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研究成果の概要（和文）：マクロレベルの流体数学研究ではストークス方程式のR有界性に基づく理論により粘
性流体の自由境界問題の解の時間局所一意存在を一般領域で示した。またストークス作用素のスペクトル解析に
基づく理論によりナヴィエ・ストークス方程式の一相自由境界問題の時間大域解の一意存在と漸近挙動を有界及
び非有界領域で示した．メゾレベルでの流体数学研究では気泡振動を支配する確率微分方程式を導出し，その時
間大域解の存在と漸近挙動を示し数値解析を行った．また変分原理による定式化に向けてディラック簡約の理論
を開発しリヴリン・エリクッセン流体に応用した．更にラグランジュ・ガラーキン法を開発し気泡上昇問題の数
値解析を行った．

研究成果の概要（英文）：In our macroscopic studies on mathematical fluid dynamics, we proved the 
unique existence theorem of locally in time solution of free boundary problems for the Navier-Stokes
 equations in general domains, employing the theory based on the R boundedness. The unique existence
 of globally in time solutions and their asymptotic behavior of free boundary problems for the 
Navier-Stokes equations in both bounded and unbounded domains are also proved based on the spectral 
analysis of the Stokes operator. In mesoscopic studies, a stochastic differential equation for 
oscillations of a bubble is derived and analyzed to obtain the unique global solution and its 
asymptotic behavior. Numerical simulations are also performed based on analysis mentioned above. We 
developed the theory of Dirac reduction and applied it to Rivlin-Ericksen fluids aiming to formulate
 a variational principle of fluid dynamics. The Lagrange-Galerkin method was developed and utilized 
to simulate a rising bubble. 

研究分野： 基礎解析学

キーワード： 関数方程式　流体数学　確率解析　大域解析学　数値解析

  ４版



様 式 Ｃ－１９，Ｆ－１９－１，Ｚ－１９，ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

工学を始めとして気象学，海洋学，医学，
生命科学などに現れる流れの解析は現代科
学の重要な課題である．本研究は，その中で
も特に流体機械の気泡による壊蝕問題など
に関連する混相流の解析を主な対象とする．
これらの問題を数学的に厳密に解くことは，
流体数学の発展のみならず飛躍的に進歩し
ている計算機能力と合わせて，流体工学を基
盤とする多くの科学技術の進展にも深く寄
与するものである． 

 

２．研究の目的 

 混相流の問題を厳密に解析する際に，そこ
に現れる多重スケール性が大きな障害とな
っている．そこで，本研究ではマクロレベル
の記述であるナヴィエ・ストークス方程式の
解析に新展開を与えるとともに，メゾレベル
から新しい運動方程式を導出し，流体構造の
マクロとメゾ両面の理解のための解析理論
を確立することを目標とする． 

 

３．研究の方法 

 従来の研究方法に加え R-有界性，最大 Lp –
Lq正則性，有限要素法などを導入することに
よって，有界領域, 非有界領域で自由境界を
有するナヴィエ・ストークス方程式の初期
値・境界値問題に対する解析に新展開を与え
る．また確率解析，大域幾何学，非線形偏微
分方程式の専門家の共同研究により，メゾレ
ベルの運動から確率項を本質的に含む粘性
流体の運動方程式を導出し，それによって流
体数学の解析に新しい知見を与える． 
 
４．研究成果 
(1)マクロレベルでの流体数学研究では，圧
縮性及び非圧縮性粘性流体方程式の解の一
意存在と解の漸近挙動の研究を主に行った. 
研究手順は下図に示す通りである. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

具体的には 
①ストークス方程式の自由境界条件付き問
題に対して, 弱ディリクレ問題の一意可解
性が成立する一様に滑らかな領域において, 
R 有界な解作用素の存在を表面張力なし[24]
とあり[6]の場合に分けて示し, これと Weis
の作用素値フーリエ掛け算作用素の理論を
用いて時間 Lp 空間 Lq の最大正則性原理を示
した. さらに縮小原理を用いて局所時間解
の一意存在を示した[11].こうして弱ディリ
クレ問題の一意可解性が成立すれば時間局
所解が一意に存在するという統一理論を構
築した. これは先行研究としてのドロップ
問題や海面の運動に関する研究を完全に含
む研究当初の目的を達成するものである． 
②圧縮性粘性流体において R 有界性の基盤
とする理論構築は non-slip 条件のときから
始めた[26]. ここで滑らかな一般領域に関
する基本性質と R有界性を示す基本定理を与
え，以後の研究の基盤を構築した. そして一
般の滑らかな領域で局所時間解の一意存在
を示した[23]. 圧縮性の場合は弱ディリク
レ問題に関する仮定がいらないので全くの
一般論である． 
③R有界性理論の構築は放物型，放物⁻双曲混
合型の基本であるので数理物理に現れる他
の方程式にも拡張した．特に mixed-order 
type である熱弾性体方程式への拡張は特筆
される[4].  
④時間大域解の存在と解の漸近挙動の研究
は有界領域の場合で表面張力なしの場合か
ら始めた. この場合はラグランジュ変換が
使えるので, ストークス半群の指数安定性
を剛体運動に直交する空間で示し，剛体運動
は２次以上の非線形性をもつことをオイラ
ー座標での直交条件から示すことにより非
圧縮性粘性流体の場合[19], 圧縮性粘性流
体の場合を示した. 表面張力がある場合は
[8]で時間大域解の存在と解の指数安定性時
間大域解を示すにはラグランジュ座標が使
えない困難とラプラスベルトラミ作用素の
スペクトル解析が必要であることの２点が
新たに起こる．非圧縮性粘性流体の場合はこ
れらの困難を解消し時間大域解の存在とそ
の指数安定性について示したがまだ論文は
to appear の状況である. 一方圧縮性の場合
はラグランジュ座標が使えないので輸送方
程式の双極性を扱わなくてはならず, 未解
決問題として残った．関連する結果としては，
複雑流体の時間大域解とその漸近挙動を示
した[18]. 
⑤非有界領域においても最大正則性原理と
スペクトル解析による解の多項式減衰の結
果の組み合わせにより時間大域解の一意存
在と解の漸近展開の研究を行った．その端緒
となる研究は全空間での複雑流体に対する
ものであった[5]. その後底なしの海面の運
動問題の線形化問題に関するスペクトル解
析を行い[7], 最大正則性原理と合わせて時
間大域解の存在と漸近挙動を示した (to 

Stokes 方程式の最大 Lp-Lq正則性 

R-有界性 

Navier-Stokes 方程式の時間局所解 

の一意存在定理（ p ≠ q も可能） 

Stokes 方程式の時間局所解の 

Lp-Lq減衰評価 

時間大域解の存在定理 



appear 論文).さらに本来の目的であるキャ
ビテーション問題を外部領域での非圧縮性
粘性流体の運動ととらえ, 外部領域での表
面張力なしの非圧縮性粘性流体の自由境界
問題の時間大域的解の一意存在と解の漸近
挙動を示した(to appear 論文).to appear 論
文ではあるが研究当初の目的を達成した. 
⑥エネルギー変換工学や熱流動解析に重要
な応用をもつ２相流研究を R有界性とスペク
トル解析という視点から始めた[8,10,25]. 
相転移がない場合は時間局所解の一意存在
はラグランジュ座標を用いることで可能で
ある．一方相転移がある場合はラグランジュ
座標が使えないばかりか，Fourier 方程式で
は質量項の正則性が足りない. このため新
しいモデリングが必要であることまでは今
回の研究で認識できた. 時間大域解の一意
存在と解の漸近挙動については, 非圧縮・非
圧縮の場合はほぼ同様に理論展開できると
思えるが, 非圧縮・圧縮，圧縮・圧縮の場合
は質量項の正則性の不足を補う議論が必要
であるという課題を残した.  
 
(2)メゾレベルの解析 
メゾレベルでの流体数学研究では，微小気泡
が多数集まった気泡雲として振る舞うキャ
ビテーション現象の解明に向けて，まず単一
の微小気泡の運動を下図に示す手順に従っ
て確率微分方程式によってモデル化した．ま
た得られた方程式に基づき数値計算を行い
精密な実験と比較して良好な結果を得た． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①単一気泡の球対称振動運動を支配するレ
イリー・プレセット方程式に対してそのエネ
ルギー関数を見出し，それを Hamiltonian と
する正準方程式の形でこの方程式を定式化
した[20]．また，その定式化に基づきエネル

ギー関数をリャプノフ関数として利用する
ことによってレイリー・プレセット方程式の
時間大域解の存在と漸近挙動の性質を明ら
かにした[20]． 

なお同様の定式化を気泡振動に伴う圧力
波の放出を考慮したレイリー・プレセット・
ケラー方程式に対して行い，対応するエネル
ギー関数に作用する歪対称の作用素と負定
値対称作用素によって定式化することに成
功した[12]．また，その定式化に基づき，そ
の方程式の時間大域解の存在と漸近挙動の
性質を明らかにした[12]．一方，この類の定
式化は方程式のもつ定性的な性質を離散化
後も受け継ぐような構造保存型数値解法を
開発する上でも有効である．実際，レイリ
ー・プレセット・ケラー方程式に対する上記
の定式化を用いて，圧力波の放出と粘性が無
い場合にはエネルギー関数が精密に保存し，
ある場合には適切に減衰するような数値解
法を開発することに成功し[12]，さらに多次
元流れへの拡張として二次元渦度方程式に
対しても同様の定式化を行って，粘性の無い
場合には運動エネルギーとエンストロフィ
ーが精密に保存し，ある場合には適切に減衰
するような数値解法を開発することに成功
した [2],[13]. 

またキャビテーションのような現象をモ
デル化するためには多数の気泡を扱う必要
がある．その第一歩としてレイリー・プレセ
ット・ケラー方程式に整合する圧力伝播モデ
ルを考案し，それとレイリー・プレセット・
ケラー方程式を連成することによって相互
作用する複数気泡の計算を行った．その結果，
ある条件のもとで二つの気泡が逆位相で共
鳴するような現象が確認された． 

②Inoue-Funaki の研究を参考にしてレイ
リー・プレセット方程式に試験的なランダム
項を導入し，その結果として得られる（伊藤
型の）確率微分方程式を導出した[20]．また
上記の決定論的方程式に対する解析をベー
スとして，その確率微分方程式の大域解の存
在と一意性を示すことに成功した[20]．以上
の①，②の研究により，当初の目的である流
体機械の気泡による壊蝕問題などに関連す
る混相流の解析をメゾレベルから新しい運
動方程式を導出し，流体構造のマクロとメゾ
両面の理解のための解析理論確立に対して
確率項を導入するということにより達成す
ることができ, 今後の研究方向を確立するこ
とができた. 

しかし①の後半に示した拡張された方程式
あるいは多次元流れの方程式に対しては確
率項を導入することはできなかった．これは
将来の課題として残されることとなった．下
記④で詳しく述べる. 

③レイリー・プレセット方程式に対して行っ
た確率の導入方法はモデルが常微分方程式
で得られる場合には同様にして確率項を導
入することができる. 例えばぬれ, 乾燥,結晶
成長により引き起こされるパターンなどの

Lagrane-d’Alembert の変分原理 

により Stranovitch 型の確率 

微分方程式を得る 

ランダムな速度場の上で 

Lagrangian と散逸項を定義する 

速度場にランダムな摂動を加える 

Itoの公式によりStranovitch型から

Ito 型の確率微分方程式を得る 

確率項を含む粘性流体の方程式 



モデルにも応用が可能である. しかし確率項
を含むモデル検証実験施設を整えることが
できず実験との対比ができずに終わった． 

④常微分方程式で成功したことを本来の目
的である３次元 Navier-Stokes 方程式に対し
て行うためには変分的定式化が必要である.

そのため，まずリー群の半直積上のディラッ
ク構造と退化を伴うラグランジュ系の一般
理論の構築を行った．変分的な側面から移流
パラメータを含むハミルトン・ポントリヤー
ギン原理とディラック構造の関連性を明ら
かにし,変分的な側面から移流パラメータを
含むハミルトン・ポントリヤーギン原理とデ
ィラック構造の関連性を明らかにした．さら
に，非ホロノミックな拘束を受ける剛体の運
動および理想流体の運動を陰的なオイラ
ー・ポアンカレ簡約の枠組みで捉えることに
成功し，G 不変な非ホロノミック拘束を受け
る場合のディラック構造および陰的なラグ
ランジュ系の簡約化手法を提案し，非ニュー
トン２次流体である Rivlin-Ericksen流体の
定式化を行った[21]. 一般の Navier-Stokes
方程式に対しては,粘性力を外力としてとら
えれば変分的にとらえられることは[3]の研
究より理解できるが, エネルギー散逸まで
込めた保存系を構築し, そこでの変分とし
てとらえるというところまでは至らなかっ
た . こ れ は 今 後 の 課 題 と な る . ま た
Navier-Stokes 方程式に確率項を数学的に厳
密に導入することはメゾからマクロへ至る
流体運動の構造を理解するためには重要で
あるという知見を得た. これは実験観測の
揺らぎの本質的理解, ビッグデータ解析な
どでもたらされる解析結果の理論づけにも
役立つことである. 一方熱変化まで考慮し
た場合は,揺らぎを入れると熱力学的変数が
全て確率変数となるため, 従来の統計熱力
学とは矛盾するため新たなる視点の導入が
必要であるという結論を得ているが, これ
は今後の課題である.  
 
(3)非圧縮性粘性流体の自由境界問題につい
て，上記(1)を実際に応用するには数値解析
結果が重要である. 特に２相流はエネルギ
ー問題，熱流動解析など実際面に重要な応用
をもつ. そこで数学的に厳密な数値解析法
を有限要素法の立場から以下のように構築
することに成功した.  

①Lagrange-Galerkin 法とは，特性曲線法と
有限要素法の結合解法であり，一般に数値計
算が難しいとされる高レイノルズ数の流れ
に対しても，極めて安定的であることがわか
っている．本研究では，１相流に対し，
Lagrange-Galerkin 法の誤差解析および安定
性を数学的に厳密に証明した[17][22]．また，
局所線形化流速を導入するというアイデア
により，数値積分誤差の影響を受けないスキ
ームの開発にも成功した[1][16]． 
②１相流に対する Lagrange-Galerkin法の研
究結果の応用として，２相流に対する数値計

算スキームの開発を行った[14][15]．自由境
界は界面追跡法で精度良く計算し，表面張力
は有限要素法の弱形式に基づいて離散化し，
さらに，新たな工夫を加えることで，エネル
ギーの意味で安定的であることが数学的に
厳密に証明できるような数値計算スキーム
の導出に成功した．このような観点から開発
されたスキームは今までに存在しない．この
新スキームを気泡上昇問題に適用し，数値解
析を行った．外部流体の粘性を下げたとき，
上昇する気泡の振動が励起される現象を捉
えることができた．これは，円柱周りの流れ
において，レイノルズ数を上げていくとカル
マン渦列が形成されることに対応する現象
である．新スキームが高精度かつ安定的であ
ることは，理論的にも数値実験的にも実証で
きたが，近似解の収束性など，いくつかの数
学解析的事項は今後の解決すべき課題とし
て残った． 
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