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研究成果の概要（和文）：流体の運動を記述する非線形偏微分方程式や非線形シュレディンガー方程式などの偏
微分方程式に対して、解が安定的に存在するための初期条件をどこまで一般化できるかを考察した。ナヴィエ-
ストークス方程式に対しては平均振動が有界であるデータに対して時間大域解を得ることができ、コリオリ力を
考慮した場合は時間大域解を得るための初期条件を明らかにした。シュレディンガー方程式に対しては２次の非
線形項の場合に初期値連続依存性の破綻を証明した。また、解の挙動についても考察し、分数冪ラプラシアンを
有するバーガーズ方程式に対して解が基本解であるポアソン核に漸近することがわかった。

研究成果の概要（英文）：This work is concerned with revealing and understanding the optimal initial 
condition for some nonlinear partial differential equations such as Navier-Stokes equations and 
Schrodinger equations. We studied the Navier-Stokes equations in the spaces of functions which have 
the bounded mean oscillation property, and also gave some initial condition for the equations with 
the Coriolis force. As to Schrodinger equations, we proved ill-posedness with quadratic 
non-linearity. It is also proved for the Burgers equation with the critical dissipation that small 
global solution tends to the Poisson kernel. 

研究分野： 偏微分方程式論

キーワード： 偏微分方程式　初期値問題　適切性および非適切性　ベゾフ空間

  ２版
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１．研究開始当初の背景 
 流体の運動を記述するナヴィエ-ストーク
ス方程式や非線形光学のモデルであるシュ
レディンガー方程式などの非線形偏微分方
程式の初期値問題に対して、解が安定的に得
られるような初期条件を研究する。初期デー
タを表す関数の正則性や可積分性に着目し、
解が安定的に得られる様な最も広い関数空
間を明らかにすることが目標である。そのた
めに、初期時刻における関数の正則性が悪い
場合には解が初期データの変動に対して連
続的には依存しないことも考察する。解が安
定的に得られる性質のことは適切性と呼ば
れており、適切性が成り立たない性質のこと
は非適切性と呼ばれている。 
 
２．研究の目的 
 非線形シュレディンガー方程式について、
冪上型の非線形項を有する場合には、
Bourgain によって提唱されたフーリエ制限
ノルム法によって正則性の低い初期値に対
して適切性の研究がなされていたが、非適切
性という観点からも解析を行い適切性が得
られる臨界空間を明らかにする。想定してい
る非線形項は 2次あるいは 3次のものである。 
 ナヴィエ-ストークス方程式に対しては平
均振動が有界である関数空間での適切性の
結果(Koch-Tataru(2001))が知られているが
別証明を与える。またコリオリ力を考慮した
場合の適切性の考察を行い、時間大域解が得
られるための初期条件を明らかにする。関連
する話題として、Navier-Stokes 方程式の時
間大域的挙動や移流拡散方程式の適切性に
ついても考察し適切性の理解に繋げられる
様に研究を推進する。 
 様々な領域においてベゾフ空間と呼ばれ
る関数空間を使って偏微分方程式を解析す
るための理論を整備する。ユークリッド空間
の場合、ベゾフ空間論は十分に整備されてい
るが一般領域上の場合には部分的な結果し
か知られていない。偏微分方程式への応用の
観点から領域上のベゾフ空間の様々な性質
を明らかにして、最適な解析を行うことを目
指して研究する。 
 
３．研究の方法 
 学会、研究集会、セミナー等で成果発表を
行い、国内外の研究者からの批判をうけ研究
交流を行いながら研究を推進する。また様々
な知識をより広く理解するため、様々な分野
の研究集会に参加して偏微分方程式の研究
に対する研究動向について情報収集しなが
ら研究を行う。 
 
４．研究成果 
 非線形シュレディンガー方程式に関して
は、単独の方程式から始め 2次の非線形項に
対して結果を得ることができた。空間次元が
1 次元と 2 次元の場合に適切性が知られてい
たが、非適切性を証明することで既存の結果

で知られていた適切性が得られる関数空間
は最適であることがわかった。また、システ
ムのシュレディンガー方程式に関しても取
り扱い、質量比の違いに応じて適切性と非適
切性の境目の関数空間が本質的に異なるこ
とがわかった。 
 ナヴィエ-ストークス方程式に対しては、
平均振動が有界である関数の空間において
適切性を示すことができた。ベゾフ空間と類
似のトリーベル-リゾルキン空間と呼ばれる
関数空間での評価式を用いて、小さい初期値
に対する時間大域解の存在を示すことがで
きた。コリオリ力を考慮した場合には、回転
速度が大きければ大きいほど解が安定的に
存在することが期待される。時間大域解が存
在するための十分条件を回転速度と初期値
データによって定量的に特徴付けられるこ
とがわかった。また回転成層流体に対しても
時間大域解の結果を得ることができた。 
 分数冪ラプラシアンを有する臨界型のバ
ーガーズ方程式の時間大域的存在と漸近挙
動について結果を得た。ここでいう臨界型と
は、消散に関するオーダーが非線形項と釣り
合う場合であり、時間大域的な正則性が得ら
れるか否かの境目の場合である。時間大域的
挙動は知られていなかったが、初期値が小さ
いならば時間大域解が存在して解は時刻無
限大でポアソン核に漸近することがわかっ
た。ハミルトン-ヤコビ方程式に対しても類
似の考察をし、小さい初期値に対して時間大
域解が存在し、解は時刻無限大においてポア
ソン核に近づくことがわかった。 
 領域上のベゾフ空間論の整備については、
準備として開集合上のスペクトル掛け算作
用素に対する有界性の定理について研究し
た。具体的には、開集合上でディリクレラプ
ラシアンを考える。スペクトル分解定理によ
りディリクレラプラシアンの関数を考える
ことができ、その有界性を考察した。2 乗可
積分空間の場合にはスペクトル分解定理か
ら直ちに結果が得られるが一般の p 乗可積
分空間(p は 1 以上の実数)でも成り立つこと
がわかった。 
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