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研究成果の概要（和文）：非線形放物型偏微分方程式に対して、自己相似解の解構造を解明

すると共に、時間大域解の漸近挙動における自己相似解の役割について研究を行った。と

くに非線形項の指数が Sobolev の埋め込みの意味で臨界的な場合の非線形放物型方程式

の自己相似解の構造について新たな結果が得られた。さらに走化性方程式系に関わる非線

形問題への応用について研究を行った。 
 
研究成果の概要（英文）：The structure of self-similar solutions for semilinear heat equations 
is studied, and the role of self-similar solutions in the problem of asymptotic behavior of 
time-glabal solutions is investigated. In particular, new results on the structure of 
self-similar solutions for semilinear heat equations with Sobolev critical nonlinarity are 
obtained. Furthermore, the applications to the nonlinear problem involving chemotaxis 
system are studied. 
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１． 研究開始当初の背景 
(1)非線形熱方程式においては、有限時刻にお
いて解の値が無限大に達し、その時刻を越え
て延長できないという爆発と呼ばれる状況
が現れることが知られている。そのような爆
発現象の研究においては「爆発は起こるか」、
爆発が起こるとすると「いつ」「どこで」「ど
のように」といったことが基本的な問題とし
て研究がされている。 
(2) 非線形方程式における解の有限時刻での
爆発現象あるいは集中現象などの特異性の

発現の背後に、自己相似性というスケール不
変性がしばしば見られる。この自己相似性は、
非線形方程式の解の特異性を考察する上で
重要な働きをすることが知られている。しか
しながら爆発項をもつ非線形熱方程式にお
いては十分な研究はなされていない。 
２．研究の目的 

非線形放物型偏微分方程式に対して、自
己相似性という観点から解の特異性につい
ての考察を行う。とくに自己相似解の解構
造を解明すると共に、時間大域解の漸近挙



動における自己相似解の役割、特異性をも
つ解と自己相似解との関連を考察する。こ
れらの考察により、解の爆発現象に対する
変分的特徴付け、スケーリングによる考察、
特異時間大域解の構成、走化性方程式系お
よびその他の非線形問題への応用について
研究を行う。 
３．研究の方法 
(1)非線形熱方程式の自己相似解の解構造を
解明すると共に、時間大域解の漸近挙動にお
ける自己相似解の役割、特異性をもつ解と自
己相似解との関連を考察する。 
(2) (1) に関連する非線形定常問題に対して、
変分的アプローチおよび常微分的アプロー
チ等により、その解構造に関する研究を行う。 
(3) 非線形熱方程式における研究で得られた
結果・手法を走化性方程式系およびその他の
非線形問題に対して応用を行う。 
４．研究成果 
(1) 非線形項の指数が Sobolev の埋め込み
の意味で臨界的な場合の非線形放物型方程
式に対する自己相似解の構造について考察
を行った。非線形楕円型偏微分方程式に対す
る変分的手法を用いることにより空間次元
に依存して正値解の解構造が変化すること
を明らかにした。 
(2) 走化性方程式系における後方自己相似解
および前方自己相似解の構造とその時間大
域解および有限時刻爆発解における役割に
ついて考察を行った。空間２次元の前方自己
相似解については、球対称性と無限遠方での
減衰条件を仮定することにより単独スカラ
ーの問題に帰着することができ、詳細な解の
構造を明らかにすることができた。さらに十
分小さな初期値から出発する解は、時間の経
過とともに先に述べた自己相似解に漸近す
ることを示すことができ、それにより解の長
時間挙動を明らかにすることができた。 
(3) 1 次元 p-ラプラス微分作用素をもつ 2 点
境界値問題に対して、符号変化する解が存在
するための精密な十分条件を与えることが
できた。 
(4) 1 次元 p-ラプラス微分作用素をもつ 2 点
境界値問題に対して、非線形項の増大度が原
点の近傍と無限遠方において同じオーダー
の挙動をもつ場合の解構造について考察を
行った。非線形項の増大度が原点の近傍と無
限遠方で異なる場合には、線形化固有値との
関係によって解の存在・非存在が決定される
ことが知られているが、増大度が等しい場合
には、符号変化する解について、少なくとも
２つの解が存在するか、あるいは解が存在し
ない、という異なる解構造をもつことが明ら
かになった。 
(5) 粘菌の集中現象を記述するために導出さ
れた Keller-Segel 系については、空間３次元
以上においては自己相似的な集中現象およ

び Burgers 的な移流を伴う集中現象が見ら
れることが知られている。ここでは、空間次
元３次元以上９次元以下において後ろ向き
自己相似解の解構造について考察を行い、そ
れらの詳細な漸近的性質を明らかにするこ
とができた。とくに加算無限個の自己相似解
が存在し、それらは特異定常解との交点数に
より特徴付けることができること、原点を除
いた適当な部分で特異定常解に漸近するこ
とが明らかとなった。 
(6) 非線形項が Sobolev の埋め込みの意味
で臨界的な増大指数をもつ非線形楕円型偏
微分方程式の正値解の構造について考察を
行った。分岐理論、比較定理による優解・劣
解の方法により最小解の存在を示した。とく
にパラメータに関して単調な最小解の存在
を示すとともに、それら最小解属の極値解
（extremal solution）の存在および正則性に
ついても考察を行った。さらに Sobolev 臨界
指数増大度をもつ非同次定常問題の非最小
解の存在・非存在について考察を行った。と
くに非最小解と最小解の差を考えることに
より解の多重性に関する考察を行った。適当
な汎関数に対して変分的手法を用いること
と Pohozaev 型の恒等式を用いることによ
り、非線形項が Sobolev 臨界指数増大度をも
つ場合には、正値解の解構造が本質的に空間
次元に依存することを明らかにした。とくに
空間次元 3, 4, 5 と 6 以上において解の多
重性が変化することを示すことができた。 
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