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はじめに 

 

 このパッケージは、Mathematica 上で整数や有理数と同様な操作方法で、有限体上の

数式処理を実現するものである。 基本思想は 

 

○   整数や有理数の処理とおなじ演算子 + - * / ^ を使うようにする。 

○   Mathematica がすでに持っている関数で、理論上有限体でも有効なものはその

まま働くようにする。 

○  有限体の定数、変数がどの体のものかを識別できるようにする。 

 

このために、有限体の定数は整数と区別するため、”名前[整数]”の形式を取ることと

した。また、変数はあらかじめどの有限体上の変数かを宣言することとした。 

有限体には大きく分けて位数が素数の素体と位数が素数のべきである拡大体がある。 

しかし、構成法の違いからこのパッケージではつぎの４種類に分類されている。 

 

I 型の体   … 素体 

II 型の体    … 拡大体（基礎体は素体） 

III 型の体   … 拡大体（基礎体は任意の体でよい） 

IV 型の体   … 拡大体（多項式計算を行う） 

 

これらは各々宣言の方法が多少異なる。 しかし一旦宣言されると、後は全く同様な操

作が可能である。 

またこのシステムは、Mathematica バージョン 2.0 用に作成したものであるため、そ

れ以前のバージョンでは正常に稼働しないことをお断わりしておく。 

このパッケージの開発にあたって、海老沢美佐子（現日本電気）及び北本卓也助手（筑

波大学数学系）に協力していただいたことを感謝する。 

 

 

1. 有限体とは 

 

有限体（またはガロア体ともよばれる）とは簡単にいうと、距離や順序の性質を除いて

代数的には有理数、実数あるいは複素数と同じ性質を持つ有限集合のことである。 有

限体を正確に定義すると次のようになる。 

K を有限個の要素からなる集合とする。 + , *  を K 上に定義された二項演算子とす

る。次の性質を満たす代数システム (K,+,*) を有限体 (Finite Field or Galois Field) 

という。 

 

（１） +, * の演算結果もまた K の要素である。 

（２）任意の K の要素 a,b について、a + b = b + a ,  a * b = b * a （交換律）。 



 3 

（３）任意の K の要素 a,b,c について、(a+b)+c = a+(b+c) , (a*b)*c = a*(b*c)（結

合律）。 

（４）任意の K の要素 a,b,c について、a*(b+c) = a*b + a*c （分配律）。 

（５）加法単位元 0 , 乗法単位元 1 が各々１つ存在。 

（６）任意の K の要素 a について、負数 -a が唯一存在する。また非ゼロ要素 a に

対して乗法逆元 a-1 が唯一存在する。 

 

K の要素の数が q 個とすると、有限体 (K,+,*) を GF(q) と書く。 そのときの要素

の数 q を位数 (order) と呼ぶ。 

  

定理 1. 位数が素数又は素数ベキのときには有限体が存在する、またその時に限る。 

 

位数が素数の時は簡単である。 p をある素数としよう。 その時、K={0,1,2,...,p-1} 

とし、加法、乗法を常に mod p で計算する演算子 +(mod p) , *(mod p) を考えると、

これは有限体 GF(p) となる。このような有限体を素体 (Prime Field)と呼ぶ。 もし

体の要素のある部分集合が同じ演算子でやはり体の公理を満たすならその部分集合を

部分体 (subfield) と呼ぶ。 

 

定理 2. 位数 pn （p は素数）の有限体において、m が n を割り切る時またその時に

限り、位数 pm の部分体が存在する。 

 

次に、素数ベキの位数を持つ有限体を考えよう。 GF(2)の要素を係数に持つ多項式 

f(x)=x3+x+1 は GF(2) 上で因数分解できない。このような多項式を既約多項式 

(irreducible polynomial) と呼ぶ。 x3+x+1=0 の関係をもとに x0 , x1 , x2 , ... を

計算してみよう。 

 

 

    指数表現   多項式表現   ベクトル表現   正規表現 

 0           0           (000)         0 

 x0=1        1           (100)         1 

 x1              x         (010)         2 

 x2                    x2      (001)         4 

 x3          1+x         (110)         3 

 x4                x+x2      (011)         6 

 x5          1+x+x2      (111)         7 

 x6          1+    x2      (101)         5 

 

x7 は x0 になり、上の要素同しを足しても掛けても上の要素以外になることはない。ま

た体の公理を全て満たす。この体を GF(2) の３次拡大体 (extension field) といい、

GF(2) を基礎体 (base field) という。 上のベクトル表現は多項式表現の係数ベクト
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ル、正規表現はベクトル表現を十進化したものである。 

注：体を作るには既約多項式があれば十分であるが、上のように x0 から x6 まで異な

る要素が現われるときは f(x) を原始既約多項式 (primitive irreducible polynomial) 

という。 

 

定理 3. 任意の素数または素数べき q 及び正整数 n について、GF(q) 上の n 次原始

既約多項式が存在する。 

 

位数が同じである二つの有限体 F1 と F2 があるとしよう。 g(x) + g(y) = g(x + y) , 

g(x)g(y) = g(xy) となるような 1-1 対応が存在すれば、その二つの有限体は同型であ

るという。 

 

定理 4. 位数が同じ二つの有限体は同型である。 

 

つまり、GF(2) の４次拡大体と GF(4) の２次拡大体は形は異なるが同型である。 も

し F1 の位数が F2 より小さいとき、F1 は F2 に準同型であるという。 また有限体

には次のような性質がある。 

 

定理 5  GF(q) の任意の要素 x に対し、xq = x となる。 

 

定理 6 GF(q) の任意の非ゼロ要素 x に対し、xq-1 = 1 となる。 

 

有限体の要素の表現方法に関しては、どの方法にも一長一短があり、理想的なものはな

い。 正規表現が比較的計算機処理には向いて人間にも扱いやすい。  正規表現した

ときには次のような特長が得られる。 

 

○ どの体に関しても加法単位元が 0 、乗法単位元が 1 である。 

○   基礎体を GF(q) 、その上の拡大体を GF(qn) とすると、拡大体上の { 0, 1, 2, ..., 

q-1 } は基礎体（部分体）となる。 

○ 標数 p （p は素数）の有限体では、0, 1, 2, ... , p-1 は常に位数が p の部分

体（素体）である。 

○  GF(q) の m  次拡大体 F1 と n 次拡大体 F2 ( m < n ) には 加法のみに関して

はなる自然な準同型対応がある。 

 

2.  Galois Field パッケージの起動 

 

In[1]:= <<GaloisField.m 

 

と入力する。こうすることによりファイル GaloisField.m 内の関数すべての初期化を
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行う。初期化が完了すると、 

 

GaloisField.m  was  loaded. 

 

と出力される。もし次のようなメッセージが出てファイルが見つからないようだと、 

 

Mathematica can't find the file "GaloisField.m".   

Please locate this file , or click "Cancel" if you don't want to open 

it. 

 

パスの設定が正しく設定されていない可能性があります。 $Path を設定してください。 

 

 

3. 代数名と定数 

 

各有限体を宣言するときに、その体固有の名前を付けることが出来ます。 そのときの

規約は次のとうりです。 その体の名前をここでは代数名 (algebra name) と呼ぶ。 

 

・ユーザが設定する代数名は、第１文字が必ずアルファベットで始まること。 

・混乱を避けるために、組み込み関数等に使われている名称を使用しないことを勧める。 

・１文字の名前の場合はワーニングメッセージが出る。 

 

有限体の位数 (order) が同じで（つまり同型）でも別の名前を付けることが可能です。  

有限体の定数（つまり体の要素）は常に 

 

     代数名[整数] 

 

の形式をしていなければならない。 いま仮に K5 という代数名で GF(5) が定義され

ているとする。 

 

In[3]:= K5[2] + K5[4] 

Out[3]= K5[1] 

 

In[3]:= K5[2]^3 

Out[3]= K5[3] 

 

In[5]:= K5[2] * K5[3] + K5[1] 

Out[5]= K5[2] 

 



 6 

In[7]:= K5[3]^-1 

Out[7]= K5[2] 

 

In[8]:= Sqrt[K5[4]] 

Out[8]= K5[2] 

 

このケースの場合は位数が素数なので、[ ] の中の整数は 0 , ...., ４ の整数が現

われ常に mod 5 で計算した結果が得られる。 

拡大体 GF(qn) の場合は、拡大体の各要素を多項式表現したときの係数ベクトルを q 進

数と見なし、それを１０進化した値、即ち正規表現を[ ] の中に入れる。 GF(32) の

体の名前をいま K9 としよう。 そのとき K9[5] は  a + 2  を表したものである。但

し、a は  GF(32) の根を、2 は GF(3) の元を表す。 

 

In[12]:= K9[4] + K9[5] 

Out[12]= K9[6] 

 

In[13]:= K9[6]^-1 

Out[13]= K9[7] 

 

In[17]:= K9[3]^0 

Out[17]= GF9[1] 

 

 

この正規表現により K9[0] は加法単位元、 K9[1] は乗法単位元となる。 これはど

の体のおいても変わらない。 K9[0], K9[1], K9[2] は基礎体 GF(3) の元と自然な対

応がつく。  また、代数名は Listable 属性を持っているので、ベクトルの定義が楽

になっている。 

 

In[18]: = K9[ { 1, 3, 5} ] 

Out[18]= { K9[1], K9[3], K9[5] } 

 

 

4.  I 型の体の場合 

 

この場合は、<<GaloisField.m で Galois Field Package をロードしてきたら、

DeclareGaoisField で代数宣言するだけで、その代数に関する処理関数を作成する。 

 

In[1]:= DeclareGaloisField[K5,5] 

 K5 was declared. 
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    Order is 5 

    Characteristic is 5 

 

この関数により、GF(5) 上の演算を行う体 K5 が定義される。 

 

In[2]:= K5[3] + K5[4] 

Out[2]= K5[2] 

In[3]:= DeclareVariables[K5,x,y] 

 

この関数で、x,y を各々代数 K5 上の１要素を表す変数として宣言する。 変数は異な

る体で重複して宣言することは許されない。 同じ名前で別の体で宣言していた場合、

古いほうが無効になる。 

 

In[4]:= K5[3] x + K5[4] x 

Out[4]= x K5[2] 

 

In[5]:= % /. x -> K5[4] 

Out[5]= K5[3] 

 

5.  II 型の体の場合 

 

 この場合、代数を宣言する際に、その代数に関するオブジェクトがファイルとして存

在しない場合は、MakeGaloisField で作らねばならない。これにより、代数に関するオ

ブジェクトを生成する。 DeclareGaloisField で代数宣言をした際に、オブジェクト

をロードしてきてその代数に関する処理関数を定義する、という仕組みになっている。 

 

In[1]:=  MakeGaloisField[GF4,2,4,{1,1,0,0,1}] 

 

ベクトルや多項式のりストなど、{  ,  ,  , ...  } で表されるものはすべて、次数の

低いほうを左側に、右に行くにつれて次数が高くなるような入出力とする。 

 

この関数により、GF(2) の４次拡大体 GF16（原始既約多項式は a4+a+1）のオブジェク

トが作成される。 

 

In[2]:= DeclareGaloisField[GF16] 

   GF16 was declared. 

      Order is 16 

      Characteristic is 2 

      Irreducible Polynomial is {1, 1, 0, 0, 1} 
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      Base Field is GF2 

      Extention Degree is 4 

   GF2 was declared. 

     Order is 2 

     Characteristic is 2 

 

このときの基礎体（素体）は自動的に代数名 GFp とみなし宣言する。この関数により、

上で作成されたオブジェクトがロードされ、体 GF16 が定義される。もし GF2 があら

かじめ宣言されていたならば、 

 

    GF2 has been already decleared. 

 

のメッセージが出され、重複して宣言はしない。 

 

In[3]:= GF16[5] + GF16[6] 

Out[3]= GF16[3] 

 

In[4]:= DeclareVariables[GF16,m] 

 

In[5]:= Expand[(GF16[3] + m)(GF16[5] - m^2)] 

Out[5]= m3 + m2 GF16[3] + m GF16[5] + GF16[15] 

   

In[6]:= % /.m->GF16[13] 

Out[6]= GF4[8] 

 

 

6.  III 型の体の場合 

 

 この場合も代数を宣言する際に、その代数に関するオブジェクトが存在しない場合は、

MakeGaloisField で事前処理を行わなければならない。 しかし、II の場合は基礎体

は素体でなければならなかったがこの型では基礎体は任意の体でよい。 そのため、III 

型の体の事前処理を行う場合は、基礎体の代数宣言が行われていなければならない。 

 

In[2]:= DeclareGaloisField[bs] 

 

この関数により、上で作成されたオブジェクトがロードされ、有限体 bs が定義される。 

 

In[3]:=  MakeGaloisField[bb,bs,2,{2,2,1}] 
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これにより、拡大体 bb （基礎体は bs、既約多項式は a2+bs[2]a+bs[2]）に関するオ

ブジェクトが作成される。この場合は、前もって基礎体 bs の代数宣言が行われている

ため、bb に関するオブジェクトを作成することができる。 

 

In[4]:= DeclareGaloisField[bb] 

 

で III 型の有限体が宣言される。 このときもし bb の基礎体 bs が宣言されていな

ければ自動的に宣言する。ただし、そのときの基礎体は II 型であるとみなして宣言す

る。 

 

 

7.   IV 型の体の場合 

 

 この体は、II 型の体、III 型の体とは異なり、事前処理は不要である。また基礎体に

関するオブジェクトのファイルが存在するならば、DeclareGaloisField で代数宣言の

みを行えばよい。 

 

In[2]:= DeclareGaloisField[bs] 

 

bs を GF(2) の２次拡大体 GF(4)（既約多項式は a2+a+1）の体 であるとする。 

 

In[3]:= DeclareGaloisField[bb,bs,2,{2,2,1}] 

 

この関数により、基礎体 bs の２次の拡大体 bb（既約多項式は a2+bs[2]a+bs[2]）が

定義される。 

 

In[4]:= bb[5] + bb[6] 

Out[4]= bb[3] 

 

 

8.  有限体上の変数 

 

このパッケージでは２種類の変数が用意されている。 一つは体上の一つの要素を表現

する時の変数である。つまり、後にその変数に定数が付値される可能性があるシンボル

である。 数学の教科書によく出てくる  " for an element x of the field K" と言

ったときの x に相当する。 もう一つの変数は ”代数的変数” とか ”不定元”

とか呼ばれる変数である。 この場合は形式的な変数であるので、けっして定数が付値

されることはありえない。 
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体の１要素を表現する変数は 

 

In[3]:= DeclareVariables[K9,x,y] 

 

といったように宣言する。このつき K9 は GF(32) であるとすると、 

 

In[4]:= x^9 

Out[4]= x 

 

と定理 5 が働く。 また 

 

In[5]:= x^0 

Out[5]= xZero 

In[6]:= % /. x-> K9[5] 

Out[6]= K9[1] 

 

となる。 x9=x の関係があるので、結果の指数が９（一般には位数）以上になること

はない。 指数の計算結果がオーダー以上になったときは１から "位数-1" の形式に変

換して出力する。 

つぎに ”x は非零元である”と宣言することができる。 いま位数をいま q とする

とすると、もし x が非零なら、有限体の性質により、 xq-1=1 となる。 しかし非零

元の宣言がなされていないときは x0 はかならず xZero と出力する。 

 

In[6]:= NonZero[x] 

 

を宣言すると定理 6 が働いて次のようになる。 

 

In[7]:= x^{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} 

Out[7]= {GF9[1], x, x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , GF9[1], x, x2 } 

 

In[8]:= y^{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} 

Out[8]= {yZero ,y , y2, y3 , y4 , y5 , y6 , y7 , y8 , y , y2 } 

 

In[9]:= {x , y }^16 

Out[9]= { K9[1], y8 } 

 

また、零元の 0 乗は値が不定とする。しかし零元の Zero 乗はそのままの形で出力する。 

Zero はコンスタントの 0 の様に四則演算で働くので Zero を含んだ式をまた使っても

よい。 
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In[9]:= K9[0]^0 

Power::K9[0]^-1 and K9[0]^0 are undefined 

Out[9]= Indeterminate 

 

または変数宣言のときに次のようにオプションで非零元指定をしてもよい。 

 

In[9]:= DeclareVariables[K9,x, NonZero -> True]; 

 

次に、多項式環などを構成するときの不定元の宣言は次のように行なう。 

 

In[8]:= DeclareAlgebraicVariables[K9,X] 

 

または DeclareIndeterminates[K9,X] でもよい。 不定元の場合は定理 5, 定理

6 には関係なく、そのため指数に上限はない。 また不定元の場合は X0=1 と定義され

ている。 また不定元は Protect されているので不定元として宣言されたシンボルに

は他の値やシンボルを付値 (Set) することはできない。 

 

In[9]:= X^9 

Out[9]= X9 

 

In[10]:= X^0 

Out[10]= K9[1] 

 

In[11]:= Expand[(X^2 + K9[1])(X^7 + K9[2])] 

Out[11]= X7 + X9 + K9[2] + X2 K9[2] 

 

In[12]:= X = K9[2] 

Set::wrsym:Symbol X is Protected 

 

 

9.  整数または基礎体の定数との混合演算 

 

In[2]:= DeclareGaloisField[GF9] 

 GF9 was declared. 

   Order is 9 

   Characteristic is 3 

   Irreducible Polynomial is {2, 2, 1} 

   Base Field is GF3 
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   Extension Degree is 2 

 GF3 was declared. 

   Order is 3 

   Characteristics is 3 

 

で GF9 とその基礎体 GF3 が宣言される。 GF3 の元は GF9 の元に自然な対応がある

ので、 

 

In[3]:= GF3[2] + GF9[7] 

Out[3]= GF9[6] 

 

と GF9[2] + GF9[7] と同じ結果を出力する。 これを利用して、GF9 を GF3 の３次元

ベクトルと考えて、GF9 上の ＋ と GF3 の要素と GF9 の要素の積の ２つの演算の

みを用いると有限体上のベクトル空間としての演算ができる。 

 また、このパッケージでは整数と有限体の定数や変数との混合式を許す。 整数 k が

有限体の式の中に含まれた場合は、乗法単位元が k 回足されたものと解釈される。 

 

In[4]:= 3 + GF9[4] 

Out[4]= GF9[4] 

 

In[5]:= 4 GF9[3] 

Out[5]= GF9[3] 

 

In[6]:= DeclareVariables[GF9,x] 

In[7]:= 5 x 

Out[7]= x GF9[2] 

  

整数との混合演算が許されるので、次のような有限体上の多項式を形式微分することが

できる。 

 

In[8]:= DeclareVariables[GF9,a,b,c] 

In[9]:= DeclareAlgebraicVariables[GF9,X] 

In[10]:= D[a X^2 + b X + c, X] 

Out[10]= b + a X GF9[2] 

 

 

10.  オブジェクトの生成 

 

II型、III 型の体の事前処理を行う場合は、MakeGaloisField という関数を使用するが、
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引き数として入力するものが多少異なる。II 型の場合は基礎体の位数を、III 型の場合

は基礎体名を入力する。 

 

 

 

 MakeGaloisField[ 代数名,  基礎体の位数,  拡大次数,  原始既約多項式の係数リ

スト] 

 

II 型の体を扱おうとする場合、この関数によって事前処理を行う。原始既約多項式の

係数リストは次数の低いほうから順に整数部分のみのリストである。 

 

In[1]:= MakeGaloisField[bb,2,4,{1,1,0,0,1}] 

  Object bb was saved. 

 

こうすることにより GF(16)上の計算を行うための事前処理（オブジェクト作成）を行

う（原始既約多項式は a4 + a + 1）。 既にあるオブジェクトを使って事前処理を行お

うとした場合は、以下のようにメッセージが出力され、オーバーライトされないように

なっている。 

 

In[2]:= MakeGaloisField[bb,2,3,{1,1,0,1}] 

  File bb already exists. 

 bb can not be made. 

 

 

 

 MakeGaloisField[ 代数名, 基礎体名, 拡大次数, 原始既約多項式の係数リスト] 

 

 III 型の体を扱おうとする場合、この関数によって 事前処理 を行う。原始既約多項

式の係数リストは規定どおり次数の低いほうから順に基礎体上の要素の形で入力する。

この場合、予め基礎体が宣言されていないと拡大体のオブジェクトを作成しない。例え

ば基礎体 base が宣言されていないときにオブジェクト bb を作成しようとすると、次

のようなメッセージが出力される。 

 

In[3]:= MakeGaloisField[bb、base,2,{2,2,1}] 
 base is not declared. 

 bb can not be made. 

 

注意しなければいけないことは、もしいま同じ名前 bb で別の体が宣言されていると 

MakeGaloisField の作業が出来ない。 そのため、  
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In[4]:= MakeGaloisField[bb,base,2,{2,2,1}] 

  bb is declared. 

  bb can not be made. 

 

とメッセージがでる。 基礎体（GF(22) で代数名は base とする）が宣言されている

場合は、 

 

In[5]:= MakeGaloisField[bb,base,2,{2,2,1}}] 

  Object bb was saved. 

 

とすることにより、III 型の体（代数名は bb ）に関するオブジェクトが作成されたこ

とになる。 

（これは GF(42) で、GF(4) の２次拡大となっている。既約多項式は a2 + base[2] a + 

base[2] ） 

 

 

11. 有限体の宣言 

 

ユーザーが使用する有限体システムの環境を整えるためには、DeclareGaloisField と

いう関数を使用し有限体を宣言する。 いずれの体も宣言する際に代数名を必ず入力す

るが、I 型の体の場合はさらに位数を、IV 型の体の場合はさらに基礎体名、拡大次数、

既約多項式を入力するという違いがある。 

 

 

 

 DeclareGaloisField[ 代数名, 位数 ] 

 

位数を p （p は素数でなければならない）としたとき、mod p 計算を行う I 型の体を

宣言するための関数である。この命令をすることにより、この代数上の計算をするため

の関数を定義する。素体の場合は拡大体のようにオブジェクトを作成しないため、その

都度位数を入力することになる。 

 

In[1]:= DeclareGaloisField[aa,5] 

  aa was declared. 

    Order is 5 

    Characteristics is 5 
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とすることにより、GF(5) 上の計算システムが整ったことになる。 

 

In[2]:= aa[3]^3 + aa[4]^2 + aa[2]^(-2) 

Out[2]= aa[3] 

 

In[3]:= Sqrt[aa[4]] 

Out[3]= aa[2] 

 

 

 DeclareGaloisField[ 代数名 ] 

 

これは、II 型、III 型の体の代数宣言を行うための関数である。この関数により、”代

数名”に関する関数を生成するが、予め”代数名”に関する 事前処理 が行われていな

ければ（代数名に関するオブジェクトがなければ）代数システムの計算を行う関数を生

成しない。例えば、オブジェクト abc が存在しない場合は、次のように出力される。 

 

In[1]:= DeclareGaloisField[ abc ] 

  File abc does not exist. 

 

”代数名”に関する 事前処理 が行われている場合は、その関数を生成し、計算を行う

環境を整える。 

 

In[2]:= DeclareGaloisField[bb] 

  bb was declared. 

    Order is 16 

    Characteristic is 2 

    Irreducible Polynomial is {1, 1, 0, 0, 1} 

    Base Field is GF2 

    Extension Degree is 4 

  GF2 was declared. 

    Order is 2 

    Characteristics is 2 

   

こうなれば、代数名が bb である代数上の計算を行うシステムが整ったことになる。こ

のときの基礎体（素体）は自動的に代数名 GFp とみなし宣言する。 bb を GF(16) 上

の計算を行う代数名であるとすると、以下のような計算が可能になる。 

 

In[3]:= bb[13]^4 + bb[14] + bb[6] 

Out[3]= bb[9] 
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In[4]:= Sqrt[bb[12]] 

Out[4]= bb[8] 

 

 

 DeclareGaloisField[代数名,  基礎体名,  拡大次数、既約多項式の係数リスト ] 

 

 これは、IV 型の体の代数宣言を行うための関数である。この関数により、”代数名”

に関する関数を定義するが、II 型、III 型の体とは異なり、MakeGaloisField で”代数

名”に関する 事前処理 を行っておく必要はない。しかし、”基礎体名”が宣言されて

いない場合は、代数システムの計算を行う関数を生成しない。例えば基礎体が II 型の

拡大体の場合、もし bs が宣言されていないときに代数 bb を定義しようとすると、次

のようなメッセージが出力される。 IV 型の場合は既約多項式は原始である必要はな

い。 

 

In[5]:= DeclareGaloisField[bb,bs,2,{2,2,1}] 

  bs is not declared. 

  bb can not be declared. 

 

基礎体（GF(22) で代数名は bs とする）が宣言されている場合は、 

 

In[6]:= DeclareGaloisField[bb,bs,2,{2,2,1}] 

  bb was declared. 

    Order is 16 

    Characteristic is 2 

    Irreducible Polynomial is {2, 2, 1} 

    Base Field is bs 

    Extension Degree is 2 

  bs has been already declared 

 

となり、IV 型の体（代数名は bb ）の代数システムが利用可能になる。 

 

 

 DeclareGaloisField[ ] 

 

DeclareGaloisField 関数に引き数を入れないことによって、現在までに宣言された代

数名がリストされる。 

 

 In[8]:= DeclareGaloisField[] 

Out[8]= { aa , bb , bs } 
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これで現在までに３つの代数（ aa , bb , bs ）が宣言されていることがわかる。 

 

 

 ClearAlgebra[代数名１, 代数名２,...] 

 

この関数によってすでに宣言されている代数システムを無効にすることができる。また

その代数名シンボルに Set された全ての値がクリアされ、Global コンテキストに定義

されたその代数名関連のシンボルもすべて Remove される。 

 

In[2]:=DeclareGaloisField[GF2,2] 

GF2 was declared. 

   Order is 2 

   Characteristic is 2 

 

In[3]:= ?Global`* 

AdditionGF2 ConGF2Q     GF2         NZVGF2Q     Quit        VGF2Q 

AlVGF2Q     Exit        MultipleGF2 PowerGF2 

 

In[4]:= ClearAlgebra[GF2] 

 

In[5]:= ?Global`* 

Exit Quit 

 

また、その代数名で宣言された変数（不定元も含む）も自動的に Remove される。 も

し変数は Remove したくないときは 

 

In[6]:= ClearAlgebra[GF2, RemoveVariables->False] 

 

とオプションを入れれば変数は消去しない。 ただし、その変数の属性、例えば 

AlgebraName 等、は消える。 

 

 

12. 有限体の属性 

 

 

 Characteristic[ 代数名 ] 
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この関数により、”代数名”の標数を知ることができる。以下のような入出力によって、

代数名 aa の標数は 5 であることがわかる。 

 

In[10]:= Characteristic[aa] 

Out[10]= 5 

 

 

 Order[ 代数名 ] 

 

この関数により、”代数名”の位数を知ることができる。以下のような入出力によって、

代数名 bb の位数は １６ であることがわかる。 

 

In[11]:= Order[bb] 

Out[11]= 16 

 

 

 ExtensionDegree[ 代数名 ] 

 

この関数により、”代数名”の拡大次数を知ることができる。以下のような入出力によ

って、代数名 bb の拡大次数は ４ であることがわかる。 

 

In[12]:= ExtensionDegree[bb] 

Out[12]= 4 

 

 

 IrreduciblePolynomial[代数名] 

 

この関数により、”代数名”上で扱っている原始既約多項式を知ることができる。出力

はリストの形をしており、規定どおり係数の低い順になっている。以下のような入出力

によって、代数名 bb を作成した原始既約多項式は x4 + x + 1 であることがわかる。 

 

In[13]:= IrreduciblePolynomial[bb] 

Out[13]= { 1, 1, 0, 0, 1 } 

 

 

 

 BaseField[代数名] 

 

この関数により、”代数名”の基礎体を知ることができる。以下のような入出力によっ
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て、代数名 bb の基礎体は bs であることがわかる。 

 

In[14]:= BaseField[bb] 

Out[14]= bs 

 

 

13. 有限体上の変数の宣言 

 

代数上の変数には、代数上の１要素を表す変数と不定元を表す変数の２種類存在するが、

代数上の１要素を表す変数を宣言する場合は DeclareVariables を、不定元を表す変数

を宣言する場合は DeclareAlgebraicVariables を使用する。 

 

 

 DeclareVariables[代数名, 変数１, 変数２,... ] 

 DeclareVariables[代数名, 変数１, 変数２,... , NonZero->False] 

 DeclareVariables[代数名] 
 DeclareVariables[] 

 

これは、変数１、変数２、...  が宣言した代数 ”代数名”上の１要素を表す変数であ

るということを宣言するものである。よって予め代数名が  DeclareGaloisField で

宣言されていなければならない。例えば、 

In[1]:= DeclareVariables[Z5,x,y] 

 

とすることにより、変数 x と y は代数 Z5 上の変数ということになる。Z5 を GF(5) 

上の計算を行う代数名であるとすると、次のような計算を行う。 

 

In[2]:= 3 x^4 * 4 x^3 

Out[2]= x3  Z5[2] 

 

In[3]:= Expand[(x + y)^5] 

Out[3]= x + y 

 

In[4]:= Solve[x^2 + Z5[3] x + Z5[4]== 0 ,x] 

Out[4]= {{ x -> ( Z5[2] + Sqrt[ Z5[3] ] ) Z5[3] }, 

               { x -> ( Z5[2] - Sqrt[ Z5[3] ] ) Z5[3] }} 

 

In[5]:= Factor[x^2 + Z5[1]] 

Out[5]= ( x + Z5[2] )( x + Z5[3] ) 
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DeclareVariables[代数名] はその代数名で宣言されている変数をリストで出力する。 

また 

DeclareVariables[] は宣言されている有限体全てについて、宣言されている変数をリ

ストで出力する。 

 

In[20]:= DeclareVariables[K5] 

Out[20]= { x, y } 

 

In[21]:= DeclareVariables[K9] 

Out[21]= { z, w } 

 

In[22]:= DeclareVariables[] 

Out[22]= {x, y, z, w } 

 

 

 NonZero[変数１, 変数２,... ] 

 NonZeroQ[変数] 
 NonZero[] 

 

NonZero[x,y] は変数 x, y を非零元であると宣言する。 ただし、変数 x, y は 

DeclareValriables で宣言されていなければならない。 

Nonnzero[] はすでに宣言されている非零元の変数をリストする。 NonZeroQ[変数] は

その変数が非零元であると宣言されているなら True そうでないなら False を返す。 

 

In[10]:= DeclareVariables[K5, x, y] 

In[11]:= NonZero[ x ] 

In[12]:= NonZerQ[x] 

 True 

In[13]:= NonZero[] 

 { x } 

 

In[14]:= {x , y}^0 

Out[14]= {K9[1], yZero } 

 

In[15]:= {x , y }^4 

Out[15]= {K5[1], y4 } 

 

また DeclareVariables[K5, x, y]; NonZero[ x ,y] とする代わりに 
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DeclareVariables[K5, x, y, NonZero -> True] でもよい。 オプション NonZero 

のデフォルト値は False である。 

 

 

 DeclareAlgebraicVariables[代数名, 変数１, 変数２,... ] 

 DeclareAlgebraicVariables[代数名] 
 DeclareAlgebraicVariables[] 

 

これは、宣言した代数上で不定元（代数的変数）を宣言するための関数である。この場

合も、予め代数名が DeclareGaloisField で宣言されていなければならない。 

 

In[6]:= DeclareAlgebraicVariables[K5,a,b] 

 

とすることにより、a と b を代数 K5 上の不定元として扱う。K5 を GF(5) 上の計算

を行う代数名であるとすると、次のような処理を行う。 

 

In[7]:= 3 a^4 * 4 a^3 

Out[7]= a7 K5[2] 

 

In[8]:= Variables[ K5[2] b^2 + K5[4] b ] 

Out[8]= {b} 

 

Note :   代数上の１要素を表す変数と不定元との違いは、ベキ計算を行う場合にベ

キを q - 1 で mod 計算するか否か（q は位数）とゼロ乗の処理である。８節参照。 x , 

y を GF(2) 上の１要素を表す変数、a, b を GF(2) 上の不定元を表す変数、m , n は

何も宣言されていない変数とすると、以下のような計算結果の違いがでてくる（GF(2) 

の代数名を K2 とする）。 

 

In[1]:= DeclareVariables[K2,x,y] 

In[2]:= Expand[(x+y)^2] 

Out[2]= x + y 

 

In[3]:= DeclareAlgebraicVariables[K2,c,d] 

In[4]:= Expand[(c+d)^2] 

Out[4]= c2 + d2 

 

In[5]:= Expand[(m+n)^2] 

Out[5]= m2 + 2 m n + n2 
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DeclareAlgebraicVariables のかわりに DeclareIndeterminates を使っても

同じである。 

 

DeclareAlgebraicVariables[ 代数名 ] はその代数名で宣言されている不定元名をリス

トする。 

また、DeclareAlgebraicVariables[] はすべての代数名にわたって宣言されている不定

元名をリストする。 

 

In[6]:= DeclareAlgebraicVariables[K5] 

Out[6]= { a, b } 

In[7]:= DeclareAlgebraicVariables[] 

Out[7]= { a, b , c , d } 

 

不定元として宣言されたシンボルは Protect されており、そのシンボルに何か別の値

や変数を代入 (Set) しようとすると次のようなメッセージが出る。 

 

In[8]:=  a = K5[1] 

Set::wrsym: Symbol a is Protected. 

 

 

 ClearVariables[変数１,変数２,... ] 

 

宣言された有限体上の変数（不定元でもかまわない）を無効にする。 有限体の変数（不

定元含む）として宣言されたシンボルは Mathematica 関数の Clear や Remove を使わ

ずにこの ClearVariables を使って消去してください。 この関数によってクリアする

ことによって、変数に対して Set された値が全て消去される。また Global コンテキス

トに定義されたその変数シンボルも Remove される。 

 

 

 AlgebraName[変数] 

 AlgebraName[有限体の定数] 

 AlgebraName[有限体上の式 ] 

 

これは、入力された”変数”（不定元でもよい）または ”有限体の定数”がどの代数上

で宣言されたのかを知るための関数である。 以下のような入出力によって、変数 x は

代数名 K2 上で宣言されたということがわかる。 AlgebraName[ 式 ] は ”式”の中

の変数や定数を調べてその代数名を出力する。もし２種類以上の代数名があれば、メッ

セージを出す。 また、AlgebraName は属性 Listable を持つ。 
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In[9]:= AlgebraName[x] 

Out[9]= K2 

In[10]:= AlgebraName[ (x + 1)^2 ] 

Out[10]= K2 

In[11]:= AlgebraName[{ x, y}] 

Out[11]= {K2, K5} 

 

 

14. ユーティリティ 

 

 ExponentRepresentation[ 有限体の定数, 文字 ] 

 

これは、正規表現された拡大体上の要素を、ユーザによって入力された”文字”を原始

元として指数表現に変換する関数である。bb を GF(16) 上の計算を行う代数名である

とすると、以下の入力は、正規表現 bb[12] を原始元を a として指数表現に変換せよ

という意味である。 

 

In[1]:= ExponentRepresentation[bb[12],a] 

Out[1]= a6 

 

 

 PolynomialRepresentation[有限体の定数, 文字] 

 

これは、拡大体上の要素を、ユーザによって入力された”文字”を原始元として多項式

表現に変換する関数である。要素は正規表現またはベクトル表現での入力となる。 要

素を正規表現で入力した場合、bb を GF(16) 上の計算を行う代数名であるとすると、

以下の入力は、正規表現 bb[12] を原始元を a として多項式表現に変換せよという意

味である。 

 

In[2]:= PolynomialRepresentation[bb[12],a] 

Out[2]= a2 + a3 

 

また、要素をベクトル表現で入力した場合、以下の入力は、ベクトル表現{1,0,1}を原

始元を a として多項式表現に変換せよという意味となる。これは、後にでてくる 関数 

IrreduciblePolynomial で出力された既約多項式のリストを多項式表現に変換するの

に便利である。 

 

In[3]:= PolynomialRepresentation[{1,0,1},a] 
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Out[3]=  1 + a2 

 

”文字”は自動的に基礎体上の不定元であると宣言される。 

 

 

 VectorRepresentation[有限体の定数] 

 

これは、正規表現された拡大体上の要素を、ベクトル表現に変換する関数である。bb を 

GF(16) 上の計算を行う代数名であるとすると、以下の入力は、正規表現 bb[12] をベ

クトル表現に変換せよという意味である。 

 

In[4]:= VectorRepresentation[bb[12]] 

Out[4]= {0,0,1,1} 

 

 

 RegularRepresentation[代数名, 有限体の定数] 

 

これは、指数、多項式、ベクトルのいずれかで表現された”定数”を正規表現に変換す

る関数である。指数または多項式を入力する場合、原始元としてどのようなアルファベ

ットを用いてもよい。 bb を GF(16) 上の計算を行う代数名であるとすると、以下の

ような変換がなされる。 

 

In[5]:= RegularRepresentation[bb,a^6] 

Out[5]= bb[12] 

 

In[6]:= RegularRepresentation[bb,a^3 + a^2] 

Out[6]= bb[12] 

 

In[7]:= RegularRepresentation[bb,{0,0,1,1}] 

Out[7]= bb[12] 

 

 

 PolynomialGCD[多項式１, 多項式２] 

 PolynomialGCD[多項式１, 多項式２, 変数] 

 

PolynomoalGCD[多項式１ , 多項式２] は有限体の要素に持つ一変数多項式を代入した

場合には、その有限体上でユークリド互除法を実行して最大公約因子を計算する。 結

果は常にモニック多項式を出力する。 
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In[8]:= PolynomialGCD[x^5+GF9[1], x^3+GF9[1]] 

Out[8]= x + GF9[1] 

 

PolynomoalGCD[多項式１ , 多項式２, 変数] はふたつの多変数多項式を第３引き数の

変数について実行する。 

 

In[15]:= PolynomialGCD[x^5+GF9[3] y ,x^3+y , x] 

Out[15]= y GF9[3] + y3  GF9[4] 

 

 

 PolynomialExtendedGCD[多項式１,多項式２] 

 

これは拡張ユークリッド互除法を使って多項式１ f1(x) と多項式２ f2(x) の最大公約

多項式 d(x) を計算すると同時に、 

                a(x) f1(x)  +  b(x) f2(x)  = d(x) 

なる関係をもつ a(x), b(x) も同時に求める。 結果は { d(x) , { a(x),  b(x) } } の

形式のリストで出力される。 

多項式は１変数多項式でなければならない。 また、その変数は不定元であると宣言さ

れていなければならない。 

 

In[10]:= DeclareAlgebraicVariables[GF9,x] 

In[11]:= PolynomialExtendedGCD[x^3-GF9[1], x^2-GF9[1]] 

Out[11]= {x + GF9[2], {1, x GF9[2]}} 

In[12]:= Expand[(x^3-GF9[1]) + ( x*GF9[2]) (x^2-GF9[1])] 

Out[12]= x + GF9[2] 

 

 ShiftRegister[リスト１ , リスト２] 

 ShiftRegister[リスト１ , リスト２ , 整数] 

 

フィードバックシフトレジスターといわれる処理で、リスト１を {a1, a2, ... ,an} リ

スト２を {b1, b2, ...,bn } とすると、結果は  {0, a1, ..., an-1} + an * {b1, b2, ..., 

bn} の計算した値となる。 

ShiftRegister[list1, list2,k] は k 回 ShiftRegister[list1, list2] を繰り返し

た値を出力する。 

 

In[5]:= ShiftRegister[GF2[{1,0,1}], GF2[{0,1,1}]] 

Out[5]= {0, GF2[0], GF2[1]} 
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 PthRoot[ 有限体の定数 ] 

 

”定数”の p 乗根を計算する関数。 p はその体の標数。  

Note: 素体の場合、 p 乗根の値は変わらない。 

 

In[10]:= PthRoot[ Z5[3] ] 

Out[10]= Z5[3] 

 

In[11]:= PthRoot[ GF9[5] ] 

Out[11]= GF9[6] 

 

注： いまのところ IV 型の有限体では働かない。 
 

 

 Variables[式] 

 Variables[ 代数名 , 式 ] 

 

組み込み関数の Variables[式] は有限体の定数も変数として出力してしまうので、改

良して有限体の定数は変数として出力しないようになっている。しかし、速度とのかみ

あいで完全ではない。 式が展開されている場合は問題なく有限体の定数を取り除いて

くれる。 そうでない場合は取り除けない場合がある。 

Variables[代数名 , 式] では ”代数名”の体の定数は出力から完全に除かれる。  

 

In[12]:= Variables[ X^2 + Z5[2] X Y + Y^2 ] 

Out[12]= {X, Y} 

In[13]:= Variables[Z5, X^2 + Z5[2] X Y + Y^2 ] 

Out[13]= {X,Y} 

 

 

 Polynomialize[リスト , 変数] 
 

”リスト”を ”変数”の多項式の形にする。 
In[14]:= Polynomialize[{Z5[1], 0 , Z5[2], 1}, x] 

Out[14]= Z5[1] +  Z5[2] x2 + x3 

 

 

 MinimalPolynomial[ 有限体の定数 ，変数] 
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”有限体の定数”は拡大体の定数でなくてはならない． ”有限体の定数”を根とする

基礎体上の最小多項式を出力する．”変数”は出力の最小多項式の不定元として用いる．”

変数”は自動的に基礎体上の AlgebraicVariable として宣言される． 

 

In[15]:= MinimalPolynomial[GF9[7],x] 

Out[15]= x 2 + GF3[2] + x GF3[2] 

In[16]:= % /. x-> GF9[7] 

Out[16]= 0 

 

 

15.  Mathematica 関数の改造 

 

９節で説明した関数以外のにも、次の関数は Mathematica 自身が元々持っている関数

であるが有限体上でも働くように改造された。 

 

Variables 

 有限体の定数は出力されないように変更。 

 

PolynomialGCD 

  有限体上の２つの１変数多項式の最大公約多項式を求める。 変数は不定元でなけれ

ばならない。 

 

Sqrt 

  有限体上の平方根を求める。 平方根が存在しないときはそのままの形を出力する。 

 

Factor 

FactorList 

 次の節で述べる。 

 

 

16.  Factor 関数 

 

Factor および FactorList 関数によって有限体上の１変数多項式を既約分解すること

が可能である。 有限体上の Factor , FactorList 関数を使うには、まず 

 

In[20]:= << Factor.m 

GaloisField Subpackage "Factor.m" was loaded 
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と Factor サブパッケージをロードする必要がある。  

 

In[21]:= DeclareAlgebraicVariables[GF9,Y] 

In[22]:= Factor[Y^2 +Y^5 +Y GF9[7] +Y^4 GF9[7] +GF9[8] +Y^3 GF9[8]] 

 

                     3             2 

Out[22]= (Y + GF9[1])  (Y + GF9[5]) 

 

多項式の変数は不定元として定義しておく必要がある。 間違っても DeclareVariables 

で宣言してはならない。 

 

In[21]:= FactorList[Y^2 +Y^5+Y GF9[7] +Y^4 GF9[7]+GF9[8]+Y^3 

GF9[8]] 

Out[21]= {{Y + GF9[1], 3}, {Y + GF9[5], 2}} 

 

 

17. Solve 関数について 

 

Mathematica が備えている Solve 関数を有限体上で使うにはいくつか注意が必要であ

る。 まず GF(23)上の２次方程式を解いてみよう。 

 

In[3]:= DeclareVariables[GF8,x] 

In[4]:= A= Expand[(x-GF8[3])(x-GF8[5])] 

Out[4]= x2  + GF8[4] + x GF8[6] 

 

In[5]:= Solve[A==0 ,x] 

Power::GF8[0]^-1 and GF8[0]^0 are undefined 

Power::GF8[0]^-1 and GF8[0]^0 are undefined 

Out[5]= {{x -> Indeterminate}, {x -> Indeterminate}} 

 

有限体の標数が２のときは働かない。２次のときは Solve 関数は因数分解出来ない時

は、根の公式を用いるようになっているようである。そのため、分母に２をかける操作

をするので標数が２のときは常に分母が０になってしまう。 しかし標数が２以外の場

合については２次方程式は正しく働く。  

 

In[8]:= DeclareVariables[Z5,y] 

In[9]:= B= Expand[(y-Z5[3])(y-Z5[2])] 

Out[9]= y2 + Z5[1] 

 

In[10]:= Solve[ B==0,y] 
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Out[10]= {{y -> Z5[2]}, {y -> Z5[3]}} 

 

有限体の３次以上の方程式に関しては既約分解しないようであるので結果は保証しな

い。 １次に関しては問題なく働く。 

 

 

18. アプリケーションプログラムの開発 

 

この Galois Field パッケージを使ったアプリケーションを開発ための注意を述べよう。 

まず、有限体の要素（定数）が原始元かどうかを判定する関数を作る例を考えよう。 

 

原始元の定義： GF(q) の要素 a が i=1,2,....q-2 について □ なら a を原始元と

いう。 

原始元の判定について、次の定理を使う。 

定理 7  GF(q) の非零要素 a が原始元であるということと次のことは同値である： 

         q-1 の全ての素因子 d1, d2, ...dr について、□ 。 

 

(1)  PrimitiveQ[x_]:=  

(2)   Block[ {q,d,i}, 

(3)    q = Order[AlgebraName[x]]; 

(4)    d = FactorInteger[q - 1]; 

(5)    For[ i= 1, i<= Length[d], i++, 

(6)      If[ x^((q-1)/d[[i,1]]) == 1, 

(7)          Return[False];  

(8)       ,]; 

(9)    ]; 

(10)   Return[True]; 

(11) ]; 

(12) PrimitiveQ[x_]:= False /; x == 0; 

 

上の例の（６）と（１２）を見てください。 このとき == の左辺の比較対象は "有

限体の定数" の形式であるが右辺は整数１である。 これは加法単位元と乗法単位元に

関しては 

 x == 1 ,  x != 1 ,  x == 0 ,  x != 0  

とできるようになっている。ただし左辺には変数は含んではならない（左右逆でもよい）。  

もし比較対象が有限体の定数にかぎらず多項式のような一般式が現われる場合は、 

 

      If[  Expr === 1 || Expr === AlgebraName[Expr][1], 
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のようにしなければならない。  

 次に、例えば GF2 という代数名を宣言すると、 

 

In[3]:= ?Global`* 

AdditionGF2 ConGF2Q     GF2         NZVGF2Q     Quit        VGF2Q 

AlVGF2Q     Exit        MultipleGF2 PowerGF2 

 

のようなシンボルが Global コンテキストに定義される。このうち 

 

AdditionGF2 ConGF2Q     GF2         NZVGF2Q     VGF2Q 

AlVGF2Q     MultipleGF2 PowerGF2 

 

は GF2 の計算に必要な内部関数である。これらは ClearAlgebra[GF2] を実行するまで 

Protect されているのでユーザはこれらの名前は使えない。 

 次に有限体の要素のオーダーすなわち、要素 a に対して、ak = 1 なる最小の正整数 

k を見つけるプログラムを考えよう。 

 

(1) Unprotect[Order]; 

(2) Order[alname_[x_Integer]]:= 

(3)   Block[{}, 

(4)      Cycle[ele_,k_Integer]:=  Block[ {d,i}, 

(5)          d = FactorInteger[k]; 

(6)          If[k == d[[1,1]], Return[k],]; 

(7)          For[ i= 1, i<= Length[d], i++, 

(8)              If[ ele^(k/d[[i,1]]) == 1, Return[Cycle[ele,kd]], ]; 

(9)          ]; 

(10)         Return[k]; 

(11)     ]; 

(12)     Return[Cycle[alname[x],Order[alname]-1]]; 

(13)  ] ; 

(14) Order[alname_[0]] := Return["Not available"]; 

(15) Order[alname_[1]] := Return[1]; 

(16) Protect[Order]; 

 

このような整数を "要素の位数" (order) という。 "体の位数" (order) と混同しない

ようにしよう。 Galois Field パッケージで関数として定義されているシンボルは全て 

Protect されているので、 Set 文の左辺に持って来たり、同じ名前の関数を定義は出

来ない。 もし同じ Order という関数名を使う場合、 Order は Protect されている

ので（１）のようにそれを外さなければならない。そして体の位数の Order 関数と区

別するために（２）のように引き数を正確に書く必要がある。（１２）で使っている Order



 31 

関数は体の位数を求めているのである。 このような例はきわめて危険な使い方である

ので、初心者には勧めない。 初心者には Protect されていない別の関数名を使うこと

を勧める。 
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