am) 21fi lJc 

(4.10) 

を得る。()= arg W" / z)とおく。
次の二つの主張は丁寧に見ればわかる:

・もし Itlと(R/2)1/臼およびtがc'上にあるならば、 0は(αE'-E)π 三1() 1三π(3α/2+ε)
を満たす;

・もし Itl= (R/2)1/日ならば、そのとき It<>/ zl三1/2。。<(αE' -E)πおよびπ(3α/2+ E) < 2πα< 討を見れば、 z~こ無関係な正の定数C仰が存
在して

~~~ 11ーヰ|三 C<>，ε (4.11 
H=C' Z 

が成り立つことが結論される。以上の議論でEおよびαに対する制限O<E<α/2および
0<α< 1が重要であることが見てとれるであろう。 (4.10)および (4.11)から望んだ評価
が導かれることは言うまでもない。
口

(4.2)の証明 Zは π(α/2+ε)壬 largzl壬πおよび Izl三 R を満たすとせよ。 c"= 

c(πε/(2α)， (R/2)1/α)および c"上の点 tに対して()= arg (t<> / z)とおきその動く範囲を
調べる。最初に、 tが Itl三(R/2)1/臼および紅gt=π/2(1 +ε/α)を満たすとき 0の動く範
聞を調べると以下のことがわかる:

・もしπ(α/2+ε)壬argz壬πならば、そのとき I()+π/21壬π(1-α-E)/2; 
・もし一π壬argz豆一π(α/2+ε)ならば、そのときπ(α十3E/2)壬O壬π(1+α/2+ε/2).

次に、 tが Itlと(R/2)1/<>およびargt=ーπ/2(1+ E/α)を満たすときを考えると以下のこ
とがわかる:

・もしπ(α/2+ε)三argz芸作ならば、そのとき -π(1+α/2+E/2)三0三一π(α+3E/2);
.もし一π三argz三一π(α/2+ E)ならば，そのとき促/2三0壬π(1-α/2-E/2). 

さらに Itl= (R/2)1/<>ならば Wl!/zl < 1/2が成り立つ。
これらの観察から、 Zに無関係な正の定数CLε が存在して

..<> 

.ip.( 11- 与|三 C~.E
H=C" Z 

(4.12) 

が成り立つことがわかる。

さて Zに対して γ>Izl1仰を満たす Tをとる。 η=πε/(2α)に対する (4.6)を考える。
上の議論から (4.6)の被積分関数の特異点は♂およびその右側に現れない。したがって
積分路を c(η?けから♂へ変形できる。そのとき c"上の各点 tで (4.9)が成り立つから、
γ= (R/2)1/自に対する (4.5)から

N - l - m  .. 

E<>(z) = -玄白一 n~; { 1.. (1 -~_ t1t<>N-letdt}Z-N 
~l r(l-αm) 2而 c
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を得る。これと (4.12)から望んだ評価を得る。
口

4.3.不連続性の可視部の抽出

ァー→∞のときの J(y，w)(i)の漸近挙動を三つの場合に分けて考察するo

1. {Cy(ωぅπα/2)}円万二日のとき
これは万がR2¥ Cy(ωぅπα/2)に含まれることを意味する。このとき min(α/2，1-α)より
小さい正数 Eおよび正数Rで次の包含関係が成り立つようなものがとれる:

万c{xεR211x -yl三R}n {R2¥Cy(ωぅ(α/2+ε)π)}.

Z 二i(X-y) . (ω+ω土)とおく。このときもし Zが{XεR211x一副主 R}円{R2¥
Cy(ωぅ(α/2+ε)π)}の要素であれば、 ZはIzl三Riおよび(α/2+ε)π 三largzl三π老満た
す。したがって、 (4.2)が適用できて、十分大きい正数iOおよび正の定数Cをとると iO以

上のすべてのァに対して評価 IE~(z)1 三 Cí-2 を得る。これは J(ァ) = O(γ-2)をもたらす。

2. {Cy(ωヲπα/2)}n万ヂ日および Cy(ω?πα/2)円D=日のとき
U在中心とする極座標(r，8)を次のように導入する:

X=y十 r(cos8ω 十 sin8ω~).

このとき等式
l \7e~(x; yぅωw= 2í2IE~(íreilJ )12 

が成り立つ0

・最初に yがδD上にあるときについて考える。

δDのLipschitz連続性から、適当な正数6および区間iπα/2，π[u]一九一πα/2[の適当な
部分区間 [α，b]をとると包含関係

C三 {ν+r(cos8ω+sin8ω上)18ε[αぅb]， 0く T三8}c D 

が成り立つ。したがって評価

J(y，w)(i)三LIマイ(X;払吋 1
2dx=吋b吋6TdTlEL(川 )12

( 4.13) 

= 21b吋diEL(Morsds

を得る。 (4.2)によれば、。 ε[α，b] に関して一様に s-→∞のとき IE~(s♂w = 0(s-4) 
が成り立つ。これは

Oく21b吋∞iι(何S記Jε♂内似η叩)

z在E導くしO これと (μ4.13め)より仏、十分大きい正数7可0に対して m凶lfア>T，可oJ(ωy，川川ω吋)(什i)> 0が成り立つ

ことが結論されるO

・次に UがδD上にないときについて考える。

この場合が最も繊細な取り扱いを必要とする。 Cy(ωぅπα/2)n aD上の点をーっとりそれ
をXoであらわす。 Xoとyは異なるから、 Xoは

Xo = y十町(∞s守ω+sin 亨 ω~)
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または

Xo二 U打。(∞s(一手)ω+州一千)ω上)， 

と書かれるとしてよい。ここでro= Ixo -yl。
後者の場合の取り扱いは前者のそれと同じであるから前者のみについて述べる。。ρがLipschiz連続であるから、 min(α/2ぅ(1-α)/2)より小さい正数εおよびDに含ま

れる、 Xoを頂点のーっとし、他の 2頂点が

X1 = Y 十円(∞ヰ十町)ω+判子十市)ω~) ヲ

X2 =y+乃(cos(守+ゆ

r2 > r1 

で与えられる三角形(の内部)ムがとれる。

各ηε[0ぅπE]に対して

r1(η)ニ. r1rOsmπε ぅ r2(η)=-_. r2rOs 
rosmη+ r1 si叫1["E-η)' . "'，." ro sinη+ r2 sin( 1["E -η 

( 4.14) 

とおく。このときムは次のように表示される:

π α l  
ム={υ+r( cosC"，，~ +η)ω+ 山(..，，~ +η) w-L) Iη 針。ぅπE[，r1 (η)<r<乃(η)}.

2 

これを使えば評価

J(y，w)(T)どげf吋::)i4M ( 4.15) 

を得る。

(4.1)によれば、評価

IE:(8ei(日 j2+ry)W8:::::立{e-2s11α町 (η/白 )82/臼 1-s-3}ぅ s三80 (4.16) 
- 2 

を得る。ここに 80>>1および正の定数Cはηに無関係である。

今 7はTmin (rl， ro)と 80を満たすとせよ。このときすべてのγε]r1(η)， r2(η) [に対して
Tr三80が成り立つから、(4.15)および(4.16)から評価

J(y，w)(T)三CTlo1rE吋::;:)か-2T11αγ1川/叩引

二 Cヤ2/臼f吋:;:)e-271/~1/αs川 ( 4.17) 

三 C{ J1 ( T) - J2 ( T )} 

を得る。
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ここで C1= lnin (r1，γ。)および C2= max (r2' ro)とおく o J2(7)は

" rπεL  1 1πE7-2 _ 1 1 ， 

J2(7) =ア ワ ー(一一一一一一一)dη<一一一{τ ーす}= O(7-:l) 
ん r1(η)2 r2(η)2;-" -.: 2 lci c~ 

と評価される。 (4.14)から等式

を得る。

T5(r2 -r1) sinπESlnη 
r2(η) -r1(η)= 

{ro sinη+ r2 sin( 1fE一 η)}{rosinη+ r1 SiI中rE一 η)}

(4.18) 

これは 0'= (r2 -r1)イsin町 /2r1r2および Oく η<1fE' <<慌を満たす ηに対して評価
r2(η) -r1(η)とO'T}をもたらす。そのとき次の評価を得る:

fπε (T2(ηn  1/"， l/a . f I ¥ '11 

J1(7)三72/白 / dη/ -，，， e-2T11吋 α州 η/臼)ci/白 1dr
Jo JT1(η) 

ニ ci/臼 172/0<10
1fE' 

(r2(η) -r1(η))e-2T1 /α c~/'" sin(η/臼)dη

とぴci/白 lμfηe計 1/サ/αsin(叫 η

三CFci/臼ー172/0< {1fE'ηe-2山C~/"'TJ/αdη
JO 

次の漸近式は容易に得られる:

内 10
1fEπ杭εピ丸〉〉，j下γγη恥ゲザεe-2戸一-2T針げTρ1叩 η/何αdη 二 (ρ2C4r;Vr/向白/α)-2 + 0吋(什ゲ7ρ1/片臼ε2計山7ρ凶山1υ刷叩/川α

(4.19) 

(4.19)および(4.20)の組み合わせは liminfT→∞ J1(ァ)> 0を導く。この事実と(4.17)およ

び(4.18)から望んだ結論を得る。

3. Oy(ω?πα/2) n Dヂ日のとき
区間]-πα/2，πα/2[の部分区間 [α，b]:および正数 R1、R2で包含関係

0'三 {υ 十 r(cosBω+ sinBω上)I B E [αぅb]，R1 三 γ ~ R2}亡 D

が成り立つものがとれる。

c = min (cos α，cos b)(> 0)とおくと、 (4.1)から評価

1 ，Sl/白 1 01/αc¥2 0 
IE~(seiBW 三三(-7t )一寸， s三so>>1， B E [a，b] 

中 ιιδ

を得る。これは評価

r ~ rb rR2 

J(y，w) (ァ)とん|マり(x;μ Wdx= 27:l Ja dBム|尻(7re'IJ)l:lrdr 

二 21b吋?|E;(dO)125ds

b-αrR2 ヲIrv-1 ')01/αη  

三-7j d/臼-le:ls./~Cds _予ユ(Ri-R~) CC JTRl 
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を導く O 今 7を7九三 1となるようにとる。そのとき評価

rrR2 rrR2 唱 J

(b -α)IR 82/由一1e281/αCds三(b-α)lR 81/白ー1e2s1

(b -α)α rR2 d _281/α C  J_ 

2c JrR1 ds- ー

ニ笠二並竺ε2(rR2)1/αC{l_ e-2r1/α (R~/α -Ri/α)C} 
2c 

を得る。これらから評価

J(y，w)(T)三C'e2(Rγ)1/αヘT>市>>1 

が得られる。

これで定理 4.1の証明が完了した。
口

定理4.1は三次元においてもしかるべく形で成り立つであるろうが、しかし実際に確認し
ているわけではない。細かい計算を実際にやってみるとよいであろう。

定理4.1に相当する、空洞ではなく未知の導電率をもった介在物の場合における定理
は[40]で確立された。詳しくは、導電率σが

σ(x) = < 
l 1 + h(x)ヲ

Z εQ  ¥Dう

二EεD

という形で与えられていて、 h(x)は、 1+ h(x)がDで正の下界をもっ未知の本質的に有
界な関数で、あって、 Dで正の下界をもつかまたは h(x)がそうであるという仮定の下で、

導電場の方程式(1.9)の二次元版においても定理4.1に類似な定理が成り立つ。 [50]では、
その定理を基礎にした介在物の位置や形についての情報を抽出するためのアルゴリズム
を提唱し、その数値的検証を実行したo' その結果、位置や個数はよく再現できるという知

見を得た。我々は、この方法は、他のさまざまな間接再構成の方法ヘ良い初期推測在提供
するであろうと期待している。

最後に、数学的に最も興味がある問題を述べよう。その叙述は単純である。 Mittag-
Le田erの関数を用いて定理2.3以上のことがわかるか。具体的には、 H1/2(δn)の、定数
関数でない要素f在任意に与え固定し、 7の関数

く (Ao-AD)fぅ e~( ・;払 ω)Iδn> 

のァー→∞のときの挙動を明らかにせよ。

5 因数分解法

Kirsch[54]の因数分解法 (Factorizationmethod)は、一言でいうと、導体そのものをそ
の中の未知の不連続性とともに、導体の境界上のある関数空間の中に忠実にコピーし、不

連続性のコピーのみを観測データの因数分解を通じて抽出する方法である。現在彼の方法
はさまざまな逆散乱問題および境界値逆問題に応用されている。この節では彼のアイデア
の核心部分を紹介しよう。
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5.1.因数分解公式
彼の方法は、私の見たところ、観測データとして Dirichlet-to-N eumann写像よりは

N eumann-to-Dirichlet写像を取ったほうが自然である。そこでこの節では観測データとし

てNeumann-to-Dirichlet写像をとり、まず基礎となる因数分解公式の作り方に焦点在合
わせて解説する。アイデ、ア中心で、あるので、細かい関数空間の設定や定義の詳細について

の記述は省略するが、それをきちんと記述することは今後の発展にとって有用と思われる

ので、関心のある方は良い演習問題とおもってそれを実行することをお勧めする。なお以
下では νはQ¥万における単位法線ヴェクトル場であるが、 νはδQ上Qに対して外向き

であるのは以前と同じであるが、 δD 上は D~こ対して外向きであるようにとってあること
を注意しておく。

まず背景となる Neumann-to-Dirichlet写像Roは、。における調和関数りでそのδQ上
へのトレースのδ口全体での積分が消えるものに対して、

ん(主|θn)=り1θQ

を満たすものとして定義される。
次に空洞がある場合の Neumann-to-Dirichlet写像RDは、 Q¥万における調和関数uでそ
のδDにおける法線微分が消え、さらにその 3D上へのトレースの δ口全体での積分が消
えるものに対して、

。
n
d
 

u
 

一一
、、‘，，，ノQ

 
no 

u
一
ν

円
。
ス
ぴ

/
i
‘‘、D

 
R
 

を満たすものとして定義される。
さて任意に与えられた、。。全体での積分が消える関数gに対して、上の u、りとして、

Q
 

U

一
ν

円
。
六
O

一一Q
 

U

一
ν

円。

τo
一一od 

を満たすものをとる。 fは任意に与えられた、 δ0全体での積分が消える関数とする。こ

のfに対して、 Qにおける調和関数dでその δQ上へのトレースの δQ全体での積分が消
えかっ

f=芸!θQ

を満たすものをとる。このとき部分積分によれば等式

!an f( (5.1) 

を得る。これは命題 2.4の (2.10)に対応していることを注意する。

ここでDにおける調和関数でその δD上へのトレースの δD全体における積分が消え
るものの δDにおける Neumannデータを同じく δD上の Dirichletデ←タヘ対応させる作
用素をA とあらわそう。このとき等式

I vdS 51.. 

D 些Lー=A_(ニ|δD)
13DI 

(5.2) 

が成り立つ。
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次に Oにおける調和関数の δ口における Neumannデータを δDにおける Neumann

データに対応させる作用素老 Hlであらわそう O したがって等式

Zim=H1f (5.3) 

および

21θD = H1g (5.4) 

が成り立つことになる。 (5.2)ぅ (5.3)および (5.4)より等式

ム会dS=ADHAH19dS (5.5) 

を得る。ここでげは Dで調和であることを使っていることを注意しよう O

次にw=u-vとおこう。 0¥万における調和関数で、そのδ0における Neumannデー

タが消えかっそのδD上へのトレースのδD全体の積分が消えるものに対して、そのδD
上の Neumannデータを同じく δD上の Dirichletデータへ対応させる作用素をA+であら

わそう O 等式

I wdS ~一
一位一一 =ι(竺 |ω)

laDI 
が成り立つことは言うまでもない。 wのδDにおける Neumannデータは

ZM=-Z|θD 

であった。これと (5.3)、(5.4)および (5.6)より等式

ADZTlル -LDH1仏 H1gdS

(5.6) 

(5.7) 

を得る。ここでも dはDで調和であることを使っていることに注意しよう。 (5.1)、(5.5)
および (5.7)から RD-R。の因数分解公式の一歩手前の等式

んp (5.8) 

を手に入れた。ここまでは、すんなりと来たのであるがこの後?δD上の積分が消えてい
るδD上の任意の関数hに対して、 δ0上の積分が消える δ口上の関数老対応させる作用

素H2で等式

L (H1f)hdszAmh)dS(59) 
aD J8i! 

を満たすものを求める必要がある。これができれば (5.8)から第一の因数分解公式

RD - Ro = H2(A_ -A+)Hl (5.10) 

を得たことになる。天下りの記述ではない、 H2の求め方のとつについていろいろ悩んで
いたのだが、ようやく掴んだようであるので、それをここで紹介しよう O 要は積分

ADZ dS 
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を

ム答 。
に書き換えることが出来ればよいと腹をくくる。とすると、口¥Eにおける関数をからめ

て部分積分にもっていけばよいであろうと思いつく O 今んを Q¥万における調和関数と
しよう。部分積分によれば、等式

LDZω=ム芸ω-LJdれ +dx
、、、‘，，，，
J

t
E
4
 

1
E
i
 

v
h
d
 

/
t
1
1
、

を得る。この第二項が邪魔である。とりあえずこれ老δD上の積分に書き換えるため、九+
に境界条件

δh十
-丈一一 |θQ二二 U

uv 

を課そう O すると再び部分積分により等式

(5.12) 

r r7'ーー噌 r ，8h+，n 
… 一一一… 一一一-Q¥万ー . -，---- JθD δν 一一

(5.13) 

を得る。しかしこの積分にはげの法線微分はあらわれない。そこで Dにおける調和関数
h を考える。このとき等式

s
 

，α
 

'n 
，u
一
ν

円。τ
。

D
 

r
j
h
 

一一s
 

，α
 

仇一

b
引

U

D
 

f
I
h
M
 

(5.14) 

が成り立つのは言うまでもない。そこでhーにで境界条件

βhβh-1 

ーニ|ω=一三|θD
δνδν  

(5.15) 

課せば、 (5.14)から (5.13)の右辺はげの法線微分を含んだ積分になり、 (5.11)より等式

LD Z(h+一リS=ムZhdS (5.16) 

を得たことになる。そこで与えられた hに対して Q¥万、 Dそれぞれにおける調和関数

ん、 h_で境界条件 (5.12)，(5.15)および

h+ -hー ニ hon δD (5.17) 

を満たすものを取ってくれば、 (5.16)より目的の等式

j 笠hdS=r笠h+dS
JθD OV J δn ov 

を得たことになる。九+および h それぞれに同じ定数を付け加えても境界条件 (5.12)、
(5.15)および (5.17)は満たされるから、 h十のδQ上へのトレースのδ0全体での積分は消
えているようにできる。そこで作用素H2を

H2h= h十lan
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と定義すれば (5.9)が満たされることがわかる。問題は、 h+、んの存在と一意性につい
てであるが、これは古典的で、有名な本[61]にゆだねておく。

因数分解公式のもうひとつである H2の因数分解公式が重要な役割を演じるのでそれ

を述べよう o 0 ¥Dにおける調和関数で、そのδ0における法線微分が消えかつそのδ0上
へのトレースの δQにおける積分が消えるものの δDにおける Neumannデータを δ口に

おけるDirichletデータに対応させる作用素を Gであらわそう o h+の性質を思い出せば、

βh.J 

h+1θQニ G(ポ|θD)

が成り立つ。作用素
βh.J白

Kh=τ工 |θD
01/ 

(5.18) 

を導入すると

H2=GK 

と書かれることになる。鍵は Kが全単射であることで、これが言えれば(はっきり定義域

および値域を述べていないが)等式

Rang H2 = Range G (5.19) 

が従うことになる。

まずKが単射であることを示そう。 Kh=Oを仮定しよう o (5.18)より h+はQ¥万全

体で定数となるが h+のδ口上の積分が消えることから 0¥万全体でん =0となる。一

方 (5.15)よりんは Dで定数関数となるが、 (5.17)をδD上で積分することにより、 δD
上 h_= 0となることが、 hのδD上の積分が消えることより結論され、したがって再び

(5.17)より h=Oを得る。
つぎに Kが全射であることを示そう O δD全体での積分が消えるような δD上の関数

ゆを任意に与える。次の境界値問題の解在世十と書こう:

ムω=0 inO¥Dう

D
 

A
u
 

n
 

O
 

A
V
 --

伽
一
伽

。円。n o
 

n
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一一
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一
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Dにおける次の境界値問題の解をくP と書こう:

ムω=0 inDう

D
 円。n 

O
 

A
V
 --

n
側
一

b

kD凶 =kD世十dS
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このとき h二世+1ω -W-laDとおくと、 hのδD全体での積分は消えて、解の一意性か
ら(くPヘ雪)= (h+， 11-)であることを得て、 Kh=ゆを結論する。
5.2.因数分解公式の一つの帰結

ここから先は形式論ですみそうもないので関数空間を導入する:

X(的)= {fε判的)1ム川=O}ぅ

X(制 ={gε炉 /2(δD)lLDgdS=0}ヲ

X(δ0)' = {fεH-1/2(δ0) 1 < fぅ1>= O}， 

X(δD)' = {gεH一山(δD)1 < 9ぅ1>= O} 

X(δ口)'およびX(δD)'は自然に、 X(δ0)、X(δD)それぞれの双対空間と同一視できるこ
とに注意しよう。前節のような議論を丁寧にまとめると以下のような事実を得る:

• RD -Ro: X(δ0)' -→ X(δ0)は有界、単射、非負そしてそのdual([76])は自分自身
と一致する;

• Hl : X(δ0)'一→ X(δD)'は有界かつ単射;

• H2: X(δD)→ X(δ口)は有界;
• G: X(δD)'-→X(δ0)は有界かつ単射;
• K: X(δD)-→X(δD)'は有界かつ全単射;

・H2=GK; 
• HlはH2のdual;
• A_ -A+: X(δD)' -→X(δD)は有界、そのdualは自分自身と一致し、正定値すな

わち、正定数Cが存在して X(δD)'のすべての要素ψに対して不等式

<払 (J仁一正+)ψ>三 CIIψII~(δD)'

が成り立つ。
この最後の主張は、 Aーが正定値であること、そして -A十が非負であることから結論さ
れる。

問題は因数分解公式 (5.10)および (5.19)から何が従うかである。 [56]では次の定理を
基礎におく。

定理 5.1.X1 、 X2 を反射的 Bαnαch 空間、 X~、 X~ でそれぞれの双対空間をあらわそう。
有界線形作用素 A:X~-→ X1 .. B: X1 一→ X2 および F:X~-→ X2 は次の三つの条件
を満たすとせよ:

・等式
F = BA'B' 

がなりたつ。ことでA'、B'はA、Bそれぞれの dualである;
.Bは単射である;

ー正定数Cが存在して X~ のすべての要素 ψ に対して不等式

1<払 Aψ>1ミ011ψ||L;

が成り立つ。
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そのとき、 X2の任意に与えられた要素</;#0に対して、ゆがRangeBに属するための必
要十分条件は W(ゆ;F)が正の値をとるととである。ととでW:X2一→ Rは

W(ゆ;F) = inf{1 <雪，F宙>11宙εx;<宙，</;>= 1} 

と定義される。

注意として、任意に与えられたゆヂ 0に対して集合

{I <忠 F申>11 宙 ε X~ <色。>=1} 

がさEでないことは、 Hahn-Banachの拡張定理からの帰結であるが、 X2がHilbert空間
のときにはその使用は避けられる。
証明最初にゆがRangeBの要素である場合を考えよう。 X1に属する 0でない適当なψ老

取ると、ゆ =Bψが成り立つ。このとき X~ の任意の要素世に対して不等式

1<宙，F世 >1=1<虫BA'B'宙 >1

=1 <B'宙3A'B'宙 >1

どC||BE||3;

=CIIB匂 II~~ 1I'P 11~111ψ11之

さCI< B'虫ψ>1 2 11ψIIx~ = CI <虫Bψ>1211ψ11立

=CI <也ゆ>1211'P11立

を得る。したがって評価

W(ゆ;F)三CIIψ|ぱ>0

を得る。
次にゆがRangBに属さない場合を考えよう。

V={j εX~I < j，ゆ>=O} 

とおこう。このとき B'(V) は X~ で調密である。まずこれを証明しよう。 (X~)' は X1 と同
一視できる故、 X1の要素ψ在任意に与える。 Vの任意の要素fに対して、

<B'j;ψ>=0 

が成り立つならば、このとき < j，Bψ>= 0が成り立つ。今Bψ#0であったとする。
Hahn":Banachの拡張定理によれば、 Bψ とゆが一次独立ではあり得ない。さらに、ゅは
RangBの要素ではないので、 Bψ=0でなければならず矛盾である。したがってBψ=0
でなければならず、 B は単射であるから、 ψ=0 を結論する。これで B'(V) は X~ で桐密
であることが分かつた。次に、 X~ の要素</;'で

< </;'，</; >= 1 
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を満たすものをとる。このとき、 Vの中の要素からなる列 {fn}で、

B'ムー→ -B'ザinx;

を満たすものが存在することが上で述べたことより結論される。 X~ の中の要素からなる
列{守口}を

申百二 fn+ゆ'

により定義すると、くくIfn，ゆ>=1が成り立つ。さらに

W(ゆ;F)三1<丸 Y丸 >1

= 1 < B'wn ， A'B'丸 >1 三 IIA'IIIIB'叫li~ → O

を得る。
口

この定理を A= A_ -A+、B=H2およびFニ RD-Roに適用する。 (5.10)、(5.19)およ
びその他の考察より、 RangeGのRD-Roのみを使用した特徴付けを得る。

定理5.2.X(δ0)の任意に与えられた要素ゆヂ Oに対して、ゆがRαngeGに属するための
必要十分条件は W(ゆ;RD -Ro)が正の値をとることである。

ではなぜRangGの情報が重要であるかを説明しなければならない。
Q内に任意に与えられた点 Zに対して次の境界値問題の解をN(・ぅ x)と書こう:

ムyN(y，x)十 d(y -x) = 0 in 0， 

JLN(W)=-」-onδ0
δ円 1801

I N(y，x)dS(υ) = O. 
JδQ 

関数N(x，y)はNeumann関数と呼ばれ、その構成は

ムyE(υス)= OinO， 

JLE(UJ)=-J--1G(u-めon。Vy-¥"'-; 1801 δνu 

L E(ド )dS(y)= -I G(y -x)dS(y) Jθn 

の一意解E(.，x)を使って

N(y， x) = G(y -x) + E(yぅx)

という形でなされる。

方向ωε Slを一つ選び固定する。そして

gx，w(y) =ω-マxN(払 x)lan
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とおこう o gx，wξX(δD)であり、 ωx(ν)=ω・マxN(yぅx)で定義される υεQの関数ωzは
次の Laplace方程式に対する Cauchy問題の解である:

ムω=0 inD¥{x}う

竺=0 on8D， 
av 

ω= gx，w on δQ 

この関数叫は点 Zにおいて特異性を持っていることに注意しよう。したがって Cauchy

問題の解の一意性により対応

Q ラxf---7-9ωξ X(δD) 

が一対ーであることを得る。これは、 0内の各点が境界上の関数空間の中の要素として忠
実に翻訳されたことを意味する。そこで空洞Dをこの方法で翻訳したらどうなるか。こ
れに対する答えが次の定理である。

定理5.3.任意に与えられた 0内の点Zに対して ZがDの要素であるための必要十分条

件はgx，ωがRangeGに属するととである。

証明 Z 己 Dのときは、切zはQ¥万で調和で、 δωx/δν|δDξ X(δD)'であるから、等式

か =G(35|叫

を得て gx，ωεRangGを得る。 Z εQ ¥Dのとき、 gx，ωεRangGであったとする。このと

きGの定め方によれば、。¥万における調和関数でωzと同じδ0上の Cauchyデータをも
つものの存在が結論される。 Cauchy問題の解の一意性を使えば、その調和関数は叫と

Z以外で一致し、したがって Zで、組く言って、非有界になる。これは矛盾である。した

がって gx，ωはRangGに属さない。
口

この定理(の考え方)は、 Colton-KirschのLinearsampling method [11]においても知られ
ていたことを注意しよう。要は、 Zがgxωに、 D がRangeGに忠実に翻訳されたという
ことである。すると後は観測データ RD-R。から RangGが得られればよいがそれは定理
5.2そのものである。

定理5.2および 5.3の系として、空洞の観測データによる特徴づけを得る。

系5.4.任意に与えられたQ内の点Zに対して ZがDの要素であるための必要十分条件は

W(gx，ω; RD - Ro) > 0 

この系は Kirschの因数分解法の帰結の一つ ([56])であり、 [54]で導入された初期のもの、
すなわち IRD-Roll/2をしかるべく定義して、その像から RangGを抽出する方法と比較

して主張が弱いが、その分、議論の構造は単純明快であり、適用可能性が拡大されてい

る。因数分解法の他の問題への応用については、 [4ヲ 5，6， 21， 15ぅ 23，55， 57]を参照され
たい。とにかく、正直に、素晴らしい方法であると感心するが、一つ違和感老もっとすれ

ば、 gx，ωにある方向ωは何でも良いという意味で、 ωの役割が死んでいることである。何
かこれを生かした方法はあるであろうか。その点系 3.5あるいは系 4.2では、不連続性が
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ない方向まで込めた情報が抽出されている。このように、因数分解法と探針法あるいは囲
い込み法との関係は超関数に対する特異台と波薗集合の関係を想起させる。

第二章体積(面積)のない不連続性を抽出すること
この章では、前章で紹介した探針法と聞い込み法の考え方老、導体内に発生した亀裂

や音を伝える媒質内にある薄い障害物などの不連続性の位置およびその形についての情報
を観測データから抽出する問題へ適用する。これら不連続性は体積(面積)がないため、
第一章と比べて、より数学上の技巧を必要とする。

6 探針法と亀裂の逆問題

6.1.亀裂の逆問題
最初に問題を定式化しよう。導体Qの中に発生した亀裂を 2であらわす。 Eは、空でな
い連結な R2の閉集合で、。に含まれる一つの Lipschitz連続な単純閉曲線C上の異なる
二点P、Qを結ぶ曲線上の弧で与えられると仮定する。後半の仮定は記述の簡単のためで
あり、この節の方法はもっと複雑な状況へ適用することができることを注意しておく o ~ 
からその端点を除いた部分を Int~、端点のみからなる集合を δ2 と書く。 C は Q を、 C
によって囲まれる領域Dとその外部Q¥万にわける。
もちろん、 Cの2以外の部分を変形すれば、上の性質をもっ単純閉曲線は無限に多くあ
ることがわかるであろう。

順問題在記述するため記号および関数空聞を導入する。

まずδD=rとおく。さらに 0+=0¥万およびD=Oーと書こう。

各UεL2(0)に対してり+=υ10+，v_ =叶ι とおく。
線形空間

X(O\ ~;D) = {vεL2(0) 1 v+ξ H1(0+) ，v_εH1(0_)，v+lr¥E = V-lr¥E} 

およびその上のノルムを

IlvIIX(O¥E;D) = IIv+IIH1(0+) + IIV-IIH1(ロー)

により定義する。 X(O\ ~;D) はノルム 11 . IIX(O¥E;D)に関して完備である。その閉部分空
聞を

Xo(O\ ~;D)={v εX(O\ ~;D) Iv = OonδO} 

により定義する。
定義6.1.任意に与えられたfεHl/2(δ0)に対して、 U ξX(O\ ~;D) が境界値問題

ム旬=0inO¥又

z
 

n
 

o
 

n
U
 一一

u
一ν

δ

一δ
(6.1) 

匂 =f onθQ 
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の弱解であるとは、 UのδQ上へのトレースがfと一致し、すべての cpE Xo (口\ ~;D) に
対して

が成り立っときを言う。

l マ匂・マψdy= 0 
Jil¥8 

(6.2) 

出発点は (6.1)の弱解の存在と一意性、解がDの選び方によらないということを確立
することである。それを証明することは良い演習問題であり、主張だけまとめておこう。

命題 6.1.任意に固定したDに対して向.1)の弱解が唯一つ存在する。さらに解はDの選
び方によらない。

任意に選んだDに対して H1/2(δ向上の有界線形汎関数A"f'，jを公式

< A"f'，μ>=AJUマ叫 hE H1情。) (6.3) 

により定義する。ここに U は(5.1)の弱解そして Uはその δQ上へのトレースが hと一致

する任意の x(n \ ~;D) の要素である。
写像A"f'， : f ←→ A"f'，fはDirichlet回 to四 Neumann写像と呼ばれる。命題6.1および (6.3)
によればA"f'，も Dの選び方によらないことがわかる。これが後で重要なポイントになって

いることをみるであろう O

この節では次の問題を考察する。

逆問題 6.1.A"f'，あるいはその一部から 2の位置および形についての情報を抽出せよ。
一意性は [17]で証明された。次部分節でこの問題ヘ探針法を適用する。その前に空洞の場

合と比べて困難がどこにあらわれるかを簡単にのべておこう。空洞においては等式 (2.2)
があり、それによりすべてが、 Q全体で調和な関数Uの空洞上でのエネルギーを調べるこ
とに直ちに帰着された。これは空洞が体積(面積)をもっているからであり、亀裂の場合
次の等式を得る(演習問題とする): 

< (Ao -A刈了>=ん 1¥J(u-vWdx (6.4) 

ここでuは(6.1)の弱解、りは(1.12)の弱解である。これは (2.2)の空洞が亀裂に退化した
場合と考えられる。空洞の場合と違って、今度は Uの寄与があからざまには見えず、直接

u-vのエネルギーについて必要な知見を得なければならない。ここをどうすするかが、
数学として面白いところである。

6.2.指示列および指示関数
この部分節では探針法を適用して得られる結果を述べよう。

定義 6.1.任意に与えられた Z ε0、Zを先端にもつ針σおよび(xうりに対する任意の針

列c= {vn}に対して指示列を

I(xぅσうと)n=< (Ao -A記)んfn>

により定義する。ここでんは h のδ口上へのトレースである。

定義 6.2.亀裂の外部Q¥2で定義された関数

的)=ん|恥xl2dy，x E n¥2 
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を指示関数と呼ぶ。ここで叫 ξ Xo(O¥E;D)は次の境界値問題の弱解で 2による反射解
と呼ぶ:

ムωニ oinO¥2う

δ ω δ  
一=一一(G(. 一づZ吋))0μon 
δνδν  

wニ oon δQ 

弱解をきちんと定義し、その解の存在と一意性老証明することは演習問題とする。
指示関数I(x)はZがIntE上の与えられた点に限りなく近づくとき無限大に発散する。他
の知見もまとめると次の定理になる:

定理 6.1.A.

• (A.l)任意に与えられた Q¥2内の点 Z および Zを先端にもつ針 σに対しでもし
σ(]Oぅ1])が2と共有点を持たないならば、そのとき、 (x，σ)に対する任意の針列ご={九}
に対して指示列 {I(x，IJうと)n}は指示関数I(x)に収束する;

• (A.2)任意に固定した正数 Eに対して

sup I(x) <∞ 
dist(x， E) >ε 

が成り立つ;
• (A.3) IntE上の任意に与えられた点αに対して

J主主I(x)=∞ 

が成り立つ。

この定理は探針法のA面について述べたものであるが当然次の疑問が浮かぶ。針の先
端が亀裂上に到達した場合あるいは針が亀裂を貫通した場合、指示列はどのように振舞
うか。
これに答えるのが次の定理である。

定理 6.1.B.xはQ¥δ2内の任意の点、 σはZを先端にもつ針で、 σ(]Oぅ1])は2と共有点
をもちかっそのすべてが IntEに含まれると仮定する。そのとき (xうりに対する任意の針

列~ = {vn}に対して limn→∞I(x，σうと)n=∞が成り立つ。

6.3.反射解の爆発
与えられたQ全体で、の調和関数VE H1(O)に対して、 uε X(O¥E;D)はfがりのδQ上の
トレースで与えられるときの (6.1)の弱解とする。そのとき関数ω=u-VεXo(口¥E;D)
はDの選び方によらない。このωをりの 2による反射解と呼ぶ。
定理6.1.AおよびBの証明は次のなんの変哲もない ωの特徴づけから出発する。証明は
演習問題とする。

補題 6.2.Vの2による反射解ωは次の等式を満たす:

ば(弘一世一)dS= L，マω 'V'l!d山 EXo(O ¥ E; D). (6.5) 
¥2 

次の命題がこの節の核心部分であり、 U のσによる反射解のエネルギーの、 U のみ在
使った下からの評価を与えている。証明は弱解の枠内で初等的になされる。
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命題 6.3.ηε C[('(口)および正の定数M は

11ηIIL∞(fL)十 11マηIIL∞(，L)壬M 、、，，，ノρO
 

P
O
 

，fa
s
、、

および
supp(ηIr)c 2:: (6.7) 

を満たすとせよ。 Q とsuppηとの共通部分を U:L)η と書く。りは H1(O)に属する調和関
数およびωε xo(口¥2::;D)はUの2による反射解とする。もし

k_l¥7vI2dυ-112(1-η)vdSI三0

ならば、そのとき反射解のエネルギーについて次の評価が成り立つ:

( I l¥7vl2dy -1 I芋(1η)酬 ?
JQ-r JIOU r 三 11 マωIli2(的-)~)
M2( I l¥7vl2dy + I Ivl2dy) 日山

一)η J(nー)η

(6.8) 

、、‘白'，Qd
 

p
0
 

/
t
t

、

証明要は (6.5)のうまい試験関数敬老構成することであるが、それは次のように、りと η

から作られる:
r 0ヲ

宙(y)ニ{
l -η(y)ち(y)， y ε0_. 

留のδQへのトレースは消えていることおよびF上、等式W+一切ー =ηUが成り立つこと
は明らかである。条件 (6.7)は、この世がXo(O¥2::;D)の要素であることを保証してい
る。 (6.6)からその Qーにおけるエネルギーの Uによる評価

νε0+ぅ

11マwlli2(fL)= 11マ(ηち)Ili2(0ー)三M2(L，1マバ2dy+L ， 1υ1
2dy) (6.10) J(Oー)ηJ(O_)η

を得る。さて部分積分によれば等式

L W1Y|2du=12MS二位同+12(1-η)vdS

=AZ(世+一宮ー)dS十ぽ(1-η附

を得る。この右辺第一項に (6.5)を適用して評価

k_ l¥7vl2dy ::; II¥7wllL2((o_)ry) II¥7wllL2((O_h) + Ik ~~ l¥7vl2dy三11マω11L2((0-)η)II¥7wllL2((o_)η) + 1 L :~. (1ーがdSI (6.11) 
JT'δν 

を得る。 (6.10)と(6.11)より目的の評価 (6.9)を得る。
口

針列c= {vn}の各項%とその勾配マvnとの関係は明らかではない。次の補題はマ%が大

きくなるところでは%はマ山と比べてそれほど大きくないということを表現している。

48 

ハリロU
1
E
A
 



補題 6.4.xは口内の任意に与えられた点、 σは Zを先端にもつ任意の針、 c={り九}は
(xぅσ)に対する任意の針列とする。もし

HKL iヤvnl2dy=∞ 

ならば、そのとき十分大きい自然数 η。を取ると、数列

{fn i山 υ、

L lh|2dU17色町

は有界である。

証明記述の簡単のため、。ー =Dが一つの連結成分からなる場合のみ考えよう。 R2の

コンパクト集合で Q ¥σ(]uぅ1])に含まれる集合からなる列 {Kz}で条件 KzC Kl+l for 
lニ L---および Q¥σ(]u， 1]) = Ut1K1を満たすものをとる。そのとき、 Leb白血leの単

調収束定理およびσ(]uヲ 1])は測度0であるという事実から、 l-→∞のとき IKzn rLIは

IrL¥σ(]uぅ1])1ニ ICLIに収束する。したがって十分大きいんをとると、集合A三品。円。ー
は正の測度老もつ。 Poincareの不等式によれば評価

1L Jvnl
2dy :::; 21L IVn一 (Vn)AI切+2 L_I(山 1

2dυ

三叩-，A)2 L_ l¥7vnJ
2dν+ 2ICLII(山 1

2

を得る。ここで C(口一ぅA)はりn に独立な正の定数、 (Vn)Aはり叫の IAIにおける平均値で
ある:

(Vn)A二土 l
JAI JA 

五は口 ¥σ(]uぅ1])に含まれるから、数列{(りn)A}は収束する。これと上の不等式から証明
は終わる。
口

定理6.1.Bの証明を述べよう。要点は最初に選んだ Dをその境界rが補題6.2の (6.8)を

満たすようにとりなおすことである。その指針は次のとおりである。針が、 IntEと初め

て当たる点以前に r¥ IntEと共有点が存在しないとき。このときは F¥IntEの部分を大

きく変形してそれと 2によって固まれた領域U でその境界「と針の共通部分がIntEの

みに含まれるようにする。針が、 IntEと初めて当たる点以前にr¥IntEと共有点をもっ

ているときは、 r¥IntEを避けて 2に沿って0+の側に、 F¥IntEを折り返して押し込ん
でそれと 2によって固まれた領域D'在とれば最初の場合に帰着される。

このとり直しと反射解の Dに罰する不変性から、はじめから、 σ(]uぅ1])とFとの共通

部分は IntEに含まれるとしてよい。集合 σ(]u，l])円rはコンパクトであるから、関数

ηεCo(O)でσ(]u，1])内rのある近傍で恒等的に uこ等しくかつ (6.7)を満たすものがと

れる。命題3.4の (3.3)をV=δvnjδ釣-aG(. -x)jδ的およびQ¥σ(]u， 1])にその閉包が
ふくまれる任意の開円板W に適用して、高階微分の収束

Vn→ G(. -x) in Hfoc(O¥σ(]u， 1])) 
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を得る。集合 {yεrlη(υ)ヂ1}は Q¥σ(]Oぅ1])に含まれるから、上で述べた収束性とト
レース定理により数列

437(1川 S}

は有界であることが分かる。一方補題3.3および 3.5によれば発散

11U iマ山 (6.12) 

をf専る。したがって

l苧(1一肌dS
叫hLJF う!" =0 (6.13) 

んIVvnl;ldy

を結論する。したがって特に十分大きい η。に対して η 三η。を満たすすべての η に対し

て(6.8)が満たされることになる。適当に正数M をとれば (6.6)が満たされることは明ら

かであり、補題 6.4によれば、適当な正数Kをとるとすべての ηに対して

んIVvnl2dy叫 Ivnl2dy三K1L IVvnl2dy (6.14) 

が成り立つことになる。 (6.12)ぅ(6.13)ぅ(6.14)および (6.9)から ω叫の (fL)η におけるエネ
ルギーの爆発をみることは容易である。後は、 (6.4)を使って指示列の爆発を得る。

口

定理6.1.Aの(A.3)の証明も同様にして出来るので省略。 (A.2)および (A.3)は順問題の適
切性に関係しており演習問題とする(ルーチンという意味で)。

記が十分滑らかと仮定すると 2による反射解叫(y)をInt~上の与えられた去の十分
小さい近傍で、 x-→αのときそのエネルギーの発散に寄与する項をυの関数としてとり

だすことができる。これを使って (A.3)を証明することができる。それは鏡像の方法の一

般化と考えられる。ただしその方法は、例えば弾性体の方程式系のように方程式が連立に

なると、格段に複雑になる。また B面については無力のように見える。これらの詳細に

ついては [46，64]を参照されたい。とにかく、ここで展開した方法は弾性体の方程式系へ

も全く同じように適用できるであろう。なお因数分解法 [5司のアイデアを用いた論文 [7]
が存在することを注意しておく。

三次元物体の中に発生した、未知の一枚の平面上に乗っている未知の亀裂という特殊

な幾何を仮定した場合においては、適当な条件を満たす一組の電位と電流密度分布を用い

たAndrieux-Abda[l]の再構成公式がある。

7 固い込み法と逆散乱問題

7.1.体積のない障害物による音波の逆散乱問題
前節までは、すべて Laplace方程式にかかわる逆問題で、あった。音波、電磁波あるいは弾

性波にかかわる逆問題は Helmholtz方程式ムu+ k2u = 0に帰着される問題が多くある。

ここでは、体積のない、音響的に固い障害物による音波の逆散乱問題の二次元版をとりあ

げ、単純化された囲い込み法の最新の応用を述べよう。

ここで考える逆問題は無限遠方から平面波を入射しその障害物による反射波の無限遠方

での漸近形から障害物の位置および形についての情報を抽出することである。

ただし以下の三つの条件を考慮する:
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-入射平面波の波数は固定して、限りなく大きくも(高周波)、限りなく小さくも(低
周波)しないとういこと;

・入射平面波の入射方向は有限個であること;
・漸近形を見る方向もできれば限定すること(視野限定)。

これらは応用を考える上で避けてはならない条件であり、これをどう克服するかそのアイ
デアが興味のあるところである。

さて散乱問題を述べるのであるが、障害物(の断面)を 2であらわすことにし、それ
は有限侶の互いに素な折れ線E1ぅE2，'・.，Emで与えられていると仮定する。適当に関数空

間を設定し、変分法的定式化と Fredholmの交代定理を使うと(例えば [22]を参照せよ)、
与えられた正数kおよび入射方向 dεSlに対して次の散乱問題の解が一意に存在するこ

とがわかる:
euは Helmholtz方程式

ムu+ k2u = 0 in R 2¥E 

を満たす;• 
竺=0 onE; 
oν 

・ω=匂 _ eikx.dはSommerfeldの放射条件

\)i~_ vr(宇一伽)= 0 
rー→∞ or

を満たす。ここに r= Ixl。
・折れ線の折れ曲がっているところや端点での U の正則性は高々H1になっている。

ωは障害物による反射波をあらわしている。このとき与えられた方向 ψε Slに対して

γー→∞のとき ωは漸近展開

山)二与F(cp;d， k) + 0φ 
を持つことを示すことができる。この麗聞にあらわれる F(ψ;dぅk)はω(rψ)のfarfield 
patternと呼ばれる。これがこの節の観測データである。
これを使って問題を述べよう。
逆問題 7.1.rは任意に与えられた Slの空でない部分集合とする。与えられた有限個のd
および kに対して、観測データ {F(ψ;dぅk)Iψεr}から記の位置および形についての情
報を抽出せよO

この問題はまさしく典型的逆問題であろう。

7.2.散乱振幅から凸包を抽出するとと

関数
ん(ω)= supx.ωヲ ωε Sl

zε}J 

を2の支持関数という。方向ωε Slの 2に関する正則性は定義2.3のDをEに置き換え

て定義される。この節では方向 ψ=(ψ1ぅぬ)ε Slと対応する複素数ψ1十句2を同じ記号
ψであらわす。この規約を使って、与えられた k>O、N= 1，'一、 T>Oおよびωε Sl
に対して Sl上で定義された関数

gN(ψ;T，k，w) 工工{ tkψ }m 
πImt'N l ( T + -JT2芋k2)w

(7.1) 
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を考える。次の定理は、逆問題 7.1のr= Slの場合(全視野)における一つの解答を与
える。

定理 7.1.~は、原点を中心とするある既知の半径Rの開円板 BR にふくまれていると仮

定する。方向ωは2に関して正則とせよ。 F。は次の方程式の正の解とする:

2s十 elogs= O. 

soより小さい正数βを任意に画定する。正数からなる数列 {T(N)}N=l，で N-→∞の
とき

sN 
T(N) = ~~ + 0(1) (7.2) 

を満たすものを任意に与える。二つの一次独立な方向 d1およびd2を任意に与える。その

とき、 N-→∞のとき

暗 Ih1 F(一川 的伽伽川川9卯州山N(山(ω川ψ
→ hE(ωω吋)け7.3め) T(N) 

が成り立つ。さらに以下の主張が成り立つ:

・もし t三hE(ω)ならば、そのとき

也 ε ア印)t会lLlFMM川)ん川

-もし t< hE(ω)ならば、そのとき

町一ベN合h1F(一ψ;川市(N)い川

公式 (6.3)の意味するところは、 もし反射波の Farfield patternのFourier係数

L1 F(叫 k)cpmdS(ψ)= ( -1) m L， F (一叫k)cpmdS(ψ)ぅ Iml三N，j= 1ぅ2
JS1 

が十分大きい Nに対して分かっていれば、そのとき次の計算式

阿古l LI FN; d3ヲk的刷伽川)泊加刷g伽州N(川ψ

7ベ(N)
がhE(ω)の近似になっているということを保証するというものである。 (7.2)をよくみると
次のような示唆を得るであろう :Rが大きいときすなわち 2の評価が粗雑なときは、 T(N)
を大きくするには、 N をずっと先までとることが必要であるだろう ;Rが小さいときす
なわち 2の評価が良いときはNがそんなに大きくなくても T(N)は大きくなり.、 (7.3)の
左辺はよく hE(ω)を近似するであろう。
しかし手離しでは喜べないこともわかる。それは前提である (7.2)というァ(N)について
の条件であるが、これはあくまでも漸近式であり、それを満たすべN)は無数にあるとい
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うことである。これは結局はNが有限のとき、 (7.1)のγをどうとるかという問題であり、
理論としてこれ以上のことを言うのは難しい問題であろう。

7.3. Herglotzの波動関数、 Vekua変換および指示関数の漸近展開
定理7.1の証明自体が面白いので概略を述べよう O 最初の補題は反射波の Farfield pattern 

の表現公式である(例えば [12])。

補題 7.2.Sl上の通常の測度に関して可測な任意の部分集合rを与える。 R2¥BRで滑
らかな関数 uはR2¥BRでHelmholtz方程式ムU十 k2u=0を満たしかっ w= u -eikx.d 

はSommerfeldの放射条件

li弘 vr(宗一伽)=。
を満たすとする。そのとき公式

lezπ/4 r J)U δり

町一山)g(山 )=-j(-u-4)dS V81fk JaBR ¥ 81/ ~9 。ν
が成り立つ。ととで%は密度gξ L2(r)をもっ Herglotz波動関数:

町(y)= 1r ei川 (ψ)“(ψ)

およびνはBRに対する外向き単位法線ヴ、エクトル場である。

次の補題は (7.1)が何故出てくるのかを説明している。

補題 7.3. 任意に与えられた方向 ω=(ω1ぅ凶)に対して ω.L= (ω2，-ω1)とおく。定理
7.1の中の関数9= gN(・;T(N)ぅk，ω)は、 UεBRに関して一様に(導関数まで込めて)、
N-→∞のとき漸近式.

(eけz伐ky仰伊匂g(ωψ)川dS州S町(ωωψω)二 ε♂U附
JSl 

を満たす。

この補題の証明は、次の Vekua変換 [74]を使うと組織的に理解される:

klxl f1 
恥 (x)=巾 )-7より(tx)J1 (klxlv'fゴ)刀苛

JO 

ここで U は任意の調和関数、 J1は一次の Bessel関数である。各m=Oぅ1うえ・・・に対して
Tkは性質

九:吋州片 (;)mm!州日州

をもつことは、容易にわかる。ここで Jm(z)はm位の B田 sel関数である:

ぶ (_l)n 
Jm(z) = (~)m ヤ G)2n

tGn!r(η十 1+m)'2

この性質に注意すれば gを見つける問題は近似式

L1{eik苧(Y1+ iY2)/2十 eikψ(Y1-iy仰ーリg(ψ)dS(ψ)回九(川)

53 

に
U

に
U

1
E
A
 



を満たすgを見つける問題に帰着されるO ここで九(υ;Tぅk)は調和関数でTk{eω(・;T，k)}= 
eY'(日 +iVrヰFω上)を満たすもので、具体的に書けるが省略する。

そして結局、 gN(cp; T， k，ω)は積分方程式

1. {eikip(Y1十切仰 +eikcp(Y1 -iY2) /2 リg(cp)dS(ψ)=叫 ;T， k) 
J8' 

の形式解である発散級数

∞ 1 _ ikψ ∞ 1 r(T+sτk2)ω 
g(伊)=ε~~-{ ω}m十三:EZ{

mニ~2π(ァ +JT片岡 山

を打ち切って得られる。 Nに対するァ(N)の選び方(6.2)はStirlingの公式に由来するが詳
細は省略する。
さて最も中心となる補題を述べよう。これは単純化された囲い込み法における定理2.6と補
題2.7に対応する。その証明は劇的に難しそうであったが (1999年当時)、後述の波数に依
存したパラメタの変更というアイデアで切り抜けることができた (2003年夏のICIAM2003
から帰国して数日)。

補題 7.4.dニ djに対する uを町と書き、

U 二 eX'(Tω+ザ戸+k2ωよ)?7>O

とおく。方向ωは2に関して正別であるとせよ。そのときァに独立な適当な正数μおよ
びAをとると、 T-→∞のとき

7μe叩さlLBbuーか州→A

が成り立つ。

証明の概要を述べよう。
最初に次の積分の T -→∞における漸近挙動を調べる:

r .au。 δu
1j(ァ)=j (」u一一町)dS

θBR ¥ av - aν 

部分積分により等式
r c ，av 

e-ThI;(ω)1j(T) = e-ThI;(ω) / [Uj] ~V dS (7.4) 
J2'. l~J δν 

を得る。ここで [Uj]= ujl2'. - ujl2'.は包の 2の両側からのトレースの差である(詳しくは
述べないが、 νの向いている方をーにとった)。
集合 {xlx ・ ω =hdω)}n'~ は一点からなるので、その点在 Xo であらわそう O このとき命
題 2.5に対応する U のXoにおける展開公式が成り立つことがわかる。そしてパラメタの

変更
S=ゾ戸士k2+T 

と(7.4)を使うと、 s-→∞のとき完全漸近展開

(7.5) 

00 A 

e-iVr写FzotfThz(ω)1j(T)rvア斗共
1=1 S"l 

(7.6) 
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を得る。ここでOくんくん<・・・ー→∞および {AZ，j}zは円の Xoにおける展開係数およ
び2のXoの近傍における幾何を含んでいる。この部分の計算は込み入っているが、しか

し計算する喜びをもたらしてくれた。この(7.5)の変更が本質的であるのは (7.6)の各項を
みればあきらかであろう。

次に (7.6)の展開係数のなかに消えないものが本当にあるのか否かを調べるのあるが、
直接はできず、背理法により以下の場合にわけられる:

・もし Xo がどの ~1 ， .・ .， ~m の端点になっていなければ、すなわち、 2 がそこで折れ
曲がっている点であるならば、そのとき各j= 1，2に対して AZ，jヂOとなる l=らが存在
する;

・もし Xo がある ~p の端点であるならば、そのときすべての j=1ヲ 2 およびすべての l
に対して AZ，j= 0となることはない。この証明において入射方向 d1、ぬが一次独立であ

ることが本質的にきいている。
これらをまとめると補題 7.4が成り立つことがわかる。

定理7.1はこれら補題を使えば直ちに証明される。実際補題7.2より等式

‘181fk r 
-T(N)均一T(N)hr，{ω)ヰヂ x /. F(-cp;dj，k)gN(CP;T(N)ぅk，w)dS(ψ) ι/4 J Sl -¥ r， --J 

r ，8u δu 
= T(N)μeイ N)hz:.(ω) /. _ (~~J V一一円)dS

JaBR δνδν  

/町、 ~_I 、 r ，8刊一

十ア(N)匂一叩Jhz:.(wJ1. _ {τ2(む9N- v)一 て(V9N- v)町}dS
JθBR -ov 0 

を得る。ここで
り二 eY.(T(N)ω+iVr百芹k2w1-) 

および町N は密度g= gN(・;T(N)， k，ω)に対する Herglotz波動関数である。 h"i'，(ω)三-R
に注意すれば補題 7.3より右辺第三項はN-→∞のとき減衰する。あとは補題 7.4より、

N-→∞のとき

叩 )με-T(N)hz:.(ω)偏吃1L F(-cp;djぅk)gN(CP;T(N)うい)dS(ψ)1→ A
j=l ' JS1 

を得る。定理はこれからただちに導かれる。

7.4.視野が限定されたときの先験情報の役割
(7.3)の中には反射波のfarfield patternのすべての方向における値があらわれている。で
は視る方向が一部に限定されたいるとき(向こう側から視えないとき)、そのような公式

があるかという疑問が当然浮かぶ。これは、限定された視野をもっ farfield patternが観
測データとして与えられた場合である。ここではある先験情報を取り入れることにより、
定理7.1が局所化できることを示そう O 以下では、 Slの空でない開集合Fを任意に与え固

定する。ここでも zは、原点在中心とするある既知の半径Rの開円板 BRにふくまれて

いると仮定する。
Helmholtz方程式の解からなる集合

W(BR) = {り εC2(BR)円 C1(BR)1ムり+k2vニ oinBR} 

を導入する。 W(BR)のH1(BR)における閉包を W(BR)によってあらわそう。任意に与
えられらたgε L2(-f)に対して

Hg(y) = Lr e川 (ψ)dS(ψ)，Y E BR 
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により BR上の関数を定義するO そのとき HgεW(BR)でありかつ作用素H:L2(-r)-→ 
W否R)は有界である。次の事実が知られている ([13])。

定理 7.5.Hの像はW否可で調密である。

さて与えられた U εW百五7および正数6に対して、 L2(-f)の要素 goが積分方程式

Hg=りの食い違いが6の最小ノルム解で、あるとは、 goが不等式 IIHg-vIIHl(BR)三dを満
たしかっ等式

IlgollL2(-r) = inf{llgllL2(_r) : IIHg-叶IHl(BR)三d}

が成り立っときを言う O

特に与えられた正数ァおよび方向ωε Slに対してり=♂(日+ivr拝k2w-L)ととる。これは

もちろん W(BR)の要素である。このとき、一般論によれば ([59])、定理 7.5は任意に固
定した正数dに対して、積分方程式Hg=vの食い違いが6の最小ノルム解の存在を保証
する。しかもそれは公式

g=(α1 +H*Ht1H*v 

で与えられる。ここでαは

IIH(αI+H*H)1H~-uiiLl(BR)=62. 

を満たす正の数である。したがってαは7川ぅ kヲ6に依存する。そこでこの最小ノルム解を

9 = gr，，s(・;kぅω)とあらわそう O これはもちろん不等式

11 Hgr"s (・ ;kぅω)-vIIHl(BR)三6

満たしている。そのとき次の定理を得る。

定理 7.6.ω は2に関して正則で、 hL，(ω)> 0を仮定する。そのとき公式

(7.7) 

h均吟g毛主IfrFμ炉F町時(ω川ψ
= hL，(ω)う

7 m
 

T一一→。。

が成り立つ。さらに以下の主張は正しし、:

・もし t三hdω)ならば、 そのとき

li弘 e-rt会IfrF( cp; dj 1 k )gr，，s(引い)d的 )1= 0; 

-もし t< hD(ω)ならば、 そのとき

lv主IfrF(cp; dj1 

証明トレース定理を使えば、 (7.7)から評価

δ 
IIHgr，，s - vIIHl/2(δBR) + 11 ;v {Hgr，，s - V }IIH川 θBR)三Cd (7.8) 
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を得る。ここで Cは7 に独立な正数である。補題 7.2によれば、等式

./Rm-ιf  

-e叫)出斗F(r.p;dj， k)gr，!i(川 ω)dS(ψ)

r ，au δV _L(..¥ r ，auo 
= e-rhE(ω) '-_ (，~J V -~~ Uj )dS + e-rhE(ω) '-_ {':~J (Hgr，!i - v)一一(Hgr，1i- v)円}dSjβBR δνδν 'J )UJ/-..I I '-' JθBR l av V~.':Jr， δν 

(7.9) 
を得る。仮定 h'E(ω)> 0および(7.8)はァー→∞のとき (7.9)の右辺第二項の指数的減衰
を導く。あとは前と同じように補題 7.4から定理は従う。

ロ
h'E(ω) > 0は座標の原点と 2との位置関係に関する条件である。観測データの不足をこの

条件で救っているのがみてとれるであろう。この定理の数値実験は大変興味がある o gr，!i 
は精度よく計算できるのであろうか。

この節で展開した方法は、音響的に硬い体積のある障害物や、背景とは異なる密度を

持った、体積のある障害物にたいする類似の問題の二次元版にもすでに適用できることが
わかっている。 [39ぅ 42pを参照されたい。しかし、三次元の問題についてはどうか、ある

いは弾性波の亀裂による散乱問題においてどうかというのは、最も興味がある今後の問題

である。
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応用数理学会サマースクールレクチャーノート

数値計算の視点から:多倍長計算の逆問題，非遼窃問題への応用

藤原宏志(京都大学大学院情報学研究科)

f包.JZωar，白@acs.i.kyoto-'U.ac.jp

逆開題の数学解析と同じく，数値解析理論と数値計算技法も重要である.本稿では，逆問題の数

値計算手法から， r多信長計算Jrスベクトル法j の基礎を紹介する.

販問題を対象とする数値解析と数値計算は，系の安定性老前提としている.系が数値的に安定と

は，誤差の混入があったとしても，その誤差が微少で、あれば計算結果への影響は少なく，数倍計算

が信頼できることを意味する，安定性老有する問題では，分割数を増やすことで数値解の精度の向

上が期待され，傾向題に対する大規模数値計算は，計算機の性能の向上とともに成功そ収めてき

た.これはいわば，数値計算の「量の改善j である.

さて逆開題とひとことで、いっても，領域決定問題多方程式の未知係数，ソース項や初期値の決

定問題など議々な問題設定がなされる.数値解法では個々の系がもっ特徴を保存するような離散

化が望ましく，従って問題に応じた議論が必要となる.しかしこれら逆問題の数値計算にはある

共通する数学的性質があり，数値計算を困難なものにしている.この菌難性は逆問題の非適切性

(ill-posedn由自)に起因するものであり，数値的不安定性 (nnmericalinstability)と呼ばれる.

数{直計算では，実数とその演算，微分作用素や積分作用素の近住!をおこなうため，誤差が混入す

る.従って，数学的に正しい式が与えられたとしても，それを計算機上で厳密 (exact)に実現する

ことは殆んど望めない.数値的に不安定な問題の数値計算では，これらの誤差が急激に増大して，

計算が破綻する.そのため「量の改善」だけでは逆問題の数値計算は実現し得ないことが指摘され

ている.

数値的不安定性の克販のために，最小二乗法，一殻逆法，正期化法などの理論がある.これらは

微分方程式などで、記述される系から最小化問題を導出し，その最小化開題を解くものである.数値

計算にあたっては，最小化問題を離散化して有盟偶の未知数(パラメータ)探索問題に帰着させる.

これらの方法は汎用性が高いという利点をもっ反面，その裏返しとして，導出された最小化問題で

は元の問題や解のもつ特徴的な意味や重要な性質が失われていることも多い.未知パラメータの偶

数や値に人工的な制限を加えることもあり，元の問題の特性老欠落した議論も少なくなかった.

最小化問題に話を限ると，近年は勾配法のみならず.AI，ニューラルネットや遺伝的アルゴリズ

ムにより最適パラメータ探索をおこなう数値計算も試みられている.計算機の高性能化や逆問題に

対する知識の蓄積もあり，これらの手法が効果的である場合もある.また何らかの要請で数鑓計算

が必要なとき，これらの手法に頼らざるを得ないというのも事実であるが，これらの手法の数学的

な正当化は困難である.

この反省のもと，近年，逆問題の数値的不安定性老克臆する新たな手法が幾っか提案されてい

る.そのひとつが，計算機上での実数の扱いの改善と高轄度麓散化の併用という，数値計算の「賓

の改善Jである.この手法により，数値的不安定性の克躍の可能性が示されつつある.これらの手

法を具体的・現実的な逆問題に適用していくことが，逆開題解析の数値解析と数値計算における課

題である.未完成の手法でもあり，またこれらの手法だけでは不充分でもある.今後は，具体的な

適用の中での数値解析と計算手法の進展が望まれる.
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1 計算機上での実数の近似と丸め誤差

霊子計算機で扱うことが可能な情報(データ)は，本質的には 2値の区別，すなわち“0"と“1"

のみである.この最小単位をピット (bina.ryUI世)とよぶ.ただし 2値をとるピットの扱いのみで

は不便なので，実際には「謹数のピットを束ねてJそれらに「型(守pe)Jの概念を付与することに

より，整数，実数，文字，画像や音などの多様なデータを扱うことが可能となる.

計算機上での数値計算において実数を表現する型は複数提案されている.科学技術計算で広範に

利用されているのは浮動小数点数とよばれる型であり，演算などのアルゴリズムとあわせて浮動小

数点方式として定義される.浮動小数点方式の一般論については. [7，16]に詳しい.

多倍長数，あるいは多倍長計算の明確な定義はない.プロセサのアーキテクチャおよびプロク、ラ

ミング言語で定義される基底型に比して，多くの精度を有する実説丘似手法とその演算と考えるの

が自然である.本稿でもこれに従い，多倍長精度・有限桁の浮動小数点方式について述べる.そこ

で基礎となるのは浮動小数点方式の理論で、ある.本節では浮動小数点数のデータ構造について述

べる.

浮動小数点数 F3

浮動小数点方式は，実数の表現方法のひとつである.例えば 10進法 5桁の浮動小数点方式で、は

123.45を+1.2345X 102のように表す.十は符号であり.10を基数 (ba.seまたは ra.dix).1.2345 

を仮数部 (significa.nd)，10の罵である 2を指数とよぶ.浮動小数点方式では表現が一意になるよ

うに，仮数部の先頭指を0以上基数未満のひと桁の整数で表すのが一般的である.

浮動小数点数は基数，仮数部の柘数(精度).指数の範囲によっていくつかの方法が提案されてい

る.現在ではワークステーシヨンやパーソナルコンビュータで、は 10進法(基数が 10)は使われず，

2進法(基数2)が利用される.

以下の浮動小数点数の集合月を例に，典型的な 2進法の浮動小委主去数のデータ構造を説明する.

:f:10・hhx2ぺ

五ε{0，1}， εε{J..，-l，O，l，T}.

εが指数.10・hhが仮数部である.F3の元は，指数部が 5つの状態をとり，仮数部の精度が 3桁

(3ピット)で構成される.

まず， εが -1，0，1のいずれかである場合には.10 = 1であると約束する.したがって(1.1)が

表す数のうち，正のものを全て列挙すると

、.. ，， 
噌

i
'
i
 

''a、、

1.00 X T1 = 0.5 1.00 x 20 = 1 1.00 X 21 = 2 

1.01 X 2-1 = 0.625 1.01 x 20 = 1.25 1.01 X 21 = 2.5 

1.10 X 2-1 = 0.75 1.10 x 20 = 1.5 1.10 X 21 = 3 

1.11 X 2-1 = 0.875 1.11 x 20 = 1.75 1.11 X 21 = 3.5 

となる.ここで，左辺の仮数部は 2進法表現であり，右辺は 10進法表現である.これらを実数直

線上に表したものが図 l(a)である.e ε{-1，0ヲ1}で表されるこれらの数を正規化数 (normalized

nUIllber)と呼ぶ.月では， 0は正規化数では表現できないことに注意する.

次に ε=ょの場合を考える.このときは 10=0と約束し， (1.1)の eには正規化数を表現する

指数部の最小値を代入するものと約束する.F3では.2.L = 2-1である.e=よで表現される数
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0.5 0.75 1 l.2o 1.5 1.7.) 2 2.5 3 3.5 

~ 
0.625 (LS75 

(a)乃の正刻化数

O 0.25 

ト十十1
。125 0.375 

(b) F3 の~nEjrl化数

O 0.25 0.5 O.7'i 1 1.25 1.3 事t匂75 2 2.5 3 :3.5 

111111111  
0.125 O.:l7::'j 0戸62ヨ 0.875

x， NaN (ε=丁}

(c) F3で、表現されるiE数

jjgJ 1:浮動小数点数の体系民

のうち正のものを列挙すると，

0.00 X T1 = 0 

0.01 x r1ニ 0.125

0.10 X T 1 = 0.25 

0.11 X T1 = 0.375 

となり，数車線上では図 1(b)のように並ぶ.ε=-.Lの場合に表されるこれらの数を非正規化数

(denormalized mnl1ber)とよぶ二近年は subnormalizednumberとよばれることも多い.

e=Tの場合は 2Tの値を考えず，演算結果として士∞であることを表したり，演算とその結

果が無効であることを示す nota number (NaN)の状態を示す.

このとおり.F3で表される数には正規化数と非正規化数がある.正の数を合わせて数直線上に

表すと，函 1(c)のようになり，浮動小数点数は実数軸上に離散的に存在することがわかる.また，

等間隔には並ばないことも特徴である.となりあう 2数の差は{反数部 10・hh0)最下位桁における

誤差に相当する.この差のことを ulp(Ul吐tsin the las七place)とよぶ¥
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丸め

浮動小数点数は実数軸上に離散的に存在するため，すべての実数を厳密に表すことはできない.

となりあう 2つの浮動小数点数の閣にある実数は，含まれる区間の両端のうち 4 方の浮動小数点

数で近似して計算機上で表現する.この近依のことを丸めという.いいかえると，丸めは，実数か

ら浮動小数点数の集合への写像で、ある.ある実数を丸める際には，その実数が含まれる(最小の)

区間の両端のうち，実数に近いほう(等~離のときはいずれか一方)を採る最近値丸め (rounding

to the near田 t)，大きいほうを採る十∞方向への丸め (roundingu科、小さいほうを採る -00方

向への丸め (roundingdown)， 0 ~.こ近いものを採る O 方向への丸め (chopping) の 4 種類が考えら

れる.通常は最近値丸めがおこなわれる.

最近値丸めでは，扱いたい実数とそれを丸めて得られる浮動小数点数との間に最大で、 ~ulp の

{絶対}誤差が含まれる.この誤差を丸め誤差 (roundingerror)という.また， i1中に相当する

相対誤差を計算機イプシロンということが多く，この場合，実数の表現における丸め誤差は計算機

イプシロン以下になる伺.この計算擁イプシロンの定義は決まったもので、はなく，例えば [13]で

は lulpに相当する相対誤差老計算機イプシロンと定義している.

浮動小数点数 F3のコーデイン夕、

九を計算機で扱う際に必要なピット数を考えよう.符号は正か負のいずれかであるから， 1ピッ

トで表現可能である.指数部の 5つの状態を表現するには 3ピットあれば充分である.銃数部に

ついては， /0は εの状態から決定されるため省略し，hhのみの表現に 2ピットでよい.このと

き省略されたんは，暗黙の省略の 1ピット (hiddenhit)あるいは，暗黙の省略の 1(hidden one) 

とよばれる.合わせると，F3の浮動小数点数(1.1)の保持には 6ピサトあればよいことがわかる.

実装の際には符号，指数，仮数部をそれぞれどのようなピット到に割当てるかも決めなければなら

ないが，ここでは省略する.

絶対値が最小・最大の数のオーダーは指数部のとり得る値によって決定され，となりあう 2数の

~離は仮数部の指数により決定される.従って，より広い範囲の実数を扱いたい場舎には指数部を

増やせばよい.また，丸め誤差を小さくする，すなわち隣り合う 2つの浮動小数点数の盟縞を小さ

くしたい場合には仮数部の鯖度を増やせばよい.

IEEE754倍精度数

一接的な数値計算における実数の扱いは IEEE754で定義される方式に準拠している.IEEE754 

では単精度方式，倍精度方式などが定義されており，それぞれ浮動小数点数の表現に擦しては表 1

に示すピット数が割当てられている.特にその中でも，倍鯖度方式 (doubleformaも)が数纏計算で

標準的に利用されている.倍精度方式は 64ピットの活報によって図 2のように計算機の内部で註

保持される.信精度数は符号部s?バイアスされた指数部eb(=e 十1023)，仮数部Fから構成され

る.εbヲ1=0， 1023 の場合が正規化数にあたり，図 2~こよって

(_1)" x 2eb~1023 x (1十 FX T52) (1.2) 

という数を表すこととする.ここで，図2の凡Fは2進法で符号無し整数と解釈する.匂=0， 1023 

の場合も含めて，信精度数は表 2のようなコーディングがなされる.ただし Oxで始まる数字は 16

進法による記述である.丸めには，先に説明した 4つのモードがある.最近値丸めにおいて最近

信が 2つ存在する場合には，結果の最下位ピットが 0である方を選ぶ偶数丸めが採用されている.
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表 1:Floating Point Format Parameters Defined in IEEE754 

Format 

‘Parameter Single 

Single B文tended Double 

Format widもhin bits 32 > 43 64 

Exponent width in bits 8 >11 11 

Significand width in bits (precision) 24 > 32 53 

表 2:IEEE754倍精度数で表現される数と指数部のコーディング

Double 

Extended 

> 79 

> 15 

> 64 

指数却のコーディング{ω)1 指数部 (ε)J仮数部 (F)1 浮動小数点数値 (xLJ悶 8曲 lde

OxOOO -Ox3fe (よ) 土O.FX 2-1022 subnormal 

OxOOl -Ox3fe = -1022 土1.FX 2-1022 

Ox002 -Ox3fd = -1021 土1.FX 2-1021 10-3ω 

Ox3fe -1 土1.FX 2-1 0.5・・・

Ox3ff 。 土1.F 1.・

Ox400 1 土1.Fx 2 2.・・・

Ox7fd Ox3fe = 1022 土1.FX 21022 103∞ 
Ox7fe Ox3ff = 1023 土1.FX 21023 

Ox7ff 丁 。 土∞ 土00

Ox7ff T #0 Not a Number (Na1~) 

5 
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Reb I F 

1 11 52 bits 

国 2:IEEE754倍精度数の計算機の内部での表現

丸め誤差

浮動小数点方式では，どのような方法を採るLこせよ，遅延評価などの手法を利用せずに精度を固

定する握りは，実数表現には丸め演算が不可欠である.この近似は実数の表現の際におこるだけで

はない.浮動小数点数の集合は通常の実数の四異rJ演算について閉じていない.さらに浮動小数点数

値に対する初等麗数の値も，一般には浮動小数点数に含まれれない.そのため，各種の演算結果を

浮動小数点数値で得るたびに，丸め演算が必要となる.

表現と演算結果の丸めに際して混入するこれらの誤差を丸め誤差と呼ぶので、あるが，特に演算に

おいては f柘落ち現象J，i'需報落ち現象j と呼ばれる計算機特有の現象を生じる.

桁落ち現象 (truncation) r有効数字の上位桁が等しい 2数の加減算の結果，有効数字が減少

する現象J. 

例えば， 10進法で 5桁の結度を有する浮動小数点数体系 DF5において演算を考えた場合，

1.2953 X 102 - 1.2951 X 102 = 2.0000 X 10-2 

となる.このとき被減数 1.2953X 102および減数 1.2951X 102は5桁の有効数字を保持するが，

演算結果である 2数の差 2.0000X 10-2の有効数字は 1桁のみである.ここで，演算結果の小数

点以下に続く 4つの Oは柘をあわせるためだけに詰められるだけのものであり，有効数字ではな

いことに注意する.柘落ちでは誤差は混入しないが，桁落ちに続く演算により大きな誤差の混入を

招く可能性がある.

構報落ち現象 (1055of trailing digit5) r橿端に絶対値が異なる 2数の加算もしくは減算によ

り，一方の情報が計算結果に反映されない現象J.

上述の 10進5拐の DF5では，次の誤算がおこなわれる.

1.2953 X 102十 9.2331X 10-10 = 1.2953 X 102 

この式における等号=は，Dp，，， での演算結果を意味する.このWtlでは 9.2331X 10-10を加えてい

るにも関わらず，予め定められた桁数の制限によりこの数の情報は計算結果に反映されていなし、.

2つの現象で注意すべきことは，浮動小数点有醍桁方式で、は数学的に巌密な式が与えられたとし

ても，計算機上で正確な結果を得られるとは鰻らないという事実である.計算過程に現れる全ての

(浮動小数点方式で近似された)実数や数式に対し，結落ちと情報落ちが生じないように式変型を

おこなうことは国難であり，丸め誤差の処理に加えて，これらの計算機現象に常に留意する必要が

ある.

計算環壌に依存する丸め誤差

現在，一般的に普及しているプロセサは浮動小数点方式として IEEE754に準拠していることが

多いが，信用する OS.コンパイラ，ライブ、ラりなどによって数値計算結果が異なることがある.基

本的な演算での相遣を表3，4tこ示す.また，組み込み函数の値も異なる場合がある(表5，[17]).
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表 3:計算環境による計算結果 1(倍精度}

Z = 2-53写y= 2-54 

Xeon (Linux) 

Pentium(Linux， 

Borland C十÷

C匂yτ伊伊g伊伊京w阿7

Alpha.，じltむraSPARC-III 

Ita.niぬurn2ラ PowerPC

Pentium (FreeBSDヲ

Visual C+十)

1十 Z 十y 1十 (x十 y)

1十 2-52 1 + 2-52 

1 I十 2-52

表 4:計算環境による計算結果 2(倍精度)

a~0.854200011227730815477... 

b ぉ 0.519944555523513818329.ー・

d-b2 I 0.4593153183629111073..・

Alpha雪 SPARC，Ita.nium2 I 0品 931531836291106..

Pentium(FreeBSD) 

0.45931531836291112.. . Pentium(Linux) 
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表 5:計算環境による組み込み函数の計算値(倍精度)

Z 246(ぉ 7‘04X 1013) 

0.999473052483799498・.. 

0.99947;305248379947. . . 

sin(x) 

SPARC 

Alpha 

PowerPC G4 I 0.92002603819679063 

P4(Cygwi吋 i

Xeon(Linux) 

P4 (Linux， FreeBSD I 0.9200260:1819679063・・・

BC+十ぅVC十十，MinGW)I 

0.99947;305248379947. . . 

0.99941804954316996.. . 

これらの表中の数値は計算機上で 2進法で得られた結果を 10進法で記述しており， 17桁以降

を省略して...とているために正確な演算結果を示しているものではないことを注意する. 2進

法の浮動小数点演算を厳密に表記するためには C99規格 [15]で導入された記法を利用すると便利

である.詳しくは述べないが，土Ox1.Fpeという表記により実数土(1+ F X 2-52) X 2eを表す.

F(O三F< 252は 16進法整数で.eは 10進法で記述する.これらは C言語プログラムの中でも

有効な定数句である.

この例のように，個々の表現や演算に伴う丸め誤差は小さいため，これだけを見ていると大きな

問題ではないように思える.しかし前述のとおり，計算機アーキテクチャによる浮動小数点方式の

壌かな違いが計算結果が大きく影響を与える場合がある.

例えば，次の三項間漸化式を考えよう.

34 3 
an+2 =ーーαn+l一一一αn11.... 11 

1 
a" = 1. a， ι11 

この漸化式の {an}の{直を C言語による数値計算で求めると，国 3のように，利用する計算機によっ

て著しく異なる数値計算結果が得られる.さらに，いずれの数値計算結果も厳密解 a"= (lj11)n 
とは全く異なっていることに注意する.実はこの伊jの漸化式の一般解は九二 cl(ljll)η 十 C2:~n で

あり，3nの発散項を有するためにその数舘計算は数値的に不安定である.このため，この漸化式

を与えられた式のとおりに計算すると，丸め誤差のために C2ヂ0予防I<<: 1の場合の計算に相当す

る可能性がある.個々の演算での丸め誤差は僅かであるが，数値的に不安定な問題では累積された

丸め誤差が著しく増大し，図 3のように利用する計算環境に依存して計算結果に深刻な影響を与

える.

2 多倍長計算環境 exflib

多信長数の標準的な表現と実現方式は存在せず，著者は独自に多倍長精度・浮動小数点数の型

exfioat (e:h.'tended precision fioatint-point munberうを定義し，その演算をexfiib(extellded precision 

fioatillg-point arithmetic library)として実装している.exfioat型の浮動小数点数は仮数部の柘数

は可変長で，ユーザが自由に決定することができる.すなわち隣り合う 2つの浮動小数点数の距

離を任意に変更することが可能であり，丸め誤差の大きさを任意に設定することができる.標語で
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2500 
11X1p曲12E&3+X ηI Xeon(Linux) 2倒。 Alpha(Linux) 

1!iOO 
2 0.00826446 0.00826446 

1割地
+ a 6.20921 X 10-6 6.20921 X 10-6 

500 
占

1< 
+ 。 3民 割腿 3健 3民 ヨ民 ;: 10 3.86014 X 10-11 3.85159 X 10-11 x 

-500 x 
-10制3

ー1500 -7.91327 
2000 50 I 571812 -467270 

ヨ6 38 40 42 44 46 

" 
図 3:NumericaJ]y Unstable Processes 

いうと， exfiibは数値計算の世界における顕微鏡であり，これまでの数値計算では見えなかったも

のを計算機上で実現することを目標としている.本節では， exfloa色， exflibとその演算について概

観する.

exflibは，科学技術計算，特に偏微分方程式や積分方程式などの数値計算での利用を想定して，

10進法で 100桁から数千桁程度の精度での演算を，特に演算の高速性，メモリの効率的な利用を

念頭において設計している.現段階の exflibはC++言語からの利用が可能で，浮動小数点数の四

期演算，組み込み函数値， 10進法による初期化と出力など，数値計算に必要な機能老有している.

ex出bはC言語や FORTRANから利用可能な演算サブルーチンの集まりであり，ライブラリと

して提供している.このライブラリを使いやすくするため， C++言語におけるインターフェース

も提供している.多倍長精度での計算が実行可能な環境としては多くの実装があり，現在は GNU

MIヘP泣 i，MPFR， bcが代表的である.また圏内ではじBASICが著名である.商用の数式処理ソ

フトである Maple，Mathematicaでも利用可能である.

多倍長数 exfloatのデータ構造

exfiibでは多倍長精度の浮動小銃宗教 exfloatを定義し，メモリ中に図 4のように 64ピット符

号なし整教の配列により保持しており，

山 2匂 bx (1 +トペ
という実数を表している.ただし，b = 262_1である.64ピット計算機での利用を考えてこの実

装を採っているが， 32ピット計算機においてもメモリに格納する最には 64ピット配列として格納

している.そのため， MPIなどを利用して 64ピット計算機と 32ピヅト計算機が混在するような

環境においても並列計算が可能である.仮数部を倍精度数で実装する環境もあるが， 64ピット計

算機では精度と計算時間の両面において整数型を基底型として利用するほうがよい.これにより，

メモリの効率的な利用およびメモリアクセスの回数の減少という利点もあわせもつ.

仮数部は，配努titこ記櫨された 64nピットに加えて暗黙の省略の 1ピットをもっ.従って exfloat

型の浮動小数点数は 64n十 1ピットの精度をもっ.乙の nはユーザが自由に指定することができ

るが.現在のところ，ひとつのプログラム中では精度の変更などはできない.演算アルゴリズムの

都合上 n三3(10進法では 77桁以上に相当)を仮定している.四期漬算のアルゴリズムでは nに

上限は設定していないが，組み込み函数で利用する数表は η=1024 (約 2万桁)の精度を有する.
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1 63 64 6.1 64 64 

図 4:多倍長精度・浮動小数点数 exfloat型のフォーマット

指数部には固定長の 63ピットを割当てており， 10-10'8から 1010日までの数を扱うことが可能

である.ただしプログラムの簡素化と譲算の高速化のために非正規化数は定義しておらず，eb = 0 

のときは仮数部の値によらず常に Oと解釈する.倍精度方式で非正規化数として扱われる範囲の

数も exfioatでは正規化数として扱われるため，一較的な数値計算で扱われる範囲の実数は exfloat

で表現することが可能であると考えている.εb= 263 - 1の場合は土00として扱う.

浮動小数点漬算のアルゴリズム

exfiibはe姐 oatに対する演算を器供している.浮動小数点数の演算アルゴ、リズムについては同事

多倍長演算については [16]が詳しい.理論的な誤差解析については何に詳しい.

exflibの加減算のアルゴリズム

加減努では古典的な筆算による方法を実装している.加減算における保護拓は 3ピットで充分で

あるが [7]，プログラムの簡素化のために exfiめではアーキテクチャのピット数に応じて切りがよ

いように，余分に保護桁をとっている.

nピットアーキテクチャでは n桁の符号なし整数の加算において結果は n十 1桁となる.すな

わち，繰上がりを考慮にいれる必要がある.C言語や FORTRANではこの繰上がりを捕捉する

命令はないが，大抵のアーキテクチャでは特加なレジスタが定義されているいるため，これを利用

すれば隷上がりの発生を捕捉することができ，特7.l1Jなアルゴ、リズムを必要としない. Alphaアー

キテクチャなどではこのような命令が定義されておらず，同等のアルゴリズムを実装する必要があ

る [6J.C言語や FORTRANで実現する場合にはそのようなアルゴリズムを利用するほかに，イ

ンライン・アセンブラを利用したり，精度の低い基痕型を科吊する方法が考えられる.

exflibの乗算の漬算アルゴリズム

乗算の古典的アルゴリズムは筆算である.筆算における基底型の乗算の回数は精度の2乗に比例i
する.一般にプロセサ内部での整数型の乗算は加減算に比して 10倍程度の時間がかかるとされて

おり [4ヲ 14]，基底型の乗算処理がアルゴ、1)~ズム全体の計算時間の大部分を占める.乗算は組み込み

函数などでも多用される重要な演算であり，基底型の乗算の回数fk誠らすためのアルゴリズムの研

究が盛んにおこなわれている [1司.

代表的なものは Karaおuba-Oあnanのアルゴリズムである.基数をグとし， 2つの数αβ十b，cβ+d

10 

4A 

門

i
-
E
A
 



の筆算を考える.ただし O:S:仏bぅc，dく βである.この 2数の積は次のようになる.

(αβ+ b)(c，B + d) =αcβ2 + (αd+bc)β+bd (2.1) 

=αCs2十 ((α -b)(c-d)一αc-bd)グ+bd. ρ2.2

式 (ρ2.2)が Ka泣ra瓜七回s凱叩ubaのアルゴリズズ、ムを示しており仇，式中の αc，(伊α一bめ)(ヤC一dめ)ラbdの積もそれぞぞ、れ

Ka紅ra抗ts回ub凶a法により再再I帰賠的に計算する.

式 (2.1)は筆算をあらわしており，乗算の回数は αCヲαd，bc，bdの4回である.一方， Karatsuba 

法 (2.2)では加減算も合わせた演算の回数は増加しているが，乗算は αc，(α -b)(c -d)ぅbdの 3回

に減少している.基底型の乗算の加減算に対する時間比を考えると，加減算の増加よりも乗算の回

数の減少のほうが全体としての演算時間の減少に貢献している.この Karatsubaのアルゴリズム

における乗算の回数は多倍長数を表す精度(基底型の要素数)η に対して 0(nlog23)ぉ O(η1.58.5)と

なることが示され，計算量が 0(n2)である筆算に比べると，精度が大きいほど Karatsubaのアル

ゴリズムが優位になる.

他に代表的なものとしては， Fourier変換を使うものがある.これは，筆算を合成積であると考

える方法である.大きい精度を要求される場合，例えば暗号理論に代表されるような場面では一般

的に利用されており，専用ハードウエアによる実装例もある.しかし数千桁程度の演算では基底

型の乗算以外の部分のオーバーへ、ソドが大きい.

exflihにおいては，目的とする桁数が 100桁から数千桁程度と多倍長精度の研究としては比較

的小さいことから，筆算および Ka.ratsuhaのアルゴリズムを実装している.乗算のルーチンが呼

ばれると，要求された街数に応じて適切なほうを選択して実行する.例えば AMD64での筆算と

Kara.tsuba法の速度を比較すると図 5のようになる.図中，横軸は計算精度を 10進法で，縦軸は

計算時間をマイクロ秒で表しており，実線が Karatsuba.の計算時間を，破線が筆算のアルゴリズ

ムを示している. 10000桁程度までの範聞では筆算が高速であるるため，こちら老利用する.一

方， AMD64とほぼ同じ命令セットを採用していてもマイクロアーキテクチャが異なる EM64Tで

は，筆算と Kar前 suba法の速度は図 6のようになり， 6000桁程度までは筆算で，それを越えた場

合には Karatsuba法を利用するのがよいと考えられる.一般的なパーソナルコンビュータである

IA-32ではこの速産差の逆転が 2000桁程度でおこることが図 7よりわかる.

これらの図はプロセサのマイクロアーキテクチャに大きく依存するため [5]，最適な速度を実現

するには，本来は計算環境毎に切り替え精度を決定するのが理想的である.配布している exflぬで

は数台で速度比を検証した結果をもとに切り換える精度を埋め込んで固定している.

加減算と同様，基底型の乗算についても繰上がりが発生する.すなわち nビットの符号なし整数

の乗算は 2nピットになり， C言語などでは表現可能な最大の整数同士の積を得ることはできず，

積の上位 11ピットの情報を得るにはjjlJ途のアルゴ、リズムが必要である.しかし，プロセサの内部

で、は積の上位を取得する特別な命令が定義されていることが多く，それを利用することにより 2n

ピットの積を得ることができる.

exflibの除算，その他のアルゴリズムについて

除算には Ozawaのアルゴリズムを採用している [18，24].組み込み函数については引数を適切

な範囲に還元した後， Taylor展開を利用して函数舘の計算をおこなっている.還元に続く Talylor

展開では引数が適切な範間にあると仮定して固定小数点演算をおこなう.この国定小数点演算の部
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図 5:AMD64での乗算の速度 (Athlon642.2GHz)図 6:EM64Tでの乗算の速度 (Pentium43.6GHz) 
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図 7:Xeon (32bit)での乗算の速度 (Xeon3.2GHz) 

分はアセンブリ言語で実装しており，それらを C 言語から呼び出す形で実装している皐また展開

に必要な項数の求め方は引数の範囲などによって異なるが，予め表で保存するか或は打ち切り誤差

評価によって算出している.

丸め演算

演算の後には丸めをおこなう必要がある， exflibでの丸めは，これらの議算を実現するサブルー

チンの内部ではおこなわず各サブルーチンは結果を O方向へ丸めた結果と丸めに必要な詰報を

返す.この演算サブルーチンに引き続き，丸め制御のサブルーチンを呼ぶ、ことで適切に丸められた

損算結果を得ることができる.exflibでは四日せに対する丸めは IEEE754と同じく 4つのモードを

有しており，区間演算などへの利用も可能である.

喜 i数:~度し

j寅算を実現するサブルーチンの呼び出しにおいては，演算数， f.変誤算数，演算結果を保持する変

数，およびそれらの精度を引数として護す.C言語は値謹し (callby value)により引数をわたし，

FOTRANでは参照渡し (callby reference)になる.exflibの四間接算。ルーチンは，参窯渡しのエ

ントリと値渡しの両エントリを有しており， C言語と FORTRANのいずれからでも利用可能で

ある.
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exflibの利用環境

現在までのところ， exflibは Alpha，IA-32ラ AMD64/EM64Tのアーキテクチャを対象に実装し

ている.アーキテクチャが隈定であるのは，上述のように C言語などでは利用できないプロセサ

に面有の機能そ多く利用しているためである.exftぬでは，アセンブリ言語で各演算サブ、ルーチン

を記述することでこれらの機能を利用している.また， C言語などでは難しいソフトウエア・パイ

プライニングやレイテンシの隠蔽などの技法を利用して高速化をはかっている [19J.入出力や初期

化などは C言語で実装している.

一般的な UNIXや PC用の 08(Windows)などで利用可能である.現在までに UNIXでは

GCC， Windowsでは VisualC十十ぅ BorandC十十， Cygwin， MinGWでの動作を確認している.

アセンブリ言語で記述しているのは演算の部分のみである.このサブルーチンは上述のとおり

C言語と FORTRANから利用可能である.入出力，メモリ管理やライブラリの内部で利用する数

表， 10進法での入出力，初等函数は C言語と C十十言語で、実装しており FORTRANからは直接

利用できない.

C十十言語用のインターフエース

exfiibは C+十言語からの利用を想定して実装しており，演算を実現する C言語/FORTRAN

用のサブルーチンに加えて C十十周のインターフェースを提供している.

C言語において exflibライブラリ中の演算サブルーチンを使用するためには，引数の型及び1I闇

序を考慮して適切な関数を呼び出す必要がある.具体例として多倍長数 a，b，hに対して

(a十 b)h
s=一一一一 (2.3) 

2 

~計算する場合を考える.ユーザーは多倍長数型の一時変数 tmpl および七mp2 を用意して

exflib_float_add(a， b，七mpl，precision); 

exflib_float_mul(tmpl， h，七mp2，precision); 

exflib_主loat_idiv(tmp2，2， S， precision); 

// t毘pl a + b 

// tmp2 =七mpl* h 

// S = tmp2 / 2 

と記述するお要がある.実際には丸め演算が忌要であり，上記よりも複雑になるがここでは省略し

ている.この例が意味するように多信長数を利用するプログラムの記述の際には，プログラマ自

身が (2.3)の式を構文解析して3つの文を記述しなければならず，ユーザープログラムは非常に繁

雑なものとなり著しく可読性がおちる.さらに (2.3)の式を，多倍長数 c~こ対して

S一生土b)h
C 

(2.4) 

と変更する場合，プログラム中の最後の式を

exflib_float_idiv(七mp2，c， S); 

と変更しただけでは，ヲi数の型の不一致のためプログラムは正しく動作しない.つまりプログラム

の変更に対してライブ、ラリ単独のインターフェースは艦弱な環境で、あることがわかる.これを解決

するためには，ポリモルフイズム (polymorphism)を利j目すればよい.

ポリモルフイズムとは，複数のメソッド (method)に対して共通のインターフェースを提供す

ることである.exfiぬでは図 4に示す多倍長数をクラスほおatとして定義し，そのクラスにおけ

る演算子のオーバーロード (oper叫 01"overloading)を利用してこれを実現している.これにより

(2司の式の実現はプログラム中に
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S = (a+b)*h/2; 

とだけ記述すれば十分であり， (2.4)への変更に際しでも

S (a+b)*h/c; 

によって，コンパイル時に型に応じて適切な関数が自動的に選択される.また，オーバーロードを

利用しない場合には，各演算をおこなったあとに丸め演算を手動で呼びだす必要があるが， exflib 

ではオーバーロードにおいて，演算に引き続き丸めのためのサブ、ルーチンの呼び出しもおこなって

おり，オーバーロードされた漬算子を記述するだけでユーザが指定する丸め方向により適切な結果

老得ることができる恥

このようなポリモルフイズムによるインターフェースの利用により，オーバーヘッドは発生する

ものの，プログラマの負担の軽減，変更に対する強度の向上，型の不一致に対するセキュリティの

向上，既存の C言語プログラムの多倍長環境への移植性の向上などが期待される.

FOTRAN90 ~こは， C十十言語におけるクラス，オペレータオーバーロードに相当する機能がそ

ジ、ュールとして実装されている.今後 FORTRAN90のモジ、ュールを利用したインターフェースを

実装することが課題のひとつである.

多倍長数の文字列による初期化

exflibでは，演算子=のオーバーロードを利用し，既存の整数型に加えて NULL文字終端文字

列 (C言語の文字列)による多倍長数への代入を行うことが可能である.この文字列中には 10進

定数， πなどの数学定数及びそれらの四郎演算を記述することができる.具体的には a.bなどを

多倍長数型と宣言し

a "0.1"; 

b 3; 

c = "2*#PI本3e2";

d .. (←2.7 + 0.01828)/1.8"; 

と記述することができる.文字列中には円周率 πと自然対数の底を含めることができる.演算子

=を実現するメソッドにより，要求した精度で多倍長数を代入することができる.文字列中に記述

された式は，コンパイル時ではなく実行時に再帰下降解析 (recursivedescenもparsing)[1Jを用い

て構文解析を行っている.

出力書式の指定

exflibでは，多倍長数0)C+十言語の出力ストリーム ostreamへの出力に際して，既存の型

とのシームレスな環境を提供している.すなわち，書式指定には C十十言語のマニピュレータ

(ma.nipula.tor)を用い，出力形式の指定には iosetflagsを，また精度の指定には setprecision

を利用する.これは倍精度方式と同じである.

プ口グラムOlJ

最後に， exflibを利用して指数函数♂のτ'ayler展開によって♂/2を 10進数で精度 100荷で

計算し，出力するためのフログラムの一例を示す.i知こ示すとおり，精度の指定は exl1ibで予約さ
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れた PRεCISIONに代入することでおこなう.また，この関では示していないが，丸めモードの

変更もクラス exfloaものメンバ変数でおこなう.

#define Precision 100 

#inc1ud邑 "exfloat.h"

using namespace s七d;

const int MAX_ITERATION君 100;

exfloat user_defined_exp(const exfloat &x) 

f 
exfloat exp_x，七er血， old_value; 

exp_x term 1.0; 

old司 value 0.0; 

for(int n 1; old_value != exp_x; n++) 

f 
if(n == MAX_工TERATION){

cout << "Not converge." << endl; 
exit (1) ; 

} 

old_value exp_x; 

七erm*= x/n; 
exp_x += term; 

〉

return exp_x; 
} 

土ntmainO 

f 
exfloat a "#P工/2“;
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return 0; 

} 

今後の課題

目白ibは C十+言語での利用を想定して設計と実装をつづけており，メモリ管理や入出力の部分

は FORTRANに充分に対応していない.これを FOTRANに対応させ，同時に FORTRAN90の

モジ、ュール機能を利用したインタ←フェースの提供も考えている.また， SPRAC V9， POWER5 

などのアーキテクチャへの実装も進めている.
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3 Chebyshev多項式と函数近似

逆問題などの非適切開題の高精度な数値計第の実現には，多倍長数;こ代表される高精度な実数の

近似とならび，微分方程式の高精度離散化も重要である.ここでは，数値流体力学の分野で利用さ

れているスベクトル法について述べる.

スベクトル法では問題に応じて， Fourier級数， Legendre多項式， Chebyshev多項式などによ

り試行函数を構成する.本稿では Chebyshev多項式を利用する方法を述べる.

記号の準備

Nを 3以上の整数とする.O~j~N に対して，

一 J1f
Xj = cos N 

を考える.スベクトル法ではこの {Xj}を Gauss-Lobatto(GL)点とよぶ. Chebyshev点や

Chebyshev-Gauss-Lobatto点ともよばれる.

j=Oまたは N;

1壬j~ N-1 

とする.dijを Kroneekerのデルタとする.区間 [-1，1]において k次の Chebyshev多項式を

Tk(∞se) = coske， k三O

で定義する.To(x) = 1， T1(x) = Xであり，三角函数の加法定理より

九十l(X)= 2:rTk(X) -n-l(X) (3.1) 

である.区間ト1，1]の両端において Tk(土1)= (土l)k，Tk(土1)= (士ly+lk2である.また

n-l(X) = {叶i(1d)計九位) (3.2) 

が成立する.

Chebyshev多項式は， L2((-1，1)ぅ批/VTて京)で直交する. Cl立 istoffel-Darbouxの等式から，

lト;Tk(X)n(y) ~N(x)TN-1(y) -TN-1(X)TN(ν) 
1 ，一一7一一= う おヂ y (3.3) 

C].， x-y 
k=O 

であり，これから次が導かれる.

ふTI，;(Xj)11(x)一 (1-:r2 )1~~(x)(一 1)3十1
t1h2N(z-h)  

。壬 j壬N. (3.4) 

函数 f(x)に対し，相異なる N十 1点:rO，. .匂 ，:rN土での f(:z:o)，. .・ .f(XN)の植が与えられてい

るとする.このように，ある函数を代表させる点 {:l:j}を標本点 (samplingpoint)という.さて，

.f(x) :J，r N次の多項式で近似することを考える.近似された多項式 PN.f(.T)は標本点上で .f(x)の

値に一致する，すなわち

PNf(x;) = .f(Xi)， 0三t壬N
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を満たすものとする.

(X -xo)(X -xd ... (x -Xj_1)(X -Xj十1)・ー '(X-XN)
Qj(.1:') = 

J ¥"" J (Xj -XO)(Xj -Xl)ー..(Xj -Xj-I)(Xj -xj+d... (Xj -XN) 

とする.Qj(X)は N 次の多項式で，標本点 {Xi}に対して

Qj(Xi) = dijヲ O三i，j三N

をみたす.したがって PNf(x)は {Qj(x)}をもちいて

N 

PNf(x)=三ン(Xj)Qj(X)

とすればよいことがわかる.{Qj(x)}を標本点 {Xj}に関する Lagrange補間多項式，PNf(りを

いj}tこ関する Lagrange補聞の公式という.

Gauss-Lobatto点を標本点とする Lagrange補間

区間 [-l，lJ上の函数 gj(1;)(0三1壬N)を

(1 -x2)TI~(x)(- 1)5+1 

93(z)=f  

と定義する.式 (3.2)より

(1-去りTfv(Xj)

k川:'....:..= T.rv-l(Xj) -XjTN(Xj) 

= cos j(N -1)πωs jπ jN7i 一一一一一一 一一ω日一一一N N O N 

である.Tfv(x)は N-1次の多項式であり jヂO，N のとき弓ヂ 1であるから，Tfv(x)は
(x-Xj)(l三j壬N-1)を国子にもつ.式 (3"1)から最高次の係数は 2N-1Nであるから，結局，

Tfv(x) = 2N-1N(x -xt)(エ-X2)'" (x -xN-d 

となる.Xo = 1，XN =-1であることをあわせると， 0壬3三Nに対してめい)は N次の多項式

であることがわかる.また，

gj(Xi)=dij， 0三i，j:S:; N (3.5) 

が示される.これは {gj件)}が GL点に対する Lagra.nge補間多項式であることを示しており，次

の定理が持られた

定理 1u(:r)の GαU88-Lobafto点についての La.gm:nge補簡は

PN'U(X)ニ Eン(有)g)(:./:) (3.6) 

である.すなわち PN'Uは N次の多項式であり，PNU(ぬ)=U(Xi)が成立する.

本稿では UN(X)= PN叫X)ヲ町 =u(x.i)と書くことがある.

口
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(N = 10の場合)図 8:gj(x)のグラフ

形式的 Chebyshev展開による表現

式 (3.4)よりのい)は

2 軍主主 1 
gj(X) = 古~ ).ァTk(ち)Tk(吟

A'U3k=ouA; 

これをもちいると (3.6)は次のように書き直される.

N 九 1¥'

MZ)zzttj志EPW九(:r)

となる.

=会(会会計五サ九(X)

N _ 

ak =京芸吉町内)町
ここで Oく l<N に対して
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(3.8) 

、、1
1
B
E
E
t
E
E』
S
F
F
J

A
u
-
-
A

丸
刈

-

J

 

1

1

u

 

，f
'
S
E
E
E
S
S
E
'
E
2
2
1

、、

一一

、、、‘，
S
E
E
E
B
E
E
S
E
-
J
'

。
1

N

一

α
一

α

一
-

/
I
l
l
i
-
-、

¥
I
B
I
s
-
-
s
』
/

••• 

，
f

、E
E

，r

-
O
一

N

'

一

立

、

一

z

aes--

，sg
a

、

N

V

 

T

T

一

T1(xo) 
T1(xI) 

とすると，{Uj}と作けは

、IJ
、J
'

h

y

のり

t

i

M

1

一
中
山
一

Z

一Z

/
a
-込町、，
I

1

r

，

J

J

J

〕

T

T

Z

 

/
t
s
i
s
s
i
-
-
¥
 

fi'満たし，行列 (Tj(Xi))の逆行列は (3.7)で与えられる.

この{山}を利用すると，函数 U(;l;)の GL点を標本点とする Lagrange補間 (3.6)は，次の形

式的な Chebyshev展開に書き換えられる.

(3.9) PN1L(:1:) = '2:iIkTk(:r) 

逆に， (3.9)の右辺の形式的な Chebyshev展開で与えられた函数は，{gj(x)}そもちいて (3.6)の

右辺の形に書き直すことができる.
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数鑓解析の視点から:播閣の誤差評価

Lagrange補間の射影作用素 PNの誤差評価が知られている.ここでは詳しく述べないが.11，が

解析的か，あるいは重みつき Sobolev空間の意味で滑らかなとき PN11， は，微分も込めて U の近

似を与えることが知られている [3，22].

Chebyshev多項式に基くスペクトル法と微分方程式の数値計算

前節で示したとおり. Chebγshev多項式による函数の形式的な展開は {gj(X)}の線型結合に書

き直される.微分方程式の離散化方程式は {gj(X)}をもちいて簡潔に表現することができる.

4 

Lagrange補閣の導函数

GL点についての L時 range補間 PNU(X)= 11，N(X)に対して. (3.6)より

N 

3子(X)=む jgj(X)

(4.1) 

宅 N

守(Ez)=EU34仇)

GL点 {Xi}においてはである.

il.iラ

j =f 0， N， 

ここで，dij = gj (:Edとすると，dijの値は

ι=与ト1)iアラ
ー-
Cj Xi -Xj 

doo = _ X J -

11 2(1 -xJ)う

2N2十 l
doo二一dNN= 6一一

である.

(4.2) 

と求まり， (4.1)は次のように表される.

N 

す(Xd= ~二帆

微係数を Uj(0三.i~三 N) の線型結合で表していることに注意する.さらに，

N 

gj(X) = 2: g.i(Xl)gZ(X) = PNgj(X) 

より gj(x)自身も Lagra時 e補間になっているので， (4.2)より

" N N 

d側 =2削 =541(dtt))=541d13 ( 4.:3) 

これをもちいると，llNの 2階導函数の値は次のようになる.
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となる.
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。

図 9:[-1，1] X ト1，lJに記した GL点 (N= 10) 

高階微分も同様に表すことができる.

2変数の場合も同様である.閉区間塊 [-1ぅlJx[-lラ1J上の函数 U(X，y)を考える.[-1， 1J x [-1， 1] 

にGL格子点{(云mぅ仇)}O::::m，ゼN を配し(図的，この格子点上で、の函数1Lの値を u(主耽仇)=叫nn

と書くことにする.函数包の Lagrange補間は次のようになる.

N 

UN(X， y) = PNU(X， y) = 玄 umngm(X)以外

この PNU(X，y)の偏導函数は，

N 

3子M=2LumngL(Z)仰)

od 
qd 

nv 

N
ヤ
ム
戸

一一uu 
qm一内

であり， GL点における値は (3.5)より

N N 

宗子(九お)=L 払mjg~， (;E;) = L dimumj， 
rn=O m=O 

N N 

守M)=ZuzngL向)=Ldj山

高階導函数のf直も同様に.:xのとおり計箪される.

A ワ N N / N ¥ 

3P(ttJi)=ε 'Urnr口4b

凸川う N N 

竺主主(xdIj)= ) ~ Urnn9~n(xdg;Jお) = ) ~ dimdjnUmnヲ

白内 よお よ三。
N N /N ¥ 

す(:1:;，Yj) =玉。山川ω=ζ(芸吋叫n
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微分方程式の離散化

スベクトル法による微分方程式の離散化には， pseudospectral法， Galerkin法，タウ法の 3つ

がある.ここでは 2点境界値問題

会(X)= f休

u(l) =u(-l) = 0 (4.5) 

を例にして， Chebyshev多項式で試行函数を表現する場合の離散化を説明する.一般的な場合に

ついては [2，9jに詳しい.

pseudospectral method (スベクトル選点法)

未知函数包(討を， Lagrange補間 (3.6)にならって次て、近似する.

UN(X) = 2: Ujgj(X) 
j=O 

未知数はいj}主。である.区間 (-1，1)に，相異なる N-HI固の点 {zz};L11をとり，

N 

ZP(的)ニむlj.g'j(:r;)= .f(:r;.;)， 

UN(l) =乞ちの(XO)= 0， 

N 

uN(-l) = 2:Ujgj(XN) = 0 

1く iく N-l. ( 4.6) 

.i=0 

が成立するように {'ILj}を決定する数値解法を Chebyshev多項式による pseudospectral法，

あるいは Chebyshev多項式によるスベクトル選点法 (spectralcollocation method)という.

これは，区間 (-1弓 1)で成立する徹分方程式に対し，有F艮倒選んだ点で方程式の成立を要請する離

散化手法である.点 Xiを選点(colloca tion point)という.

選点 {Xi}.1.i: GL点からとる必要はない.選点.1.i:GL点{x;}立了とすると， (4.6)のタj'(Xi)は

(4.3)と書けて，計算の手簡を節約することができる.

Galerkin法

区間ト1，1]上の N次多項式lP'N の中で，境界条件 (4.5)をみたすものの集合を XN とする.

XNの基底を一組とり， {仇hEAとする.A(= AN)は添字の集合である.Lagra.nge補間の方法で

境界条件 (4.5)を満たす基底としては，例えば

仇 =gi， iεA = {i; 1三i三N-1}， 

あるいは Chebyshev多項式をもちいて

φtz!Z 九
I T; -T1， 

.1. even; 

i: odd， 
i εA = {i; 2壬i三;N} 
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とすればよい.

川間=心(x)v(x)岩手
とする.式 (4.4)一(4.5)に対して

U εXN 

(4.7) 

を満たす UNεXNを求める解法を Chebyshev多項式による Galerkin法という.これは，

XNの基底に対して

(5P仏=川酌 iE A 

を満たす UNεKrvを求めることと同値である.

UN(X) =玄内科(x)E XN 

とすると，Galerkin法 (4.8)は，連立一次方程式

(4.8) 

( r1 .". . . dx ¥ r1 ... . . dx P7114M(zh予)=11Mzf予 iEA (4.9) 

Lこ帰着される.

重み 1/，庁てx2を含む定積分の近似別

Galerkin法に現れる (4.9)の定積分の計算には，種々の方法がある.例えば，次の積分自iJがある.

[1 f ¥ dx πιp(xz) 
I p(X) ~宍::::::守)，ーァ
J-1 Vl-;r~ lV 1=0 q 

(4.10) 

被積分函数 p(x)が充分に滑らかであれば， (4.10)の右辺は充分な精度の近似値を与える.特に

p(x)が 2N-1次の多項式のとき， (4.10)の両辺は一致する (Lobatω-Markovの積分員iJ[21]). こ

の積分公式 (4.10)の適用により， (4.9)の解 {αuは

I N < ¥ N‘ 

号1155HM叫 Z25t州
tεA (4.11) 

の解{匂}によって近似される.

2点，注患を与える.植民分別 (4.10)を (4.9)に適用する際の離散化数を，微分方程式の離散化数

N~こ一致させる必要はない.また，境界条件 (4.5) を講たす基底として仇 z 仇 (1壬i::: N -1) 

を採ると， (3.5)，(4.3)により (4.11)の係数の計算を節約することができる.

タウ法

Galerkin法における基底 {φi}を境界条件をみたすように構成するのは，境界条件が簡単な場合

を除き，容易ではない.このような場合には，タウ法がもちいられる.
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毘 10:正方形領域とデータ
図 11:正方領域での数値解(倍精度う N = 30) 

数寵解析の視点から:数値解の収束性

徹分方程式のスベクトル解法の収束牲について，数値解析の視点から述べておく.順問題に対し

ては安定性を利用した収束性の議論がある(例えば [11，10]). しかし逆開題では安定牲が成立する

ことは期待されず，新たな数値解析理論が必要で、ある.例えば差分法に対しては，早川 [12]今西田ー

磯 [23]らが， Kowalevskianを対象として，系の安定性を仮定せずに解析性をもちいた収束定理を

与え，収束性と安定牲が独立概念であることに改めて注意を与えた，安定性を仮定しない枠組での

スベクトル法の収束性は，著者の知る限り，未だ証明されていない.

5 数値計算倒

多倍長計算と選点法により，逆問題と関連のある問題の数値計算例を示す.ここで紹介する例は，

数学的には解析接続と関係のあるものである.

JR2の有界領域 Q でラプラス方程式ム.u， = 0を詰たし Q の境界の一部 F上で U(J:，υ)= 
f(x， y)， ~~ (品:， y)= g(x，討を満たす未知菌数 U(:l:，y)を求める問題を考える.ここで η はrにお

ける外向き単位法線とする.

まずQを短形領域 n= (0，1) x (0ラ1)とし，じ =θnn{.r壬O.l，y三0.1}でfρ を与える場合

を考える(図 10). Chebyshev多項式による pseudospectral法をもちいて離散化することにより，

問題の数値計算は連立一次方程式に帰着される.厳密解を u(x，y) =百品1[2sin(37rx) sinh(3πυ)と

し，スベクトル次数を N=30として倍精度計算でおこなうと図 11の数値解を得る.データを与

える原点近傍と対角の頂点で数値解が振動しているのがわかる. 一方，同ーの設定での多倍長計

算 (120桁)では，図 12の数値解を得る.この数値解の盤密解に対する最大誤差は 2.0X 10-.1で

あり，必要な計算時間はパーソナルコンピュータ (Athlon643200+， Linux， gcc)で約 80秒であっ

た.さらにスベクトル次数Nと数舘誤差は図 5のようになり，Nに対して数値誤差は指数的に減

哀していることがわかる.

次;こ，円領域 n={x2十 U2く l}とその境界の一部r= {(cosDスinD); 0壬O壬π/4}の場合を

考える(図 14).厳密解包(J:，y)= X2 _ y2の設定に対し， 120桁，N=30で得られる数値解を図

15に示す.このとき，最大誤差は 3X 10-12未満であり，計算時間は約 80秒であった.

最後に，円環領域 n= {:r2十 y2く 1}¥{(x-0.2)2十 U2く 0.32}とr= {X2 +ポ=l}を考え

(図 16)，厳密解を U(:.z:，y) = log .J(x -0.15)2十 {y-0.1)2として数値計算をおこなう.この厳蜜
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国 15:単位円板での数億解 (120桁.N = 30) 

解 u(x，y)はQ の外部に特異点をもち，この設定は心電図逆問題の設定と関連がある.この問題設

定に対する数値解を図 17に示す.数値解と厳密解との最大値誤差は， 0.0015未満であり，計算時

間は約 73秒で、あった.

いずれの例も数値的に不安定な問題設定であり，倍精度では実現し得なかった数値計算が多倍長

計算により実現されている.このような高精度数値計算手法を利用することで数学解析理論を計算

機上での展開が実現され精密かつ信頼性の高い数値計算による逆問題へのアプローチが可能にな

るものと考えている.

図 14:円形領域
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図 16:円環領域， Xの位置 (0.1，0.15)が厳

密解の特異点
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