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｢ハミルトン力学系とカオス｣

ハミルトン系の非可積分性の判定条件

吉 田春 夫

181-8588東京都三鷹市大沢 2-21-1国立天文台

yoshida@gauss.mtk.nao.acJP

1 はじめに

運動方程式の解に対して,値が一定となる関数を第一積分 (積分,保存量)と言う.例えばハ

ミルトニアン自身,Haznilton方程式の第-積分である.自由度nのH血 lton系ではハミルトニ

アン以外に(n-1)個の包合系をなす一価の第-積分が存在するとき積分可能であると言われる･

積分可能なEamilton系では解は実際に求積操作によって求められる.そこで当然

Eamilton力学系の基本問題

与えられたEad ton系の積分可能,不可能性を判定せよ.

という問題意識がわき起こるが,今日の我々の知識はこの基本間選の解決には程遠い.

自由度 1の系は常に積分可能である.よって積分可能性が問題となるのは自由度2の系以上

である.その自由度2のⅡ血 lton系ではただ1つの独立な積分○≡coast.の存在が積分可能性を

意味する.そしてこの最も簡単な自由度2の場合においてすら ｢基本間蓮｣に対する解答は知ら

れていない.話をより具体的にするために,1つのパラメータEを含む自由度2'のEamilton系 ~

H-主局+pZ)･呈(qf･q,4)･言q至q,2 (1)

を考える.この系は4次の同次式ポテンシャル中の質点の運動を記述し,e-0,1,3の時に積分可

能である.実際

e-o : 如 去ph 呈q壬
e-1:4?-qlP2-q2Pl

e-3 :申-pIP2+qlq2(q12+q22)

が各々の場合のハミルトニアンと独立な第-積分であることは簡単にチェックできる.しかし他の

Cに対しても第-積分が存在するかもしれない.つまり積分可能性を納得することは容易だが (但

し発見は一般に困難である),その道の積分不可能性を納得するのは別の次元の話となるわけであ

る.つまり当然の問いかけとして次の間題が捷起される.

Hamilton系 (1)において,すべての積分可能なEの値を決定せよ.

古典的な ｢解析力学｣における種々の方法論は残念ながらこの種の問題に対して無力であった.

その解答が得られるようになったのはここ10年ぐらいの問である.そこでは約 1世紀前に起源

を持つ ｢特異点解析｣が重要な役割を果たした.本稿はこの特異点解析についての歴史的事実か

ら始めて,非可積分性の判定条件の最新かつ最強のバージョンを紹介することを目的とする.
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研究会報告

2 特異点解析

2.1 コワレフスカヤのコマ

重力の作用下での固定点の周 りの剛体の運動 (コマの運動)はEder-Poissonの方程式

A憲 -(B-a)u2W3+2072-yOT3,

轄 一

揺 -

(C-A)LJ3Wl+Co73-2071,

(A-B)ulu2+yoJy1-3072,

れ
首

S
ld
S
I
戯

=W 3'Y2~u 213

=W 173-W 37 1

=u 271-u l'Y2

(2)

によって記述される.この系はパラメータ(A,B,a,ao,yo,Zo)の任意の億に対 して共通に3個の

第一積分を持つ.そして4番目の積分の存在が系の積分可能性を意味する.19世紀の末,1889年

の時点において4番目の第-積分が見つかっていたのは

(a)Co- y0-20=0,(a)A-B,Eo-y0-0

の2つの場合だけであった.これらはそれぞれEulerの場合, Lagrangeの場合 と呼ばれる.

1889年 S.EowalevskiはこのEuler-Poisson方程式の新たな積分可能な場合を発見 した.その

時に用いられたアイデア,手法が特異点解析である.Euler,Lagrangeの場合ともに解は時間tの

楕円関数で表され,いずれの場合も有理型関数である.そして解の複素 i平面における特異点は

檀 (pole)以外にない.そして解はこれらの特異点の近傍で十分な数の任意定数を含むLaurent級

数展開が可能となる.そこでKo血 evskiは,逆にどのようなパラメータの値に対 してこの ｢特異

点が極のみ｣という性質を解が持ちうるかに着日した.そして,ある具体的な計算によって先の

Euler,Lagrangeの場合以外の唯一の可能性が

(C)A-B-2C,yo-Z0-0

であることを示した.そしてこのパラメータ値に対 してEuler-Poisson方程式 (2)の4番目の第一

積分を ｢発見｣し,実際に楕円関数の本質的な拡張である種数 (gentLS)2の超楕円関数による一般

解の表現を得た.この積分可能系はKowalevskiのコマ (コワレフスカヤのコマ)と呼ばれている.

2.2 特異点解析の例

ここではHad ton系 (1)に対 して特異点解析を実行 し,既知の積分可能な場合のパラメータ

値E-0,1,3の特殊性を実感することにしよう.ハミルトニアン(1)から導かれるql,q2について

の微分方程式は

碧 - -ql(q12･eq,2),普 --q2(q22･eqf) (3)

である.今,解q-q(i)がf-ioに特異点を持つとしよう.i-ioを改めてtと置いても微分方程

式は変わらないから,常にt-0に特異点があると考えて良い.t=0で特異点をもつ(3)の最も

簡単な解は

ql-dlrl,q2-d2rl

の形をしたものである.ここでdlおよびd2は連立代数方程式

2d1--dl(d…+ed…),2d2--d2(dZ+ed‡)
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｢ハミルトン力学系とカオス｣

の解である.この代数方程式には本質的に2つの異なる解の組がある.それは

d1-0,d2-土√:請

および

dl-土

(6)

(7)

である.これらの係数dl,d2が虚数となることは,運動方程式の解の特異点がtの実軸上には現れ

ないことの一つの帰結である.

特殊解 (4)を展開の主要項とし,展開係数に任意定数を含む解の展開を得るために,elおよび

e2を定数とする

ql-dlrl+elrl+p,q2-dlrl+C2rl+p (8)

の形の解を考えよう.実際(8)を微分方程式 (3)に代入し,el,e2の2次以上の項を無視すればel,C2
についての線形方程式

('pll''p;e3'1よ3d2'e喝 (p_1,(p誓,ld.234.edi)(::)-(:) (9,

が得られる.この線形方程式が非自明な解を持つために係数行列式が0となる条件は主要項 (6)に

対しては

(p+1)(p-4)(p 2-3p+2(1-e))-0

という4次方程式になり,主要項 (7)に対しては

(p･1)(p-4)(p2-3p-4完)-o

(10)

(ll)

となる.この方程式の4つの根をpiと記し (但しp3-4,p4--1とする),(8)では省略された高

次の非線形項も含むことによって最終的には微分方程式 (3)に対する

qi-r l【di+fi(ZliPl,72tP2,73iP3)],(i-1,2) (12)

の形の解の展開が得られる.ここでZ1,72,73は3つの任意定数,そしてfi(3,y,I)は3,y,Zについ

てのTaylor級数を表す.指数piはパラメータCの値に依存し一般には複素数となり得るから,展開

(12)は必ずしもLatuent展開とはならない.展開(12)がLaurent展開,すなわち特異点が極とな

り解はその周りで一価となるためには指数plおよびp2が2つの主要項 (6),(7)に対して共に整数

とならなければならない.(10),(ll)からこれが可能となるのはe=0,1,3の時のみであることが

容易に確かめられる.そしてこれらのEの値に対●しては系 (1)は実際に積分可能であり,ハミルト

ニアンと独立な多項式の第一積分が存在している.

KowalevSkiは以上に述べた計算と本質的に同じ手続きによってEuler-Poisson方程式 (2)に対

して (a)Euler,(b)Lagrange,(C)Kowalevskiの場合を特徴づけた.そして(C)Kowalevskiの場

合に ｢幸いにも｣4番目の第-積分を発見し系を求積にと導いたのである.実は同じような例題,

すなわちパラメータを含むⅡ血 lton系で特異点解析によって選別されたパラメータ億が積分可能

な場合となっている例は数多く存在している.いくつかの新しい積分可能系が特異点解析によっ

て ｢発見｣すらされている.そこで当然問題となるのがこの特異点解析と積分可能 ･不可能性の

間の厳密な論理的関係である.
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2.3 特異点解析の正当化に関する既知の結果 一

特異点解析の要点は4次式 (10),(ll)の痕として得られる指数β̀がすべて実整数となること

を要請していることである.これらの指数piをその歴史的理由からKowalevski指数 (Kowalevski

Exponent,KE)と呼ぶことにしよう.無理数や虚数のKEは実整数のKEの対極にある.

一般にk次の同次式ポテンシャルV(ql,q2)を持つ自由度2のHamilton系 (但しk≠0,土2)

H-妄p2･V(q)=喜断 pZ)･V(ql･q2) (13)

に対して,

Eamilton系 (13)が積分可能 ⇒ すべてのKEは有理数

となることが証明できる【7】.つまり実整数の対極にある無理数や虚数のEEの存在は系の積分不

可能性を意味する.また一般に自由度nの同次式Hamilton系においては互いにペアーをなすKE

の組みpi,Pi+nの差,△pi=P.･-P.･+nに対して

△piが有理数体上一次独立 ⇒ ハミルトニアンと独立な解析的第-積分は存在しない

ことが証明できる【7].また特に自由度2の同次式Hamilton系(13)においては,より強力な主張

ができる.(13)に対して代数方程式 ∇V(C)-Cの解Cを一つ固定Lへツシアン行列D2V(C)の固

有値を人とk-1とする.この時【6】,

Hamilton系 (13)が積分可能 ⇒ o≦入≦1,k-1≦入<_k+2,3k-2≦入≦3k+3,...

以上の定理は,(i)系の直線解の周りの変分方程式がGallSSの超幾何方程式に変換されること

によって変分方程式のモノドロミ-行列のあらわな表現が可能になるという事実,及び(正)系の

積分可能性とモノドロミ-行列の可換性を関連づけるZigh の定理 【91,に基づいている.

我々の例 (1)に対して定理3を適用すると,∇V(C)-Cの2つの解に対するD2V(C)の固有値

A-eおよび入-(3-e)/(1+e)が共にk-4と置いて得られる領域

0≦入_<1,3≦入_<6,10≦入_<15,‥.

に入るという条件から

間鹿1の解

Eamilton系 (1)はe-0,1,3の時のみ積分可能

であることが結論される.しかしより一般の系ではこうはいかず,Hami1ton系(1)は定理3にとっ

て幸運な例といえる.また特異点解析の正当化という観点からは,証明が ｢間接的｣であるがゆえ

に,やや不満が残る･以上の既知の結果についてはレビュー論文【5】や単行本[101の5章が詳しい.
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｢ハミルトン力学系とカオス｣

3 新 しい結果 :Picard-Ves声iot理論に基づく判定条件

3.1 変分方程式 と して得 られる Gau5Sの超幾何方程式

自由度 2の同次式ポテンシャル系 (13)は常に直線解

q-cQ(i),p=C¢(i)

を持つ.ここでQ(i)は

砦 ･ Qh-1= O

を満たす関数であり,Cは代数方轟式

VV(e)-C

の解である.(13)を直線解 (14)の周 りで線形化 して得 られる変分方程式は

慧 +¢(i)A-2D2V(C)i-0

(14)

(15)

(16)

(17)

となる.ここでD2V(a)はV(q)のヘツシアン行列を点q-Cで評価 したものである.適当な座標回

転 (El,f2)-(fi,i;).によってへツシアン行列 D2V(C)は対角化される･さらに(k-1)はD2V(a)
の,Cを固有ベクトルとする固有値であることがわかるので,対角化後の変分方程式は

慧･Mt)A-2(言 k! 1)i,- 0 (18)

となる.この第-の成分

慧 + 榔 )A-2fi=o (19)

は直線解 (14)に ｢直交｣する変分を記述するので,直交変分方程式 (NomalVariationalEquation,

NVE)と呼ばれる.今,最初から直線解が ql-P1-0で与えられているとする.この時,NVE
はalltOnOmOuSな表現で

雷 - ql, 雷 -一入q2k-2E1

% - p2, % = -q,A-1

と書ける.ただし直線運動の ｢エネルギー｣は

芸p2,･去q2k-comt･-盲

1

に固定する.独立変数の変換 tーZを

Z-q2k
によって行えば,NVE(20)は

Z(1-2度+(呈一等Z)砦.去il-0

に変換される.これはGaussの超幾何方程式

Z(1-I)針 lc-(a+b･1)Z]2-abe-0

- 503 -

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)



研究会報告

でパラメータを
A

a･b-喜一去,ab-一元,C-1一言 (25)

としたものでる.

いま革のハミルトン系 (13)が積分可能であると仮定し,少なくとも考える直線解ql-P1-0

の近傍で解析的な第一積分

*(q,p)-coast.

を有するとする.このとき常に変分方程式の第一積分

･=D-･:-(瑞 .揺 )me(q,p空 comt･

(26)

(27)

が存在する.この量は申(q+i,p+77)をql-P1-0の周りでテイラー展開した時に0とならな

いt,71についての最低次の項に他ならない.さらに卓(q,p)がハミルトニアンH(q,p)と独立であ

るという仮定から,この第-積分は直交変分方程式の第一積分と仮定できる.つまり(27)は

7-I(q2,P2,fl,ql)-COnSt. (28)

の形に書ける.積分 (28)は変数変換 (22)~の後では,Gaussの超幾何方程式 (23)の第-積分と解

釈でき,それはまたf-fl(I)についての1階の非線形常微分方程式でもある.驚くことにこの非

線形常微分方程式は簡単に解け,Gaussの超幾何方程式 (23)の解

f-expl/"之)dz] (29)

を与えてしまう.ここで((I)はZ(q2,P2,fl,711)によって決まる多項式 カ(I)を係数とする代数方

程式

fo(I)Cn+fl(I)C n-1+.‥+fn_1(I)(+)n(I)-0 (30)

の解,つまりZの代数関数である.つまりGaussの超幾何方程式 (23)の解が ｢代数方程式を解く

演算｣,｢不定積分演算｣,｢指数関数演算｣,という3つの初等的な演算の合成のみで得られること

になる.要約すると

Ⅱa血lton系 (13)が積分可能 ⇒ Gaussの超幾何方程式 (23)は初等的に解ける

この定理はMorales-RuizandRamisl3】で微分ガロア理論の言葉を用いたより一般的な結果

として主張されているものだが,筆者の理解をはるかに越えているため上に述べた方針による自

家製の初等的な証明を【8】において与えた.そこではさらに第一積分 (28)の持つ3つの特徴,

･Jは変数 (fl,71)について同次の多項式であること,

｡Jは相似変換に付随するウエイトについて同次の多項式であること,

･Jは変数 b2,711)について偶関数または奇関数であること,

をフルに利用している.

-504-



｢ハミルトン力学系とカオス｣

3.2 例題

定理4の 主張を実感す る ための例を一つ あげる.k次の同次多項 式 ,

vk-封 (守 )h'1･(- 1,A(守 )k'1]I r -

q箸+q茎 (31)
をポテンシャルとするハミ ル ト ン系 (13)は放物線座標で 変数 分離可 能 で積 分可能である.そして
独立 な第一積 分Ohは

申h=Pl(qlP2-q2Pl)+憲 q12vk-1

で与えられる 【4】.ポテンシャルVkの具体的な形は

V3 = 去(4qfq2.8q,3)

V4 - 去(qh l痛 ,2･16g,4)

V5 - 品 (6q14q2･32qfq,3･32q,5)

(32)

である.直線解ql-P1-0の周りの直交変分方程式は,(13)で入-(A-1)/2kとおいたものであ

る.◎k=COnSt.から導かれるNVEの第-積分は

･-D2卓k-去q2h-1f12･2mflql-2q2712-comt･ (36)

であり,変数変換 (22)によってGaussの超幾何方程式の積分

D2争h-瑚 f2.4(ト Z,f2 -4kz(1一昭 )2]=co- t･ (37)

と解釈される.(-a(logs)/dzの満たす代数方程式は

4kz(1一之)(2-4(1-I)卜 妄-0

であり,この2次方程式の解

qZ)-去【1土 (1-I)-1'2]
から(29)で得られる

f-expl/"I)dz]-ll芋Jiq 主
が実際にGaussの超幾何方程式 (23)の解を与えていることが確認できる.

(38)

(39)

(40)

3.3 木村の定理を利用した新しい判定条件

1969年,木村俊房 (T.Kimura)はGalois理論の微分方程式版とも言えるPicard-Vessiot理論

に基づいて,Gaussの超幾何方程式が ｢初等的に解ける｣ための必要かつ十分な条件を得た.複素

数体上の有理関数全体からなる体∬に考える線形微分方程式の解を付加して得られる体 (微分体)

Lを体 KのPicard-Vessiot拡大という.また一般に体 Kから始めて,代数方程式を解 く演算,不

定積分演算,指数関数演算,の有限の繰 り返 しを加えることによって得られる体 Lは体 Kの ｢一

般化されたLiouvine拡大｣と呼ばれる.
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いま入,P,DはGallSSの超幾何方程式の確定特異点 2-0,1,∞ におけるexponentの差

入-1-C,p-C-a-b,ク-a-a

を表すとする.木村によって得られた定理は【1】
木村の定理

(41)

Gaussの超幾何方程式による,有理関数体KのPicard-Vessiot拡大Lが,体Kの一般化され

たLiouvi11e拡大となるための必要かつ十分な条件は

.ij=b土みの少なくとも一つが奇整数である,または

･j=入,j=P,j=bが勝手な順序でSchwarz一福原一大橋の表の借をとる.

である.Schwarz-福原一大橋の表は以下に与えられる.(I,m,nは任意の整数)

1 喜+∫ 圭+m 任意

2 ;+I喜+m i+n
3 i+I喜+m i+n l十m+n-偶数

4 圭+∫ 喜+m 圭+n

6 i+I圭+m i+n
7 書+I圭+m i+n i+m+n-偶数

8 i+i圭+m 喜+n l十m+n=偶数

9 喜+∫ 書十m i+n I+m+rn-偶数

10 i+I喜+m 喜+n I+m+n-偶数

ll 喜+I書十m 言+n I+:m+n-偶数

12 i+I圭+m 喜+h I+m+n=偶数

13 喜+i 喜十m i+n I+m+n=偶数 ,

14 i+I書+m i+n I+m+n-偶数

15 書+∫言+m i+n I+m+n=偶数

この木村の定理はGallSSの超幾何方程式の解が,有理関数から始めて代数方程式を解く演算,不

定積分演算,および指数関数演算のみによって初等的に得られるための必要十分条件を与えてい

る.よって定理4から積分可能性の必要条件が直ちに導かれる.

直交変分方程式として得られたGaussの超幾何方程式 (23)においてexponentの差 (41)は1

A-去, p - 盲, 3-
I-(-k二 2)2+~8k入

2k (42)

である.木村の定理の最初の条件,つまり人士P土Cの少なくとも一つが寄整数である,という条

件は

入-i+i(i-1)k/2･-(0,1,k-1,k+2,3k-2,-.) (43)

という条件に翻訳される.またSchwar2;一福原一大橋の表の第 1行から,k-j=2ならば任意の人が

許されることがわかる.さらに任意のkにおいて,ク-1/2+整数 となるような人が許される億で

あることが分かるが,これは

入-憲 +i(i-1)k/2-〈完 旦 荒 立 ･ k,先 史 .3k････〉 (44)
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という条件を与える.k-土3,土4,土5の場合を除けばこれ以外の可能性はない.すなわちL▲一二

系 (143)､が積分可能⇒ 入∈(0,1,k-1,rk･2,3k12,･･･)∪〈皆 ,甘 +k,響 +3k,･･･)

この定理はMQralesandRamisl2】によって初めて得られた.k-j=3,士4,士5のときはSdwarz一

福原-大橋の表に適合する人の値はより多くなる.例えばk-4ノの時,定理5で許される

(0,ユ,3,6,10,･･･)∪〈言,筈,筈 等 ,･･･)

に加えてSchwarz一福原一大橋の表の第4行から

･-三 ･;(打 4j)'-(&･蒜 g 漂 ,･･･)

(45)

(46)

75q河 能な値となる.いずれにせよ定理3はより強力な定理5に,とって代わられることになった･

3.4 特異点解析における帰結

定理5は特異点解析の正当化において,より重要な意味を持つ.特異点解析で出発点となった

特秩解 (4)は,より一般のk次の同次式ポテンシャル系 (13)における

2
q-dr9,p--dg｢ 9-1,9:-㌃巧

に自然に拡張される.ここでdは代数方程式

VV(a)--9(9+1)a

(47)

(48)

の解である.特殊解(47)と直線解(14)は1村1に対応している.実際2つの代数方程式(48)と

(16)の解は

d-[-9(9+1)]9/2C (49)

で結ばれている.そしてへツシアン行列D2V(C)の固 有 値 入に対して,Kowalevski指数pを求める

2次方程式は

p2-(2g+1)p+9(9+1)(1-A)-0 (50)

で与えられる.この2次方程式の例が(10)や(ll)にお い て亡に実際に依存する因子である.

k=4の場合に積分可能となるために定理5で 許 さ れる人の値と,対応するKowalevski指

数βの間の関係は

入∈(0,1,3,6,10,-) ⇒ β∈integer

入∈

入∈
〈

〈

33599195

8'8'8'8-･･〉
7 55247391

72'72'72'72' チ

⇒ β∈integer/2

⇒ β∈integer/6

である.元来の特異点解析におけるナイーブな予想は ｢積分可能となるためには全てのKowalevski

指数pが整数となる｣であったが,これは琴すぎる･(整数/2)と(整数/6)も許してやる必要があ

るのである.実際 (31)のV4においては入-3/8であり,(整数/2)をKowalevski指数とする積分

可能系である.第3の系列 (整数/6)に対応する積分可能系の例は現在のところ知られていない.

一方でこの主張は ｢積分可能となるためには全てのKowalevski指数は有理数となる｣ことを示し

た定理 1を,はるかに強力にするものである.
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