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写像理論によるスイッチング回路の一設計法

翁長健治＊

KenjiONAGA：Amethodofsynthesizingsequentialswiching

circuitsbymeansofmappingtheory．

約要

スイッチング回路（SwitchingCircuits）の入力，出力信号は電圧，電流，接点等の二値的状態によ

って表わされるが，これ等を二進数１，０に対応させたとき〃佃の時域をもつ信号の集合は〃次尤

立方体の頂点に各々対応し，入力信号より出力信号を得るスイッチング回路の伝送作用は，入力信号

に対応する，ｚ次元立方体頂点の出力信号に対応する頂点への写像として理解される。

一般化された論理否定なる写像を導入し，一つの頂点を立方体の重心に対しその対頂点に写すとい

う意味で各写像を類別された九次元空間（L,､）の部分空間（Ａγct）の重心に位置づけかつ結合ｕ，ｎ

をもつＬ〃の部分集合Ａγ⑰の双対自己同型写像である事を明らかにする。更に一般化自己保持写像

を導入し，九次元空間への位置づけを行ない，結合ＵをもつＬ犯の自己準同型な写像である事を明

らかにし，一つの頂点を他の如何なる頂点へも写す写像函数（又は伝達函数）が存在し，これら二種

の写像の積.，結合（ｕ，、）による函数として表わしうる事が示されている。

これら写像の回路的実現を，入力出力信号がクロック信号に同期的である場合に明らかにし，同時

にクロック信号を持たない非同期回路（AsychronousCircuits）では一つの頂点から〃次元立方体のす

べての頂点に対･応する出力信号を得ることは出来ず，かぎられた出力の範囲がある，一つの頂点を他

の任意の頂点に写す写像は時域を保存するものであるから時間を測る意味でクロック信号を必要とす

る事を示した。

写像の積．，結合ｕ，ｎを演算としてもつ写像函数の緒性質を調べた。

Ｉはしかき

SwitchingCircuitsの解析，設計に関して今日までに多くの研究がなされている。入力の各時域に対

し出力の状態が一意的に定まるようなCombinationalSwitchingCircuitsの問題はその基礎が完成さ

れ回路素子の励起状態と素子の実動状態との時間遅れを意識的にとり上げ，動作時間の不確定さを老

Mxに入れた理論が完成し誤動作をおこなわないような回路の構成が可能である!)2)3)。

一方同一の入力状態に対し一意確定な状態が存在せず入力信号の配列いかんにより出力状態が変化

するSwitchingCircuits-つまり現在の入力状態だけでなく，それ以前の入力の歴史が影響をおよ

ぼすようなSequentialSwitchingCircuitsの問題は，Ｄ・ＡＨｕｆｆｍａｎらによって研究されの5)6)，How

chartと呼ばれる回路状態の時間的遷移を表わした図表を用いる事によって解決が試みられている。

各時域で二値（１または０）をとる〃時域の時系列信号は総数2施個あり，その数は〃の増大と共に

指数的に増加しそのとりあつかいはきわめて繁雑になる。この事実は効果的な処理操作を確立する事

＊琉球大学腱家政工学部電気工学科
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が問題解決の鍵をなしている事を暗示している。ここでは入力信号を〃次元立方体の頂点に対応させ

る事により，回路の伝達作用を頂点より頂点への写像という幾何学的，写像論的意義を与える事によ

って解決しようとするものである。ここで取扱うスイッチング回路は同期回路(SynchronousCircuits）

に限り，非同期回路（AsynchronousCircuits）は導入された一般化写像が回路的に実現出来ない理由

と，取扱っている信号がそれぞれ明確な時間幅をもつ時域の系列（Sequence）よりなるものであると

いう前提に立っている事により除外する。

同期回路とは次の性質をもつ回路の事である。

（ａ）入出力端子は如何なる瞬間にても，二つの状態のうちいずれか一つしか取れない｡すなわち電

圧,電流があるかないかのいずれか一つ｡又は接点が閉じているか開いているかのいずれか一つ。

（ｂ）回路の状態は同時間々隔をもつ時域において一意的に定まる。

エ学上の不明な点をなくするために次の三つを附加する。

（ｃ）一般にswictching回路には，時域を測るｔｉｍｉｎｇ（clock）信号があり特にリレー回路には接

点の規則正しい開閉に必要な装置がある。

（ｄ）入力，出力はclockと同期的に起る電圧電流のパルス又は接点の開閉の形を取る。

（ｅ）ｃlockのくりかえし周波数は回路動作に悪影響を及ぼさない程度であれば変化してもよい。

非同期回路はclockを持たず時域の幅が確定せず入力自身によって決められる回路のことである。

入力出力の端子数についてはそれぞれ一個の入力出力端子をもつ回路に限定する。

Ⅲスイッチング回路信号の幾何学的表示

'2個のＪｉ１ｆ本ベクトルＦ１，の，ｅ３…c犯を用いて，

”

Ｌ"=Ｍｒｉ=貝ｽｶﾞﾉ`'）ここでんﾉｰ''0
により定められる〃次元ベクトル空間を考えると，Ｌ〃は各辺が長さ１である’ｚ次元立方体の２施

佃の頂点の集合をあらわす。また各頂点は各時域において，電圧，電流の存在する状態または接点の

閉じている状態を１に，しからざる状態をｏに対応させたときの〃時域よりなるスイッチング回路

の信号の時系列

工i＝(ﾉＭノー1,2,3……2〃ノー1,2,3,……〃

に－対一に対応する。

この集合に順序をつけ結合として論理和ｕ論理積ｎを導入すれば，Ｌ〃はこれら結合について'2

次元立方体の幾何学図形をそのままHasseの図形としてもち，論理否定なる写像をほどこせば柿元に

なる事，更に結合Ｕ，ｎに関して分配律が成立する事からＬ,zがBoole束をなしている事が明らか

にされている7)。

現在までに知られている雑木的な写像としては論理否定１Ｖと論理自己保持Ｈの二つがある。各

々次のように定義される？)。

Ｍ工i)＝(ｽtjjv)＝(１－ｽｆｊ)ＥＬ"，ノー1,2,…〃

Ｈ(rj)＝(んｊＨ)ＥＬ"，ルノーＯノー１，２，…ん－１，ルー１で他は任意の時

ノlfjH＝Ｏノー１，２…た－１，

ｽｶﾞﾉH＝ｌノー虎,ﾉｾﾞ＋1…〃

第１図はＬ４の各元に写像凡Ｈをほどこした時各頂点がどのように移されるかを示したもので

ある。Ｎによる写像を点線で，Ｈによる写像を実線の矢印で示し矢の向きは元からその像へ向って

いる。００００，０００１は写像Ｈに対し不変であるから太い点で示してある。
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Ｌ〃の元jrfは否定写像Ｎによって像Ｍ工i）に一対一に

対応し，自己空間内Ｌ〃への写像でありかつNCrdUgrj）

はＮ(jri）nlv(r/）に，1V(工ｉｍｌｖ）はMjrf）ulv(エノ）

に一対一に対応しているのでＮを分配する時ｕとｎと

の交換を行なえば自己同型写像の諸性質を満足するので，

双対（dual）という字を冠して双対自己同型写像という事

にする。自己保持写像ＨにてＬ犯の元工ｚは像HCri）

に移され－意的に定まるが，像Ｈ(rz）に対応する原像は

一つとは限らない。任意の二元”，`rノをｕまたはｎで

結合したものの写像については

Ｈ(jrfUrj)＝Ｈ(工z）ＵＨ(エノ）

Ｈ(工Ｚｎ巧)＝Ｈ(rd）ｎＨＣｒｊ）

だから，結合Ｕについては自己準同型の定義を満足して

いる。

｛HCri)）はＬ"＝{工f｝に準同型であり，Ｈ(工i）に対応

するＬ犯の元の全部を集めて一つの集合とするとき，Ｌ〃

の一つの元工zは｛Ｈ(rf)｝のＩＭｉｉ－の元に対応するからＬ,‘

は互に共通な元を持

Ⅱ0

1００

０００１0０００

たない組に分けられ

筋Ⅱ屋元宕巻澱Rh熟裏燃蔓鮓｡これを類とい
の矢印．矢の向きは像の方向。 う。

AtransfOrmationDiagramforL4例えば〃＝３のと

mappedbyoperatorsHandN・き
ＴｈｅｍｏｖｅｍｅｎｔｏｆｅｌｅｍｅｎｔｓｏｆＬ４

｛０００}，｛００１}，
ｉｓｉｎｄｉｃａｔｅｄｂｙｓｏｌｉｄａｒｒｏｗｓｆｂｒＨ

ａｎｄｄａｓｈｅｄａｒｒｏｗｓｆｏｒＮ，respec- ｛010,011}，

tively． ｛100,101,

110,111）

写像1ＶとＨの〃次元立方体との幾何学的関係は，Ｎが

一頂点を九次元立方体の重心に対し対称な頂点への移行を生じ

させ，Ｈは前述の類別を行なったときその元の属する類の最高

元への移行を生ずるdここに元を数の二進法表現とみなしたと

きその数の大'｣､により元の大小を定めて順序をつけ，そのうち

最大の元を最高尤と呼ぶ。後者は写像Ｈの定義と類別の仕方

から明白，前者は数学的帰納法により容易に証明される。

〃＝１のとき直線の重心で第２図（a）の如く正しい。〃＝２の

とき

面の重心で（b）の如く正しい。

今〃＝たのときI否定写像がた次元立方体の重心に対する対称

な頂点への移行である事を仮定し〃＝ん＋１のときにも同様で

ある事を導く。（た＋1）次元ベクトル空間はた次元ベクトル

Y4I§i間にもう一つの基本ベクトル“+，を加えて作られる。今一

つのハ次元ベクトルをＡ＝(ﾉＭ３…ﾉ１k）スノー1,0ノー1,2,…ハ

第２図否定写像１Ｖの〃次元立方

,体重心への位置づけを証明する

ための図

Anecessarydiagramforpro-

vingthetheoremthatthenega-

tionopeｒａｔｏｒＮｉｓｐｌａｃｅｄａｔ
ｔｈｅｃｅｎｔｅｒｏｆ〃一dimentional

hyper-cubeL,，
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としこれにもう一つの基本ベクトルｅ施十，を加えて出来る平面を（c）に示す。（Ｍ）の否定は（１１Ｖ

（Ａ)）で，（0ＭＡ)）の否定は（1Ａ）で各々重心の対頂点にある。仮定により，Ａと１V(Ａ）はた

元立方体次の重心に関する対頂点にありしたがって第２図（c）の重心は（ん＋1）次元立方体の重心

になっている。

つぎに写像ＭＨに演算として4ｸﾞ:像の乗法．，論理和ｕ，論理積ｎを導入したとき写像函数族

/UvbLL．，ｕ，、）により－つの入力元より生成される出力元の範囲には制限があり，すべての頂

点への移行を行なわせ得ない。これはつぎのようにして二部に分けて証明される。

証明に先だって写像〃ルノ"２と結合α＝｛ｕ，ｎ｝が与えられており〃z,(ri)α"z2(rz）が存在すると

き（"2,α"22)い)＝"z,(工`)α"`2(rii）と定義する。乗法については，〃1,"22(ヱガ)＝'",{'''2(r`)）と定義

する7)。

（a）先づ入力元８１＝(ん）がスi＝ん+，（i＝1,2,…"－１）なる条件を満足するならば（これを素元

という)，任意の出力元を得る写像函数／(ＭＨ．，ｕ，、）が存在する事を示そう。

一つの与えられた入力元より任意の出力元が得られるための必要かつ充分な条件は，基本ベクト

ル,1個を生成できる事である。例えば〃＝４の場合８，＝(l010orO101）なる入力よりｅ,＝0001,

Ｇ２＝0010,Ｇ３＝0100,α＝１０００を生成する写像函数刀,/2,J/b,たが存在する事である。素元は１０１０

または０１０１と二つあるが否定写像によって互に他に変るからどれを採用しても一般性を失わない。

0101なる素元を採用する。

前記の類別を行なったときの各類の最高元（111…1)，（0111...1)，（0011…1),……(00…01）を各

々z↓，zU-]，Lz-2,…Ｉｉと記せば

Ｌ＝ＨＭ８Ｉ）＝ＨＭ８Ｉ）

几-,＝Ｈ[Ｅ(８１)Ｍｄ＝Ｈ(８Ｊ）

４２＝〃[MOI)Mz-l]＝Ｈ[ＺｖｎＨ](βﾉ）

Ｌｕ-3＝Ｈ[ﾉ？(８１)ｎ４２]＝Ｈ[Ｅ、[ICvnH)](βﾉ）

几－２.＝Ｈ[Ｍ８Ｉ)nIh-2z+,］

Ih-2t-,＝Ｈ[Ｅ(８１)nL0-2t］

しかしここでＥ(β')＝８，で自分自身に写す写像で単位写像と呼ぶ。

基本ベクトルは

ｅ〃＝ＬｎＭＩｈ－,）

ｃ"-】＝Ih-1nlv(ﾉｶ-2）

α＝ＩｍＭＬ,）

例〃＝３のとき

ｅ３＝(loo)＝(ｍｖｎＭＹ)(010)＝ＩＶＨ(010）

Ｇ２＝(010)＝{ＨｍＶＨ(ＮｎＨ))(010)＝Ｅ(010）

ｃ,＝(001)＝{Ｈ(ｌＶｎＨ)ｍＶＨ[ＥｎＨ(ＮｎＨ)]}(o10）

＝(Ｈｎｌｖ)(o10）

(b）つぎに入力元０２＝(ん）がハキル，（/＝1,2…"－１）なる条件をiiMi足しないときは蛙本ベクト

ル群を全部作ることは出来ない。ｑ()しルール,＝…＝恥+αなるとき‘k，“+,,…'施十,,jなる（‘＋l）

佃の基本ベクトルは生成出来ない。

二つの元”＝(α,!)，鉱ノー(β`）があって

α脆＝α臘十,＝…＝α脆十`，β,､＝β肺+,＝…＝βｌｗ
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なるものとすると

Ｈ(工`)＝(αcH）にてα応H＝α施十,Ｅ＝……＝α"+ａＨ

Ｎ(ri)＝(αeⅣ）にてαkjv＝α化+,Ⅳ＝……＝α脆十`ｊｖ

工ｆｕｒノー(7e）にて７k＝7k+,＝……＝7ｋ+ｄ

工i、ノー(6e）にてD脆＝6k+,＝……＝恥ｄ

なる関係が成立する。Ｈ１Ｍｎ，ｕ，．よりなる任意の写像函数を０J＝(】f）ルースNC+]＝…＝川ｉｚ

なる入力に作用させると，結合乗法の定義にしたがって逐次減算を行なうとき上の四つの操作の縦

返しになるから

Ｊ/(ＨＭｕ，ｎ，．）(8J)＝(＆)，÷脆＝`k+,＝…＝ﾋﾞﾙ+側

が常に成立する。前段(a）と合せ考えると，０Ｊより生成しうる基本ベクトルはＦ１,α,…〔，k-wk+(,+,，

……`,`の（'１－‘－１）佃であり，‘ん，ｃｋ十!……ek+αは求められず
ａ

ｅ化α+'＝Ｃｌ上＋CHC+,＋……＋ek十m＝己c化十ｔ
ゴーＯ

なるｉ夏合ベクトノレとして成生される。

一般に

０１＝(ｽi)，恥,＝ん,+,＝……＝ん,+(、CII二ｏ

ｈ２=ｽﾊ６２+,=……=恥+α２`2二0

ﾙﾉｰﾙﾉ+,=……=ルノ+mjaノヱo

ハ,＋‘,＜A2，ハ且＋cJ2＜A3,……たｺﾞｰ,＋‘'-1＜ﾙｺﾞ

なる入力元より生成される出力元の集合は

'

８｡＝(§、１５m＝ヨスmiekid汁'｝
ゴー１

しかしス､f二=１またはＯ

で表わされる。

我々が今まで取扱って来た，そしてこれから取扱わんとする信号は明確な時域をもつ時系列とした

から上述の結果が出て来るのは当然である。なんとならば，ＮＨｕｎ・によって構成されるスイッ

チング回路は受動的であり時域はすべて入力信号によって決定される。今入力信号（または元）が

010011であるとした場合に非同期回路は第三時域を第四時域から，第五を第六時域から区別する手

段を有しないので0101という信号と全く同様に解釈する。したがって時域の判別には時計つまり

clock信号が必要であり入出力信号はそれに同期的である事が要求される。

ⅢＩ一般化された否定，自己保持写像

我々は写像○V）Ｈ)，結合（ｕ，、)，乗法（・）によるだけでは入力元から任意の元を生成出来な

い事を知った。その理由としてｃlock信号の欠除による時域判別不能と解釈したが，これを,,次元立

方体の頂点間の写像の立場からみると写像の種類が足らないからであり，写像Ｈが準同型であって

元とその像との間に一対一の対応がないためである。次の考察に導びかれて，否定と自己保持の写像

を一般化する。

第３図にて，上方の部分空間の立方体は三次元の立方体を（1000）の方向に１だけ移動させたもの

でありＬ３の元の頭に１を附加して得られる。最高位にある元素（この場合１）はそのままにし，他

の元素はその否定を取るような写像を考える。例えば
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１：011--→１：１００

'’’０
’１１１

この写像をＭと書けば第３図に示してある如く上，下

立方体の重心に位置づけられ－対一対応を与える。今まで

考えて来た否定Ｎは元のすべての元素をその１の補数に

する全称否定ともいわれるべきものであり，IV1は部分否

定と考えられる。

'’０

1０１１

定義最高位の元素より数えて?-番目まで肯定し('一＋1）

番目以下を否定する写像を（'２－７?）位の否定と呼び１Vｳ．

で表わす。
１１

【
４

例，０，，０坐O1oo1
M11001皿10001

ZV310101IM110111

M10110ZV;＝Ｅ

同様にして一般化自己保持写像は次の如くである。 ０１１

青言下霜萱鰄識藤鯛鱸’○・・・J.｡｡L｜
ぴ風・で表わす。 第３図否定写像lVb,ＭのＬ４空

間内での位置

例 ，０，，０竺,,,,，Theplacementofnegationoper‐
ators，１VｂａｎｄＺＶＬ

ＨｉｌＯ１ｕＨ２１０１１１

ＨＢ１０１１１Ｈ４１０１１０

Ｈ５１０１１０Ｈ４＝Ｈ５＝Ｅ

今〃次元立方体の元の集合Ｌ”を次の如く分類する。Ｌ”のある元βα＝(Ｘｑｆ）があって，これに対．

し任意の元０通＝(んi）が

ス錘｡＝Ｘｑｆｉ＝1,2,…ハ，-くれ

ス“＝任意ｉ＝γ＋１，γ＋2,……７ｚ

α＝二進数(几α,ｽＱ２…胸）を十進数で表わしたもの

なる関係を満足するとき，これを集めると規準となる元βαによって，幾かの異なった集合の集り

Aγ⑰(γ＝0,1,…,z）が出来る。

〃＝４の場合

，
，
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ｙ
９
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Ｕ
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Ｕ
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｜i三騨溌糧議蕊
｛全'二(器量:'二(;Ｗ…

ACOは〃次元ベクトル空間，A1oA11は各女（"－１）次元ベクトル部分空間をなし，一般には，Ａ,.ｄ

(`＝0,1,2,…2,.-1）は（"-7-）次元ベクトル部分空間をなしていることが容易に分かる。ハルは最高

位の元素（左端）より７．番目まで肯定し，（,-＋1）番目以下否定し，集合Ａ,Jzの各元をお互に一対一

に対応させる。かくてつぎの定理をうる゜

定理（"-,-）位の否定写像ハルは（"-,-）次元ベクトル空間のなす立方体Ａｒ(zの重心に位置づけ

られる。しかしM-2は二次元つまり平面の重心にあるがＡ"-2(Z（`＝0,1,2,6..2"-2-1）によって

決まる平面だけに限られる。１Vｹz-，にても同様でＡ"-,⑰（α＝０，１，２…，２躯-'－１）で決まる直線上

にある。Ｍ＝Ｅ、

更に次の分類を行なう。

ス⑩ｶﾞｰｽαｶﾞｶﾞｰ１，２，…7‐７.これ

ス⑰｡＝】αf＝１ｶﾞｰﾉｰ＋１

ス鰯i＝任意／＝r＋２，７－＋3……，ｚ

ｃＺ＝二進数（ｽα,ｽＱ２…川）を十進数で表わした数値

なる関係を満足する元を集めると，規準となる元βαによっていくつかの異った集合の集りＢ,`(７－

０，１，…，z－１）が得られる。

例〃＝４の場合

BOO＝(1000,1001,1010,1011,1100,1101，1110,1111）

｛:j=筈:柵登柵；

｛:::二(翻淵量;三脚器）

’1識;繋鮒
，=(ｽ，をB,川元三子)れぱ恥`=品`ら写像凪をほどこせばB,叩最高元に移る｡舵不

等式２ｌｂ-'二‘＜2〃を満足する数とすればＢｒｍはＢγ_んｏに含まれる。Ｈｂから凪-,までの写像をＢｒ、

の元にほどこせばやはりＢ,@の最高元に移る。

定理写像凪-,,凪をＢｒ(zの元にほどこせばＢｒａの最高元に移る。Ｈｉ（ゴー0,1,…γ）をＢ,ｐ

の元にほどこせばＢ,ｏの最高元に移る。

〃＝５として，一般化された否定写像の位置を第４図の(a)に示す。繁雑をさけるため基本ベクトル

の長さを異ならせかつ写像の向を示す矢印は省き写像を重心に置いてある。（b）にて一般化された自

己保持写像は重心におかれ，矢印によってその部分集合Ｂγαの最高元への移行をしめす。つまり瓜

が記入されている位置を重心としてもつ立方体の各頂点はＨによって矢印の方向にある頂点に移る。
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'

Ａ

、

OＯＯＯＯＯＯＯＯＩ

ＪＵＵＯＵＴＯＵＯＯ

第４図（a）一般化否定写像ハル(γ＝0,1,

2,3,...4）の凸空間内の位置

ThePlacementofthegeneralizedneg-

ationoperatorsjMG＝0,1,2,3,4）

inthe5-dimentionalhyper-cubｅＬ５

第４図（b）一般化自己保持写像研（γ＝０，

１，２，３）のＬ５空間内の位置

ThePlacementofthegeneralizedself-

holdoperatorsHケ（γ＝0,1,2,3）ｉｎthe

５－dimentionalhyper-cubeL5

（a）図にてＡ点に相当する10100よりＥ点（00110）への写像を考えてみよう。

（１）Ａは1Vｂにより５次元立方体の重心の対頂点Ｂ（01011）に移される。

（２）ＢはＭにより平面の重心の対頂点Ｃ（01000）に

（３）ＣはＭにより，（00111）に

（４）ＤはＭによりＥ（00110）に移される。

故に00110＝ZVWiMZVb（10100）

同様な考察によりZVMVWiMでもよく一般に乗法は順序によらない事が分る。また別解としてlVWi

ZVbHhも得られるがＮとＨとは可換でない。

（b）図にて，Ｈｂにより頂点ＡCDEのいずれか一つへ移行，Ｈ１によりABCDEGのいずれがへ，

ＨｈによりABCDEFGHへ，、によりABCDEFGHのいずれかへ移行する。

（４

▲０

句

Ｉ

Ｉ
ｐＬ０

Ｎ
Ｕｖ４

３

iiv4

'１１２
Ｌ－－Ｎｆ
Ｎ３

1、Ｉ

Ｂ￣￣
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Ⅳ一般化写像の性質

βｚを入力元，βｏを出力元とすればβZEL腿，βOEL〃であって，Ｌ〃は写像団（Ｈｉ１ＶＤ結合団（Ｕ

ｎ）乗法（。）による算法が定められた時，代数系をなすといわれる。我々は前節までにこれら算法

を部分的に定めたがここで新めて明確にし，かつ運算規則を確立せんとする。

βα＝(ｽｑｆ)ＥＬ"，βb＝(ﾉＭＥＬ加とする。

元間の結合βｑＵ８ｂ＝(max(】α6,ス０６))ＥＬ”

βａｎ００＝(ｍｉｎ(】ａｔ,スbi))ＥＬ鯛

写像間の結合〃"＝(Ｈｔ,Ｍ)，α＝(ｕ，、）とし,"f(βα)α,"j(β仏）が存在する時

（ｿ，zia？'zj)(βα)＝'"｡(8α)α、j(８｡）と定義する

写像間の乗法ｿ"６７"ｊ(0α)＝，"t('７ｚＪ(βα)）ＥＬ躯

（i）定理写像ハルは結合をｕ，ｎとするＡγ⑰（γ＝0,1,…"，‘＝０，１，２，…2γ－１）の双対自己

同型写像である。

証明写像ハルは，Ａ,‘の元とＺＶＸＡｒａ）の元を一対一に対応させかつＡｻﾞαとZVi.(Ａ,.‘）が集合

として等しく，元間の結合αがあって任意のＡｒαの二元５，，死０に対･し１Vｹ(“α幼）をハル

（zα)α１Vゆり）に一対一に対応せしめることが可能なときＡ１．．の自己同型写像といわれる8)9)。

今までの考察によって，写像ハルはＡγｄとＺＶＸＡγd）の元を一対一に対応させかつ両者は集合

として等しい事は明らかである。

ｍα,死bEAiJzェα＝(Xqi)，１，b＝(ｽbf）とすればＡｒ(zの定義よりスα`＝ＸＤｉｉ＝1,2…γ

ｍｍｒｏ＝(56)，苑｡Ｕ工b＝(虜）とすれば

畠＝ａ'＝ＸＱｶﾞｰｽb6i＝1,2,…7‐

二二霊二二二:lルー汁い”
となってい、、b)ＥＡ,.｡'，ＣｒｑＵｒｂ)ＥＡ,.ｄが成立し結合Ｕ，、が導入出来る。

次に

zvi(ｇｍｎエ6)＝(り｡)，NKjm）uzvXmb)＝(ワガ'）

とおけば

りf＝ﾜｲｰｽαｶﾞｰｽ､ｉｆ＝１，２，…７

１三翻蹄卜+ぃ鍵
となるから

ﾜｶﾞｰﾜｶﾞ′ｆ＝１，２，…７２

．．．ZVi(ｍａｎｍＤ)＝ZVi｡(j）UZVX工0)EＡｒ(ｚ

全く同様にして

ＺＶＫ工ａｕｑ,b)＝ZVXｴα）ｎＭ.(死0)ＥＡγα

を得る。Ｍ・を分配した時ｎをｕに，ｕをｎに変えるという双対`性が現われるので双対`自

己同型な写像という。

（ii）定理写像Ｈ・は結合としてＵをもつＬ池の自己準同型写像である。

証明写像ＨはＢ,‘（γ＝0,1,…，z－１，‘＝0,1,2,…2γ－１）なる部分集合の各元をその最高元

へ移すので，Ｂ,.〃の各元はその像に一対一に対応するが，像は唯一の元の像であるとは限らない。

L－－
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更にＬザルの任意の二元工α，苑、に対し

ＨＸｂｍＵｒＯ)＝(③とおけば

畠＝ｍａｘ(地,スｏｆ）ｉ＝１，２，…γ

畠=(１１ニエkr±三二{;;ｈＨ

上かし…(恥ル鬘{！｛二Ｗ+Ｈ
なる時である。

次に

Ｈｉ(Zrα）ＵＨＸ鋤)＝(ど/）とおけば

畠'＝ｍａｘ(】α‘斑．,スbiz〃)＝ｍａｘ(肺,スbi）ｉ＝1,2…γ

罰=…(胸野川電)={’二期±三二!;ﾅＨ
となるから

身＝畠′ゴー1,2,…〃

．.．ＨＸ範Ｕ幼)＝Ｈう(gca）ＵＨＸｴb）

が成立し自己準同型写像の定義を満足する。

バー１とすれば，」ＦＺはＢｒａの自己準同型写像である事も|ﾘ]らかになる。

(iii）定理7＞βCEL郷Ｑ＝１，２，…のなる元の結合Ｕ，ｎに関する函数Jf；ｇがあって

ｊＦ(0,&,…β〃)＝g(8,&,…β脆）

が成立しβz＝''2t(８）（i＝1,2,…た）なる写像?"zが存在するとき

Ｊf("2,,'7Z2,…，"H，)＝g(772,,ブ"2,…？?Z"）

証明

八0,,82,…βH『)三f(''2,(8),,"2(8),…ｿ"ん(8))守(，",,ｿ'22…，"脆)（８）

ｇ(8,,82,…ﾀﾙ)＝９０７Ｊ,(8)，ｿ?z2(8),…７７z〃(β))＝g(，）'1,ｿ"2…"zﾉb)（８）

．.．/Ｃ'’1,？"2,…'"ＩＣ)＝g(?，'1,〃22,…，"胸）

例えば

Ｊ/(８，&,０３)＝{０，ｕ（０，，０２)｝ｎ０３＝０，、８ｓ

〃,＝｣Ｍ(8)，０２＝ｊｖＸ８)，０３＝凪（８）とすれば

｛Ｍｕ（ＭｎＪＭ)｝ｎ凪＝ＩｖｔｎＨ．

(iv）（i）(ii）より導びかれる一般的な演算規則は，０１,此…β脂ES,,ＬＳ，凪亡Ｌ躯とする。写像〃’が

結合をαとするＳｈ,の自己同型又は自己準同型写像とすれば

ソ，ljF(8,,02,…8脳,α)=了('九(８，),''2(０２)…"z(０MF)，α）が成立する。

凪はＵを結合とするＬ泥の自己準同型写像だから

Ｈｉｊｆ(βＬ８２…β臘，Ｕ)＝j/(H}(８，),Ｈ｝(０２)…Ｈ(β化)，Ｕ）

Ｚｖｂは結合をｕ，ｎとするＬ〃の双対自己同型写像だから

ＩＷＣ(β力82,…β脇，ｕ，、)＝J/ＵＶb(βi),ZVb(８２),…Ｍ(ﾀﾙ，ｎ，ｕ）

とｕとｎを入替る。

１Ｖｳ･はＡ,.αの自己双対･同型写像であるから8,,02,…β魔ＥＡｒｍのとき上式と同様な式が成立する。

(ＤＭⅢ…程{急リニ譽菱
(vi）Ｈｉ，z＝Ｈｉ，ＨｉＨｔ＝ＨｔＨ－Ｈγ≦／
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(vii）右分配律は定義より常に成立する

例（ＺＶｍＨＤＨｔ＝1V〉ＨｉｎＨＨｉ

（ＭＵＨＤＨｉ＝ｌＶｊＨｔＵＨｹＢｉ

左分配律については，’'2,(8)，，"2(8)ＥＳ、で〃２３がＳｍの自己同型又は準同型写像ならば

〃２３(ｿ",α'''3)(8)＝("z3''2,α'"3'"2)（８）

が成立する。

例βＥＬ,zならばＨケは結合Ｕ，Ｍは結合ｕ，ｎに関して準同型及び双対的に同型だから

ＨＸＭＵＨｔ)＝HIVIﾌﾞＵＨ）Ｈｔ

Ｍ(ＭｕＨｉ)＝ｌＶｂＭｎＭＨｉ

Ｍ(ＭｎＨｉ)＝lVblVﾌﾞｕｌＶｂＨｔ

が成立するが片Ｏのとき

Ｍ(ＭｕＨｉ)＝ＭＶ)nZViHi

zvt(lvjnHt)＝ＭＭｕ１ｖｔＨｔ

(viii）ハル同志，」H；同志は可換。１V6とＨ）とは可換ではない。

ＺＶＷｉノーZVyViH)Ｈｉ＝ＨｔＨｊ

ＭＨｊ＝Ｈ)Ｍ

(ix）○二二(００…0)，Ｉ＝(11…1）とすれば

HNH〔の={６

(蕊){騨脇=＠

Ｖ回路構成

我々はここに一般化された否定，自己保持の写像を導入したが実際にこれらの写像が回路に実現出

来るか否かの問題が残されている。すでに各時域を判別するためには，ｃlock信号が必要である事を

指摘したので，一般化された写像が時域判別を要求している事からｃlock信号と同期的にはたらく回

路でなければならない事があきらかである。以下リレー回路による構成を求める。

（a）肌写像回路

入力をあらわすリレー接点の動態をｚとし，出力の状態又は出

力リレーの励磁状態をしめす函数をＹ，その接点の動態をｙで表

わす。今Ａｒを補助のリレーとしてその接点の動態をαγで表わ

し，正とαγの否定（回γで表わす）を直列に，苑の否定（〃）と

αγを直列に接続し，両者を並列にしたものでスイッチング回路

を構成すればＹの励磁状態は次式で示される。第５図

Ｙ＝(j、αγ）ｕＣｒｎ瓦γ）
第５図肌.写像を行なう

第一時域より第γ時域までαγ＝０，グγ＝1，第（'十1）時域以下
リレー回路

Thenetworkwhichperforms第九時域までαγ＝１，面'－０となる様に補助リレーを動作させる
lWmapping ならば

第一時域より第γ時域までＹ＝ｚ

第（γ＋1）時域より第７z時域までＹ＝兄

となる。つまり第一から第γ時域までの入力を肯定し，第（γ＋1）から第冗時域までの入力を否定す

恒
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る回路となり正に我々が１１１で定義した第（'2－'一）位の否定写像1V〉.を与える。

つぎにclock信号（10101…）により上述の出力動態をもつＡ,､の回路について調べる。ＡＣ'ルー

の励磁状態ＡＣは（111…1）で１１に述べたＺ`にあたる。同様にＡ１＝１m_,…Ａ,＝Ih-rとなる。

ｃlock信号をｃで表わせばＡＣは次式で与えられる

ＡＣ＝Ih＝Ｈ(Ｏ＝ＣＵａ０

同様に

Ａ１＝４，＝Ｈ[１V(C）ｎＬ]＝Ｈに、（ＣＵａｏ)］

＝Ｈ[Ｃｎａ｡]＝(５ｎａｏ）Ｕα，

Ａ２＝Ｈ[Ｅ(C）ｎＡ,]＝Ｈ{Ｃｎ［(６ｎａｏ）Ｕα,]）

＝Ｈ[ｃｎａｌ]＝(ｃｎａ,）Ｕａ２

一般には

Ａ２Z＝(ｃｎａ２ｉ－,）Ｕａ２Ｌ

Ａ２ｆ+1＝(cna2d）Ｕａ２ｉ+１

接点又はスプリングの数を最小にするためｃ接点の共用を行う。Ａ２i+，リレーは２/時域にはまだ励

磁を受けていないからゐi+,＝１である。これをＡ,ｉの励磁函数に次の如く挿入する

Ａ２i＝(ｃｎａ２ｉ－,ｎ丘2t+,）ｕａ２ｉ

この操作をＡ２f+３，Ａ2t+5……について行なえば

Ａ２f＝(ｃｎａ２ｆ－,ｎグ2t+,ｎ瓦26+３，…）ｕα”

となる。この励磁函数は複雑になり一見して所用接点数は増加するように思われるがトランスファー

接点の使用により他のリレー群との共用が可能であるため全体としては減少する。同様に

Ａ２i+,＝(５ｎａ２ｉｎ丘26+２，〃26+4……）ｕａ２ｚ+，

Ｏ７ ｑ５ Ｑ３ ｄＩ

第６図補助リレー群Ａｒ（ﾉｰ＝０，１，２，

…"）の回路

αγはＡ,、の接点，

ｃはclock信号を表わす

Thenetworkwhichenergizesthe

AuxiliaryrelaysA『（'－０，１，２…"）
αγrepreseutsacontactofthe

relayAγ

crepresentstheclockinput．

三ｎＡ８ｒｒｌＡ６ｎｎＡ４ｎコハュロコＡＣ

。Ａ１口□Ａ７口□Ａ５口。Ａヨロロノ

結線図を第６図に示す。補助リレーの数は'2個あり，使用され

る接点（スプリング）総数は２"＋3("－２＋1)＋2＝5'z－１個であ

り，トランスファー接点を用いない時には（2＋2＋2)"＝6〃佃を

必要とする。

（b）自己保持回路

容易に第７図を得る。

Ｙ＝["ｕ（αｒｎｙ)］

第一より第γ時域までＹ＝工

第（γ＋1）時域以下第九時域までＹ＝工Ｕｙ

であり第（'２－７）位の自己保持写像の定義に合致する。

!；

第７図Ｈ）写像を行なう
リレー回路

Thenetworkwhichperforms
H｝mapping．
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（c）写像函数の存在定理

我々は一般化された写像の導入により入力元より任意の出力元を生成する写像函数が存在すること

を暗示して来たがここで証明する。

定理すべての写像函数は少なくとも
"

Ｍ＝Ｚｒ(ｽｶﾞIVt）
⑰＝Ｏ

しかしスガー1,0でス`＝１のときス風Vt＝Ｍ

スーＯのときスガＭ＝Ｅまたは記入を省くと規約する

の形で表現することが出来る。

証明入力元および出力元の対応する時域を比較するに，出力は入力の肯定であるか否定であるか

のいずれである。入力０２，出力００としＭＮ２+’なる写像により０１の（汁1）番目の時域だけが否

定される。これを０２とすれば

０２＝ＭＭ+,(βz）

更に１V)ZW1を８２にほどこせば（７－＋1）時域が否定され

＆＝ZVW;.+,(０２)＝lVW｝｡+,ＪＭＭ+,(８１）

０３は８１の（汁1)，（γ＋1）時域のみが否定されている。この操作を入力元と出力元が否定の関係に

ある時域のすべてに順次行なえば出力元が得られる。規約に従えば
。”

ＭＭ+,＝Ⅱ(ｽｶﾞＭ）ルース'十,＝１で他はｏ
ｉ＝Ｏ

の形|こ書ける。よって任意の写像函数Ｍ}よ
？３

Ｍ＝Ｚｒ(XflVii）
‘＝Ｏ

と書かれ（ｽz）によって具体'約に決定される。

実際には，否定写像の乗法によるばかりでなく自己保持写像凪,結合ｕ，、をも利用し，

〃＝f(Ｈｉ,1V)，ｕ，ｎ，。）で表わし回路構成を簡単にする。以下簡単は写像函数について調べる。
1，２，３…･”

入力元を８r＝(ｽ，とし’｜で表わすことにする。

r＋I

(i）肌．

肯定 否定

r＋１ｊ＋I

(ii）Ｍハルノ＞'‐

i＋１ r＋１

(iii）Ｍ１ＷＭｆ＜ｊ＜７ !'〃〃ＩＭＺＺＺ

１．２３４９３

(iv）〃ZVi
Ii＝1

ＭｿｿZ’しｿＺｎＭﾉﾂ！

２３４５．－－．－－妃

ｊＺＭ
ゴー0

L－
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ＩｉＺＺＺＺＺＺ''2２(v）ＭＵＭｊ＜γ

r＋1

"Ｚ'Zｿｿｸｸ

i＋１ｒ＋１

ＺＺ/〃

第（/＋1）元素より第γ元素まで，入力の如何にかかわらず１となる。

ｊ＋１

Ｉiﾉﾘ'ZZZZZﾀグ(vi）ＺＶｍハル

r＋１

、

第（ｊ＋1）時域よりγ時域まで入力の如何にかかわらず０となる。

Ⅵ結 び

以上の議論は一つの入力端子と－つの出力端子をもつスイッチング回路に限定して，非同期回路

(Asynchronouscircuits）の場合に可能な出力の範囲を明らかにし，一般化された写像の導入（同期回

路に限定される）により任意の出力を得る写像（伝達）函数が存在する事を明確にした。しかし写像

函数のminimization，回路素子の励起状態と実動状態との時問遅がひき起す諸問題，応用の範囲，三

端子以上の回路網への拡張等重要な問題が考察されておらず今後の研究に残されている。

以上の議論の一部は多端子回路にも援用される。例えば非同期回路にて，出力の時域は入力が互に

協力して判別しうる時域と，しからざる時域が併合された時域からなっている事がり伯になる。

本文を終るにあたり有益な助言と激励を与えて下さった大阪大学通信工学科手塚慶一助教授に感謝

の意を表する次第である。
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９）VanderWaerdenl937ModernAlgebra・UngerJan．

Sulnmary

Switchingcircuitshavecometotakeaveryimportantpartinmodernautomaticcontrol

systemsandcomputingsystemsduetotheiruniqueabilitytoperformcertainsortsofopera-

tionswhicharenormallyassociatedwithhumanmentalefforts，suchascomplicatedmathematical

calculationandlogicaldicision・Hithertomanyeffortshavebeenmadetoestablishmethods

ofanalysisandsynthesisofswitchingcircuits・Nowwehaveveryreliabletechniquesto

treatcombinationalswitchingcircuitsandalsofairlygoodmethodsforsequentialswitching

circuits・

Theauthortries，hereinthisreport，ｔｏｓｈｏｗａｎｅｗｍｅｔｈｏｄｔｏｔｒｅａｔｔｗｏｔｅｒｍinal，

synchronousandsequentialswitchingcircuitswiththehelpofgeometricalinterpretationof

aninputandoutputsetandthemappingtheoryofmodernalgebra・Eachofinputsand

outputsofswitchｉｎｇｃｉｒｃｉｔｓｈａｓｅｉｔｈｅｒｏｎｅｏｆｔｈｅｔｗｏｓｔａｔｅｓａｔａｎｙｉｎｓｔａｎｔｏｆｔｉｍｅ；presence

andabsenceofvoltage、Representingthetwostatesoftheinputandtheoutputwiththe

binarynumberslandOrespectively,ｗｅｇｅｔａｓｅｔＬ〃（,zisthenumberoftermsofasequence

o（states)，ｅａｃｈｅｌｅｍｅｎｔｏｆｗｈｉｃｈｃａｎｂｅｍａｄｅｔｏｃorrespond，ｏｎｅｔｏｏｎｅ，toavertexofan

7z-dimensionalhyper-cubewithunityedgelength，Ｔｈｅｎ，thetransferactionofswitching

circuitsmaybeunderstoodasatransformationormappingofavertexcorrespondingtoan

inputtoanothervertexcorrespondingtotheoutput・

Naturesofthetwomappingoperators，logicalnegationandlogicalself-hold，ａｒｅａｌｒｅａｄｙ

ｋｎｏｗｎｔｏｓｏｍｅｅｘｔｅｎｔｉｎｔheswitchingcircuittheory・Thenegationoperatorisplacedat

tｈｅｃｅｎｔｅｒｏｆｔｈｅ'z-dimensionalhyper-cubeabovementionedinthesensethatagivenvertex

ismappedbythisoperatoronthepoint-symmetricalvertexwithrespecttothecenter・The

negationgivesonetoonecorrespondencebetweenimagesandinverseimages・Theself-hold

doesnotgiveonetoonecorrespondence・ＳｅｅＦｉｇｕｒｅＬ

Ｉｔｉｓｍａｄｅｃｌｅａｒｔｈａｔｔｈｅtwomappingoperatorsinconjunctionwithmultiplication．，

logicalunionUandlogicalintersectionnarenotsuHicienttotransformagivenelementtoan

arbitraryelementofLかＴｈｅｒａｎｇｅｏｆｏｕｔｐｕｔｅｌｅｍｅｎｔｓｏｆＬ,ｃｔｈａｔｃａｎｂｅｏｂｔａｉｎｅｄｂｙｔｈｅ

ａｂｏｖｅｐｒocessfromagivenelementofL〃isalsodetermined

Fromtheabove，thetwomappingoperatorsaregeneralizedasfollows：

Ｔhedefinitionofthegeneralizednegation；

Ｔｈｅｏｐｅｒａｔｏｒｉｓｓａｉｄｔｏｂｅｔｈｅ（,z-r）thordernegationifitholdsunchangedvaluesof

thetermsfromthefirsｔｔｏｔｈｅ７－ｔｈｏｆａｓｅｑｕｅｎｃｅａｎｄｃｈａｎｇｅｓｖａｌｕｅｓｏｆｔｈｅｒｅｓｔｏｆｔｈｅ

ｔｅｒｍｓｔｏｔheircomplementornegative、

ＩｔｉｓｄｅｓｉｇｎａｔｅｄａｓｌＷ

Ｌｅｔｚｆ＝(んｊ）ノー１，２，…だｂｅａｎｅｌｅｍｅｎｔｏｆＬ,､，ｔｈｅｎ

１ＶＸｒ‘)＝(ｽｺﾞﾉzv,）スzjzv,．＝ルノ ノー１，２，．･････……「

ん'Ⅳが＝１－ｽｫﾉﾉｰﾉｰ＋１，７－＋2,…'ｚ

ｗｈｅｒｅルノcantakeeitheroneofthevalues：１andO

Thedefinitionofthegeneralizedself-hold；

足
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Ｔｈｅｏｐｅｒａｔｏｒｉｓｓａｉｄｔｏｂｅｔｈｅ（'2-,）thorderself-holdifitholdsunchangedvaluesof

thetermsfromthefirstthroughtheγ一ｔｈｏｆａｓｅｑｕｅｎｃｅａｎｄａｃｔａｓｔｈｅｏｒｉｇｉｎalself-holdon
therest・

ＩｔｉｓｄｅｓｉｇｎａｔｅｄａＭＺ・

ＬＤ(rz)＝(ん′丑'）スzjH，＝スガノ ノー1,3………………ﾉｰ

ｽfjH'＝０ノー,-＋1，’一十2,.……..γ＋ハー１

ハノ画，＝1 ノー,＋A,,-＋A＋１，…〃

ｉｆａｎｄｏｎｌｙｉｆスガー０ ノー'一＋1,γ＋2,………7-＋バー１

スガ＝１ ノー'十ハ

ハノーarbitraryノーノ十A＋１，…………〃

Propertiesofthosegeneralizedmappingoperatorsareinvestigatedandsomecalculation

rulesamongmultiplicationo，logicalunionUandlogicalmtersectionnofoperatorsare
established．

Someofimportantresultsare：

１）Ｔｈｅ（"－γ)thordernegation川givesonetoonecorrespondenceamongelements

ofasubsetA,.`Ｚ（'＝0,1,2…"，‘＝０，１，２，…2,.-1）ｏｆＬルＴｈｅｒｕｌｅｆｏｒｃｏｎ‐

structingArmisasfollows：

Ｌｅｔ０ｑ＝(Xqf）ｂｅａｇｉｖｅｎｅｌｅｍｅｎｔｏｆＬ”Ａｎｙｅｌｅｍｅｎｔ８懇＝(】､）ｉｓａｎ

ｅｌｅｍｅｎｔｏｆａｓｅｔＡγ〔ｚｉｆａｎｄｏｎｌｙｉｆス麺（/＝１，２，…,z）satisfythefollowing

relations・

ス"zﾆｰｽｑｆ ｉ＝1,2,..………．,．γ＜〃

ス⑪z＝arbitraryi＝ﾉｰ＋１，７－＋2,…〃

‘＝Thedecimalequivalentofthebinarynumberexpression（ｽα,地…ん）

ＴｈｅｓｅｔＡｒ(ｚｍａｋｅｓａ（"－γ）dimensionalhypercubeofwhichvertexes

representthecorrespondingｅｌｅｍｅｎｔｓｏｆＡγα・Ｔｈｅ（"－'･)thordernegationM

isplacedgeometricallyatthecenterofthe（,2-,-）dimensionalsubcubeAγ(ｚｏｆ

Ｌ〃inthesensethatagivenvertex（orelement）ofthesubcube（Ａｒ｡）ismapped

bythisoperator凡.onthepoint-symmetricalvertexwithrespecttothecenter：

ＳｅｅＦｉｇｕｒｅ４(a）

２）EveryelementofasubsetBr(Ｚ（γ＝0,1,…'２－１，‘＝0,1,2,…2,.-1）ｏｆＬ〃ｃor‐

respondstothemaximumelementofBγabytheapplicationofthe（'2-7-)th

orderself-holdoperatorlZ・

ＷｅｓａｙｔｈａｔａｎｅｌｅｍｅｎｔＡｉｓｇｒｅａｔｅｒｔｈａｎａｎｅｌｅｍｅｎｔＢｉｆａｎｄｏｎｌｙｉｆｔｈｅ

ｂｉｎａryexpressionofAisgreaterthanthａｔｏｆＢＴｈｅｍａｘｉｍｕｍｅｌｅｍｅｎｔｏｆＢγCZ

isthatelementwhosebinaryexprｅｓｓｉｏｎｉｓｔｈｅｌａｒｇｅｓｔｏｆｔｈｏｓｅｏｆｔｈｅｅｌｅｍｅｎｔｓ

ｏｆＢｒ⑰、TheruleforconstructingBr(Ｚｉｓａｓfollows；

Ｌｅｔ０ｑ＝(肋）ｂｅａｇｉｖｅｎｅｌｅｍｅｎｔｏｆＬ,０，ａｎｙｅｌｅｍｅｎｔａｃ＝(ﾉＭｉｓａｎｅｌｅｍｅｎｔ

ｏｆａｓｅｔＢγ(ｚｉｆａｎｄｏｎｌｙｉｆス、（i＝１，２，…"）satisfythefollowingrelations

ノLFfﾆｰｽｑＵ ｉ＝１，２，……7．

ノLUｶﾞｰﾙ=1ｶﾞｰﾉｰ+1

ス、＝arbitraryi＝γ＋2,……〃

α＝Thedecimalequivalentofthebinarynumberexpression（】αi此…ｽαγ）
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Ｔｈｅ（"－Dthorderself-holdHisplacedatthecenterof（？z－，－１）dimen-

sionalhypercube（Ｂｒａ)．Thedirectionofanarrowtowardsthｅｍａｘｉｍｕｍ

ｅｌｅｍｅｎｔｏｆＢγ`zgivesthepositionoftheimageofavertexunderthetransformation

H｝：ＳｅｅＦｉｇｕｒｅ４(b）

Itmeansthateveryvertex（orelemenOofthesubcube（orsubsetBγ⑰）

whosecenterisatH｝ｉｓｍａｐｐｅｄｏｎｔｈｅｍａｘｉｍｕｍｅｌｅｍｅｎｔｏｆｔhesubcube（or

sUbsetBrd)．

３）AnymappingfunctionMthatmapsagiｖｅｎｅｌｍｅｎｔｏｆＬ〃onanyotherelement

canbeexpresseｄａｓ；
”

Ｍ＝１ｺrス｡Ｍ
ゴーＯ

ｗｈｅｒｅルcantakeeitheroneofthevalues：１ａｎｄ０．whileスカＭ＝ZViwhen

ス｡＝１，スｉＭｔｅｒｍｉｓｏｍｉｔｔｅｄｗｈｅｎス｡＝０．

４）Networkswhichperfbrmthe（"－，）thordernegationZNルandself-holdH，

respectively，arephysicallyrealizedwhenacloCksignalisavailable：SeeFigure

５，６ａｎｄ７．
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