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研究成果の概要（和文）：バナッハ空間におけるリプシッツ発展作用素の新しい一般的なクラスを導入し，その連続な
無限小生成素の一つの特徴付けを得た。バナッハ空間におけるある抽象コーシー問題の弱連続な解の存在のための必要
十分条件を与えた。増大度αの解析的半群の非線形摂動をそれに付随するコーシー問題を研究することにより調べた。
区分的に線形な不連続関数の性質について考察し，その関数の周期的な性質に関する結果を得た。乗法的外力項を持つ
一階単独保存型方程式に対する初期値-境界値問題を動力学的定式化による方法で扱い，その解の一意存在に関する結
果を得た。

研究成果の概要（英文）：A new general class of Lipschitz evolution operators in Banach spaces is 
introduced and a characterization of the continuous infinitesimal generators of such evolution operators 
is obtained.　It is given a necessary and sufficient condition for the existence of a weakly continuously 
differentiable solution to an abstract Cauchy problem in Banach spaces.　Nonlinear perturbations of a 
holomorphic semigroup of fractional growth is studied through investigation of the associated Cauchy 
problems. Studying discontinuous mappings on intervals satisfying certain assumptions, it is shown that 
for such mappings there exist periodic points of period.　In a kinetic formulation, it is obtained a 
result of uniqueness and　existence of the initial-bounary value problem for a scalar 
first-order　conservation law with a multicative noise.

研究分野： 発展方程式論

キーワード： 非線形発展方程式　非線形半群　バナッハ空間　保存則系　非線形摂動　動力学的定式化
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1.研究開始当初の背景

縮小作用素の作る半群の理論は 1967年に高村幸男
により創始され，その後，その生成や収束・近似など

について一通りの基礎理論が完成し，単独保存則の方

程式，多孔性媒質方程式，Hamilton-Jacobi方程式な
どの初期値問題の適切性や近似解の収束を示すために

応用されている。しかしながら，例えば準線形双曲型

方程式系に対する初期値問題の解作用素は，従来から

研究されている 準縮小的半群を構成せず，一般にはリ

プシッツ連続な作用素の半群を構成することが明らか

になった。実際に，参考文献 [6]において，生成作用
素が連続な場合に限れば，そのようなリプシッツ連続

な作用素の半群について，きわめて一般的な生成定理

が成り立ち，その生成定理が双曲系の初期値問題の適

切性を示すことに応用できることを発表した。

　その後，生成作用素が連続とは限らない場合のリ

プシッツ連続な作用素の半群の生成定理を参考文献 [8]，
[9]などで発表し，Carrier方程式などの準線形双曲方程
式や複素Ginzburg-Landau方程式などに対する発展問
題の解の一意存在や適切性の解明に応用できることを

明らかにした。2次元Navier-Stokes方程式に対する発
展問題の解の一意存在や適切性の解明に適用可能な理論

を発見し，招へいを受けて，その概要を国際会議，The
5th World Congress of Nonlinear Analysts，(WCNA-
2008)，July 2-9, 2008, Orlando, Florida, USA，にお
いて口頭発表し，参考文献 [7]に発表した。
　以上の研究成果は，2010年度日本数学会年会実函

数論分科会特別講演「リプシッツ作用素半群と偏微分

方程式への応用 」として総合解説した。

　以上のような研究成果・研究活動を踏まえ，また，

上に述べた国際会議での様々な提言や助言を受けて，

リプシッツ作用素半群の研究成果を，時間に依存する

発展方程式に応ずる，さらに一般的なリプシッツ発展

作用素の理論として発展させ，また，より広汎な応用

を有する理論を構築することを目的として，本研究を

着想した。

　実際に，生成作用素が連続な場合のリプシッツ発展

作用素の生成定理については，いままでのリプシッツ作

用素半群の場合を拡張する形で基本な結果をすでに得

ており，応用を含めて国際会議，Conference on Evo-
lution Equations, Related Topics and Applications,
Faculty of Science and Engineering, Waseda Univer-

sity, Japan, March 19 - 23, 2012，において，ポス
ター発表し，また国際会議，The Fourth International
Symposium on Banach and Function Spaces 2012,
Sep. 12-15, 2012, Kyushu Institute of Technology
(KIT), Tobata Campus, Kitakyushu, Japan，The In-
ternational Conference on the Theory, Methods and
Applications of Nonlinear Equations, Dec. 17-21,
2012, Texas A&M University-Kingsville, Texas, USA,
において口頭発表した。

2.研究の目的

本研究は，従来から研究している，バナッハ空間に

おけるリプシッツ作用素半群の研究成果を時間に依存

する発展方程式に応ずるリプシッツ発展作用素の理論

として，発展展開させ，特に，その生成・収束・近似に

ついて解明することを目的とした。そのため，典型的

な発展問題として，準線形双曲系，Navier-Stokes方程
式，Euler方程式 などの解の一意存在，適切性，差分
法や有限要素法などの近似解法の収束性を考察し，こ

れらの考察や応用を通して発展問題に対する実解析的

手法としてのリプシッツ発展作用素の理論を開発し展

開させることを計画した。

本研究では，生成作用素が連続でない場合を含め，

リプシッツ連続な発展作用素の生成・収束・近似など

に関する基礎理論をできるだけ一般的かつ系統的に調

べ，いままでにリプシッツ連続な作用素半群について

得られている結果が発展作用素の場合に拡張できるこ

とを明らかにする。さらに，得られた基礎理論が，作

用素半群の場合と同様に，準線形双曲型方程式系や準

線形放物型方程式系に対する初期値問題の適切性や差

分解法など近似解法の収束性の解明に応用できること

を明らかしようとした。

　この研究では，リプシッツ発展作用素の理論の開発・

展開を通して，このような非線形度の高い発展問題に

対する実解析的手法の展開と応用に携わっている国内

の第一線の専門家を集め，お互いの研究成果を総合し，

新たな知見を創出することを目指した。

3.研究の方法

本研究は，バナッハ空間におけるリプシッツ発展作

用素の研究成果をさらに展開・発展させ，生成・収束・
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近似についてより広汎な応用を有する理論を創出する

ために，研究分担者も含め，それぞれの専門を生かし

ながら，緊密に研究打ち合わせを行う。それぞれの従

来の研究成果を生かすために，研究テーマ

(1)　基礎理論の建設・整備，準線形双曲系・放物系の
適切性の解明や近似解法の収束性の解明への応用

(2)　半線形理論の建設・整備，準線形放物系の適切
性の解明への応用，

(3)　１次元保存則方程式系に対するエントロピー解
の研究，

(4)　非線形１階双曲型偏微分方程式に対する”kinetic”
解の研究，

に分け，それぞれを主に（1）小林良和 (2) 松本敏隆
(3) 應和宏樹 (4) 小林和夫が分担した。
本研究の関係する研究分野は，実解析学，関数解析

学，関数方程式論，数値解析学など多方面にわたる。

これらの分野の最新の研究成果の交換のために，また，

共同研究を実効あるものにする為に，発展問題の若手

の研究者も加えて，いままで毎年度に開催してきた発

展方程式研究会を日本女子大学で開催した（2015 年
12月 25日– 2015年 12月 27日，2014年 12月 25日–
2014 年 12月 27日，2013年 12月 21日–2013年 12月
23日）。研究代表者などで組織委員会を作り，　研究
代表者や分担者によるものを含めて，発展問題に関連

した多彩な話題について講演があった。

これら以外に，京都大学数理解析研究所の短期共

同研究集会のうち本研究の研究課題に関係した集会

に参加，資料収集や研究打ち合わせ行ったり，「2nd
East Asian Conference in Harmonic Analysis and Ap-
plications」Mudanjiang Normal University（Mudan-
jiang，PRC，July 2014)，10th International ISAAC
Congress」University of Macau（Macau, PRC, Aug.,
2015) The Fifth International Symposium on Banach
and Function Spaces 2015 (Kyushu Institute of Tech-
nology (KIT), Tobata Campus, Kitakyushu, Japan,
Sep., 2015)，「関数解析学の研究とその応用」(新潟大
学，2015年１月）などの国内外の研究集会に参加，資
料収集や研究打ち合わせ，研究成果の発表を行った。

また，研究分担者の間などの研究打ち合わせのために

研究打ち合わせ旅費を使用した。

実解析，関数解析，数値解析関係図書として，Inter-
polation of Operators, Nonlinear Fuctional Analysis
など 19冊を購入した。

4.研究成果

(1) バナッハ空間におけるリプシッツ発展作用素のクラ
スとして一般的なものを提出し，連続な作用素が

そのようなリプシッツ発展作用素を生成するため

の必要十分条件が準接線条件，距離に関する準消

散条件と連結条件であることを示した。提出したク

ラスでは定義域が時間依存するリプシッツ発展作

用素のクラスで，優れて一般的なもので，参考文献

Kobayashi-Tanaka [6], Kenmochi and Takahashi
[1] , R.H. Martin Jr., [2], S. Kato, [3], Iwamiya,
[4], Lakshmikantham, Mitchell and Mitchel[5]な
どの結果の拡張を与える。応用として，散逸的な

準線形は波動方程式の初期値問題の時間大域解の

一意存在が示されている。このクラスの発展作用

素の収束や近似にかんする研究成果も得ているが

発表するまでに至っていない。(雑誌発表論文 [2])

(2) バナッハ空間における弱連続作用素に対する抽象
初期値問題の可解性について論じた。具体的な問

題におけるアプリオリ評価に対応する汎函数族を

導入し，汎函数族に関するレベル集合の弱コンパ

クト性の条件を一般化した。得られた主結果は，先

行研究である Kato-Laiおよび Günther-Prokert
の結果の拡張に当たり，具体的な問題への適用可

能範囲が広がった。抽象的な結果の応用として，

非線形シュレディンガー方程式および対数項を持

つ非線形波動方程式の可解性を示した。(雑誌発
表論文 [3])

増大度αの解析的半群の非線形摂動を考察し，対

応する初期値問題の mild 解の存在・一意性を
Volterra型積分方程式に対する比較定理を用いて
示した。この結果の応用として，2次元有界領域
における no-flux 境界条件付き drift-diffusion 方
程式を考察し，Lp 空間における弱解の時間大域

的適切性および正則性を示した。(雑誌発表論文
[7])

(3) 全変動が十分小さい初期値をもつ１次元保存則方
程式系の初期値問題に対するエントロピー解の一

意可解性は, A. Bressanらのグループによって解
決された。そこでの証明手法は，現在ではBressan
理論と呼ばれ，保存則方程式系を解析する上で必

須な道具となっているが，その証明は難解で複雑
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な 表現をもつ。本研究課題では，より一般の初期

値をもつ１次元保存則方程式系の初期値問題に対

するエントロピー解の一意可解性についての研究

を行うための準備として，“ Bressan 理論の簡略
化”と“ エントロピーの概念を拡張するための準

備”を行った。Bressan理論の簡略化を行うため
には，波面追跡法の簡略化が必要である。このた

め，本研究課題では，１次元 2 × 2保存則方程式
系に対する波面追跡法の簡略化を行い，その方法

を用いることで，１次元 n× n保存則方程式系に

対する波面追跡法の簡略化を図った。リプシッツ

作用素半群の概念を用いることにより，保存則方

程式系を関数空間上の常微分方程式系のように扱

うことができるので，保存則方程式系を力学系と

して捉えることができる。そこで，本研究課題で

は，１次元保存則方程式系に対するエントロピー

の概念の拡張するための準備として，力学系の立

場から区分的に線形な不連続関数の性質について

考察し，その関数の周期的な性質に関する結果を

得た。(雑誌発表論文 [4]，[5])

(4) 無限次元空間における　 Ito　の公式は，確率偏
微分方程式の研究において基盤的なもので，重要

かつ有益のみならず不可欠であることは既知であ

るがその完全な証明は面倒さや長さの関係で多く

の文献では詳細は省かれている。無限次元　 Q-
Wiener 過程に対する Ito 積分の存在定理と Ito
積分のいくつかの性質および無限次元の Ito の公
式を自己完結的に完全な証明を与えている。(雑誌
発表論文 [8]) 乗法的確率外力項を持つ非線形１階
双曲型偏微分方程式に対する初期値-境界値問題の
”kinetic”解の一意性について kruzukovの２変数
法の立場から論じている。確率外力項のない決定

論的な非線形１階双曲方程式に対する初期値-境界
値問題は Imbert-Vovelle(2004)に有界な関数空間
の枠で考察されていたが，確率外力項がついた場

合は解の有界性は保障されないので，境界におけ

る振る舞いが問題となってくる。そこで，解の大

きい部分を切断した (renormalized) kinetic 解を
導入し，解の一意性を論じている。(雑誌発表論文
[6]) 乗法的外力項を持つ非線形保存型方程式に対
する初期値-境界値問題を kinetic 定式化による方
法で扱っている。kinetic 定式化の理論は Lions,

Parthame, Tadmor により始められた保存型方程
式に対する理論で，流体方程式のボルツマン方程

式の理論と類似している。確率外力項の影響によ

り，解は非有界になるので境界部分の取り扱いが

難しくなる。そこで粒子速度，すなわち，解の大

きい部分の境界上の分散測度を切り捨てた kinetic
解を導入した。そのような解は一意であることを

kruzkovの２変数化法を用いて証明した。さらに，
解の存在性を粘性項を付け加えて正則化した方程

式の解の極限として証明した。(雑誌発表論文 [1])

(5) 研究協力者たちは変動指数を伴う関数空間の基
本性質に関する研究成果 (参考文献　 [13], [14],
[15]) やベルグマン距離に関して非拡大型な写像
の不動点近似問題に関する研究成果やリプシッツ

発展作用素作用素に関する研究成果 (参考文献　
[10], [11], [12])をそれぞれ発表した。これらにつ
いては，発展方程式論への応用などが今後の課題

である。
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