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研究成果の概要（和文）：本研究では流体力学の基礎方程式であるNavier-Stokes方程式について数学的な研究を行っ
た．特に，境界が流体の渦度場の局所的・大域的構造に与える影響について研究を行った．本研究により，初期渦度場
の分布と非粘性極限における境界層の安定性，2次元外部領域におけるNavier-Stokes方程式の解の時間大域挙動の解明
，2次元回転物体周りの流れの安定性，3次元半空間Navier-Stokes方程式の渦度場方向ベクトルと解の滑らかさの関係
，2次元半空間非圧縮性粘性流体の渦度場に対する境界条件の考察とその応用，など多くのテーマについて成果を挙げ
ることができた．

研究成果の概要（英文）：This research project is aimed to achieve the understanding of mathematical 
structure of solutions to the Navier-Stokes equations for viscous inompressible flows, which are 
fundamental equations in fluid dynamics. This project has revealed various important structures of 
vorticity fields for the Navier-Stokes flows: the stability of boundary layer when the initial vorticty 
is located away from the boundary, the asymptotic behavior of solutions to the Navier-Stokes equations in 
two-dimensional exterior domains, the asymptotic stability of some stationary solutions to the exterior 
flows around a rotating disk, regularity criterion for the three-dimensional Navier-Stokes equations in 
the half space under the condition of voricity direction and type I blow-up, the vorticity boundary 
condition n the half plane and its applications.

研究分野： 偏微分方程式論

キーワード： Navier-Stokes方程式　流体力学　渦度場　境界層　解の漸近挙動
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１．研究開始当初の背景 
水や空気などの流体は流体自身の変形に伴う

抵抗が考慮される場合，粘性流体として取り

扱われる．例えば固形物の境界付近における

流れなど，より現実的な問題に取り組む上で

粘性流体は最も基本的かつ重要な概念である．

粘性流体の運動はNavier-Stokes方程式と呼

ばれる非線形偏微分方程式により記述され，

理学・工学の各分野から盛んに研究されてい

る．しかしながら，その複雑な非線形性のた

め，例えば3次元Navier-Stokes方程式の時間

大域的可解性といった数学的に基本的な問題

を含め，今なお解明されていない問題が多い．

数学解析，数値解析の両面において困難を引

き起こしている要因の一つに，ある点での流

体の運動が他の全ての点における流体の運動

に複雑に依存している非局所性が挙げられる．

この非局所性は，粘性により引き起こされる

拡散効果のみならず，非圧縮性流体の圧力場

に見られるように方程式独自の構造に起因し

ている．このように方程式が非局所性を持つ

一方で，発達した乱流に現れる渦管構造(強い

渦度場が管状に分布した構造) や境界付近で

の高Reynolds数の流れが呈する境界層の形成

と剥離など，流体の運動には特徴的な局所構

造が現れることも多い．こうした現象は流体

の大域的・非局所的な構造と局所的な構造の

間に数理的なメカニズムが潜んでいることを

示唆しており，その全容を数学的に解き明か

していくことは複雑な流体の運動を理解する

上で重要な課題となっていた． 

２．研究の目的 
(1) 非圧縮性粘性流体の場合，渦度場に対し

て詳細な解析を施せる状況は，これまでのと

ころ全空間のように非自明な境界の影響が現

れない場合に限られることが多く，境界を本

質的に考慮しなければならない問題において

は，渦度場に対する基礎研究自体不足してい

た．本研究では，非圧縮性粘性流体渦度場の

満たす境界条件を数学的に正当化し，かつ境

界付近における渦度場の構造をその境界条件

をもとに解析することである． 

(2) 非圧縮性条件を満たすベクトル場自体の

構造を理解することは流体力学において基本

的なテーマである．本研究では半空間の場合

に知られていたStokes半群に対するUkaiの公

式やUkai射影作用素をより一般の領域に対し

て拡張することを目的とする． 

(3) スケール臨界の空間減衰を持つ2次元外

部領域の非圧縮性粘性流体の時間大域的挙動

及び安定性について研究する． 

 
３．研究の方法 
(1)渦度場の境界条件をもとに 2 次元半空間
における Stokes 流の渦度場に対して定量的
な評価を与え，また，初期渦度場の分布の仕
方が非粘性極限における渦度場の挙動に与
える影響について実解析手法を用いて考察
する． 
(2) Ukai射影作用素の構造について再検討を
行い，2階楕円型作用素のDirichlet-Neumann
写像との関係に着目する． 
(3) 弱 L^2空間の関数に対して成り立つ定量
的評価やスペクトル解析を駆使してスケー
ル臨界下にある2次元流体の構造について調
べる． 
４．研究成果 
(1) 2 次元半空間における非圧縮性粘性流体
の渦度場の境界条件及び内部での方程式を
直接解析することにより，初期渦度場が境界
から離れて分布しているならば，時間局所的
に非粘性極限が Euler 流と Prandl 境界層に
より記述されることを厳密に証明した; 
Maekawa (2014, CPAM)．非自明な境界のある
非粘性極限問題は一般に大変難しい問題で
あり, 本研究は渦度方程式を直接解析する
ことにより非粘性極限を正当化した最初の
論文である．また，渦度場の境界条件を用い
て，渦度場の方向ベクトルに関する付加的な
仮 定 の 下 で ， 3 次 元 半 空 間 に お け る
Navier-Stokes 方程式の解は type I 型の爆発
を 起 こ さ な い こ と を 証 明 し た ；
Giga-Maekawa-Hsu (CPDE，2014）．この結果
は，Navier-Stokes 方程式の解に対して境界
付近における type I 型の爆発可能性を否定
した最初の論文であり，境界付近での渦度の
生成とも関連した学術的意義の高い成果で
ある． 
(2)発散型 2 階楕円型作用素に付随する
Poisson 作用素と Dirichlet-Neumann 写像に
よる factorization 定理を証明し，それをも
とに境界がグラフで書ける非有界領域にお
いてある関数空間におけるHelmholtz分解定
理を確立した; Maekawa-Miura (Math.Ann, 
2014）. さらに，同様の関数空間において
Ukai 射 影 作 用 素 の 構 成 に 成 功 し た ; 



Maekawa-Miura (preprint, 2015)．これらは
Navier-Stokes 方程式の解構造に対して一般
的な知見を与えるものである．本研究で得ら
れた非圧縮性ベクトル場の構造定理は，今後
解の時間無限大での挙動に対して応用され
ることが期待される． 
(3) 弱 L^2 空間に初期値をとる 2次元外部領
域Navier-Stokes方程式の時間大域挙動を考
察し，小さな自己相似型の解が任意の L^2 摂
動に対してL^2空間の位相で漸近安定である
ことを証明した; Gallay-Maekawa (APDE, 
2013), Maekawa (Analysis, 2015). 
また，2 次元回転物体周りの流れの数学的存
在証明に成功し; Higaki-Maekawa-Nakahara 
(preprint, 2016)，特に回転物体が単位円の
場合に得られる厳密定常解のL^2初期摂動に
対 す る 安 定 性 を 証 明 し た ; Maekawa 
(preprint, 2015).一般に，スケール臨界に
属する2次元流体の安定性を示すことは難し
く，本研究はこの分野において先駆的な結果
を与えている． 
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