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{義我美一 (北大 ・理)

平成10年 9月 24日

方程式を導出することは，問題の定式化，あるいは，数学的モデノレ化という。どの

ようにして導出するカ斗立，重要ではあるが，ここでは述ベない1)。界面ダイナミタス

を記述するために，現象に応じて様々な非線形偏微分方程式が導出されている。そ

の方程式の解の形状をよく調べれば，界面の動き方がわかっていくのである。ここ

で注意したいのは，界面の運動そのものが未知であり，求めなければいけない点で

ある。すなわち相境界自身の位置も含めて，問題を解くことになる。数学では，そ

のような問題を総称して「自由境界問題」と呼んでいる。水と氷の界商ダイナミタ

スを記述するステファン問題は自由境界問題の典型例で，よく研究されている均一九

ステファン問題では，界面の運動は界面の外の部分(この場合，水や氷)の物理的

状態にもよる。しかし材料科学では，界面の運動法則が界面の形状のみにより決定

され，界面の外の部分の物理的状態によらないとしてよい場合も多く，重要である。

このようなモデルは界面支配モデルと呼ばれ，その界面ダイナミクスを記述する方

程式は曲面の発展方程式と呼ばれる。本稿では，曲面の発展方程式の代表的な例を

考え，その方程式中の曲率が，界面の形状におよぽす効果について述べていく。

まず，問題を数学的に記述するために記号を準備しよう。時刻 tでの界面を

Rn(n <: 2)に埋め込まれた(滑らかな)超曲面 r(L)と考えよう.また r(のには

ふち(幾何制力境界)がないとしよう。r(L)は向きづけ可能とし， Rn を二つの開集ー、

合に隔てているとする，(r(t)が間曲面なら，ジョノレダン ・プラアワーの定理・)より

いつもこれらの条件を満たしている。斗脚注小松，中間，菅原，位相幾何学 I岩

波 (1967)参照)次にnをr(t)の向きを定める単位法ベクトル揚とし，V = V(x，L) 

を r(L)の点 Zでの n方向の成長速度とする。界面ダイナミクスが動力学的な作用

によらないとすると，運動を記述するのに加速度は不必要と考えられる。熱力学的

力による界面ダイナミクスでは，実際，成長速度 Vが r(t)の形状およびr(t)の外

側の物理的状態で決定される旬。さらに，界面支配モデノレでは，V = V(x，L)がr(t)

の形状と空間変数 Z 時間変数 tにのみよって決定される。もし Vが x，Lに陽によ

らなければ，その曲面の発展方程式は，標語的にはr(t)上で

界面ダイナミクスー 曲率の効果

1 はじめに

物質の異なる 2相が交わらずに共存している現象は，今日科学・工学の種々の分

野で取り上げられている。2相を隔てる曲面を相境界又は界面という.現象に現れ

る界面の形は，様々である。どうしてそのような形状になるかを解明するため，普

から多くの科学者が努力してきた。今日， r形態形成の問題」と総称される分野であ

る。例えば，シャボン玉がなぜ球状になるかという問題を考えよう。この場合シャ

ボン玉の表面が界面である。物理的には「界面の囲む図形の体積を一定にしたとき，

その表面積を最小にする図形を求めよ。』という I等周問題Jの解が‘ンャポン玉の形

状と考えられる。等周問題を数学的に解くと，その解は球になるのでシャボン玉の

形状は球と説明される。(もちろん，実際には，表面張力以外の力や，境界がありう

るので，いつも等周問題としては定式化できるわけではないが，一つの理想的状況

をとらえているのである。)等周問題の解として説明できる現象は，時聞が経過して

も外部から何も作用を加えない限り，変化しない平衡状態でe さらに，少しぐらい

ゆすっても，やがて元の状態に戻ってしまうという意味で安定である。

我々が現実にみている界面は，時間とともに動いている遷移過程にある場合が

多い。このような状態を非平衡状態という。一見止まっているように見える界面も，

長い期間，何千年もかければ変化することがありうる。また，界面が動いている途

中に物理的条件が変わって，その形状で固定されてしまったと考えられる場合もあ

る。そこで非平衡状態での界面の形状を調べることが重要になってくる。

界面の運動(界面ダイナミクス)を理論的に調べるためには，その運動を記述す

るであろう法則(数理モデノレ)を導出する必要がある。界面ダイナミクスを記述する

V = J(r(L)の形状) )
 -

(
 

と表されるehここでfは既知関数である。(この方程式を成長法則と呼ぶこともあ

る。)与えられた初期曲面， r(O) = roに対して (1)を満たすr(t)のー径族 {r(t);t ε 

[0，1刀を (1)の初期曲面 roに井「する時間区間 (O，T)での解としづ。T=∞ととれ
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るとき大減解とし、う。「。に応じて Tを小さくしなければいけないような時は， 局

所解という。(1)に対しての解析学的な基本的問題は，

(i) r.を与えたとき (1)の滑らかな局所解，大域解は意に存在するか。

(ii)滑らかな大域解が存在しない場合，局所解は，本当に滑らかさを失うの均、

(山)解の形状は，r.の形状を反映するのか。あるいはr.によらずにある形状になっ

ていくのか。

これらは，方程式 (1)が与えられたときに，まず考える必要のある問題である。そ

の意味で基本的である。

さて，成長法則 (1)での，r(t)の形状依存性であるが，r(t)のまがり方による

ことが多い。曲線のまがり方を表す量として，曲率を用いる。曲面の場合は，第2

基本形式やその固有値である主曲率など，さまざまな量が用いられている。成長法

則 (1)の右辺が曲がり方による場合， 曲率が大きい，つまり r(t)が大きく曲ってい

ると，それを平らにするような効果が (1)にあることが多い.言い換えると界面ダ

イナミクスにおける曲率の効果は， r(t)がさらに複雑な形になるのを食い止める作

用ともいえる。従って，曲率の効果は，平滑化，安定化因子と見なされている。

成長法則 (1)が，拡散型方程式になっている場合には，上述のような曲率の効果

がある.拡散型方程式は，熱伝導の方程式

仇L. d2u 'e;(x，t) = 瓦~(x ， t)， t > 0， x E R (2) 

の般化であり，数学的には，放物型偏微分方程式と呼ばれる。方程式 (2)の代わ

りに (1)に U の非線形関数g(u)を加えた方程式

&u o'u 
=三面+g(υ) 

&t ー

は，反応項gをもっ即む拡散方程式と呼ばれる。未知関数也について線形である拡

散項告と非線開gの二つの効果のおりなす様々な掛について， (特にけtベク

トル値の場合)日本の反応拡散方程式系の研究グノレープによる寄与が大きい。成長

法則 (1)にも拡散の効果を表す曲率の項と，反応項のような項の相互作用が，面白

い現象を生み出すことがある。しかし，成長法則 (1)の場合拡散項といっても，そ

れ自身非線形で多様である。ここでは，成長法則 (1)のいくつかの代表的な例につ

いて，曲率の種々の効果を調べることにより，非線形放物型方程式の拡散効果の多

機性を紹介した''.
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2 界面支配モデルの種々の例

成長法則 (1)で fが曲率による代表的な例をいくつかあげよう。

2.1 平均曲率流方程式

まず r(t)の点 Z の n方向の平均働率を 11= lI(x，t)と書く。平均曲率は，通

常主曲率の平均として定義されるが，本稿では単に主曲率の和とする。(従ってその

値は平崎で定義した場合の11.-1倍になる。)r(t)の方程式で， r(t)の点zでの成

長速度 V(x，t)がそこでの平均曲率H(x，t)に等しいことを要時している方程式，つ

まり

V = H (r(t)上) (3) 

を平鈎曲率流方程式と呼ぶ.もL-n = 2.つまり r(l)が平面内の曲線であるときは，

r(t)の n方向の曲率を kと畜くと，平均曲率方程式は，単に

V=k (4) 

となる。この方程式を曲線短縮方程式と呼ぶこともある.

平均曲率流方程式は，金属の焼きなまし時の粒界の運動を記述するために材料科、

学者の M叫li田(マリンズ)')Iこよって 1950年代に提唱された。1970年代の後半の

Br也ke(プラッケ)')の研究をきっかけに，平均曲率流方程式は，数学の世界でも盛

んに研究されるようになってきた。ここでは，その研究の歴史的訓についてはふれ

ず.方程式の数学的意味，また方程式の型についてまず述べよう.

A.変分構造

まず，平均曲率 H は表面積の曲面の変化に対する微分(曲面の族の全体が無限

次元なので変分と呼ぶ)として特徴づけられることに注意しよう固実際滑らかな曲

面「が n-l変数関数 uのグラ7xn=u(ピ)，x' = (町，...，3:n_1)εQで与えられ

たとき，その表面積冗ぬl(r)は

，w-1(r) = In 戸市iEdzJ (5) 

で与えられる。ここで Q は R n-lの開集合で Vuはn-l変数関数の勾配

vu=(t，，未)
4 



を表し，l'¥7ul'は '¥7uのベクトノレとしての長さ， つまり

， ，、 、， ，円、 2

1'¥7"1' = (王子I+. + ( 0 V. I 、V;l， lj 、u;，(;n-lJ 

を表す。今εを小さい正数， ψをQでコンパクトな台をもっ滑らかな関数とし，εv

だけFを Xn方向に動かして得られる曲面を r，刷つまり

r即 ={xn = ，，(x') +印 (x')，x' E fl} 

と表す。このとき表面積 Fのψ方向の変化率81tn-1(r)/6ψ を

6Hvl(「) d I 

-1F-=瓦 1t"ー(r，.) 1日
と定義する。定義に従って，右辺を積分記号下の微分が自由にできるとして形式的

に計算すると

差1tn-1(r叩 )1同 =Ld詰zwb' 

~ cliv (ポ詰)
となる。最後の式変形で，部分積分法を用いた。ここで中点はユークリッド内積，

divはRト 1のベクトノレ場についての発散

{)p1 {)J刊 -1

cliv F =τー +...+τ一一一，F= (Jヘ ，F明-')
aXl OXfI_1 

を表す。rの上向き法ベクトノレ方向の平均曲率を計算すると吟

H = div (ポ詰) (6) 

であるので
61t"-1 (r) r 
一一一一一=-I H<p dx' 6ψ h 

(7) 

を得る。(ベク トノレ解析の記号に不慣れの読者は，まずn=2，つまりrが曲線でuが

I変数関数のときの計算に取り組むとよい。その場合 k=£(長 /(1+(者)り1/2)

なのでもちろん
6'H' (r) r 
一τ一一=ーIkψdx， 

()!p Jn 
(8) 

5 

となる。)有限次元ベクトノレ空間で定義された関数 Eのベクトノレ e，.O方向の方向

微分 {)E/{)eと全微分ι:'(y)の関係

。E.. d "a: (y) = 盃E(y+ ee)1同 = E'(y). e 

の類似で，積分 JH<pをHとvの内積とみなせば (8)は1tn-l(r)のrでの‘全微

分，81tn-1(r)/dTが
61tn

-
1(r) 

=-H M 
or 

となることを主張していると読める。ところで物体の運動速度を物体の位置の時間

変化率で表すが，その大きさは，単位系によって異なる。つまり，微分は，基準と

なる許量，内積によって異なりうる。2関数の内積として上述でない物を用いると

6冗，，-1(r)/6rは異なる量になる。後に述べる表面拡散流方程式を考える場合，この

注意は実際重要になる。公式(9)は， -Hが「を n方向に動かしたときの表街積の

(rの囲む図形の体積変化に対する)変化率であることを主張しているとも読める。

以上の考察により平均曲率流方程式は

V = -61t"-I(r(t))/dT(t) (10) 

と表面積を (r(t)の n方向の体積変化に対して)最も減らすように r(t)を動か

すことを要請している方程式といえる.関数や(曲面)に対して実数値を対応させ

る関数を，変数とする関数という意味で汎関数という。表面積は曲面を変数とする

汎関数の例である。この汎関数が最も減っていく方向に動かしていくことを要請し

ている方程式を勾配流方程式ということが多い。平均曲率流方程式は勾配流方程式

の典型例である。汎関数の値を高さに例え，そのグラフを地形ι思うと，勾配流方

程式は，最も合、なスロープにそって谷のほうにすべっていくことを要請していると

もいえる。何らかな意味で勾配流方程式とみなせる場合，その方程式は変分構造を

もっということが多い。ところで曲線についての (4)を曲線短縮方程式と呼ぶのは，

曲線の長さを最も減らしていくような勾配流方程式としての構造をもっているから

である。多様体上の曲線短縮方程式で，その解r(t)が時間無限大まで存在すること

がある。その時間無限大での極限は，存在すれば測地線であるので，多様体上で閉

測地線を構成するのに用いられることがある10)ロ

B.方程式の型

6 



方程式 (3)は偏微分方程式としてはどの型(楕円型，双曲型，放物型， ..)に分

類されるのであるうカ元そのために (3)を座標を用いて書き下してみよう。r(l)が

(x'，l)を変数とする関数 U のグラフとして与えられているとしよう。つまり

となるo 6i;はタロネッカーのデノレタで 61i= lli =ljならね =0である。ここで

作用素の楕円型の定義を復習しよう。

r(l) = {xn = u(x'， 1)， x' E n c Rn
-'} 

定義 Pを2m階 (m=I，2，...)の実定数係数の d変数関数に作用する微分作用

素とする。lるを Pの最高階の部分からなる作用素(主要都という)とする。もL

Poの特性多項式
とする。(方程式が回転不変のため，局所的にこのように表現できると仮定して一般

性を失わない。)r(l)の単位法ベクトノレ nで上方を向いている方はUを用いて

山一戸
)
 

-1
 

(
 

向(~) = e-'.x fも(e.X)(-I)'へ xERd

に対して向(~) > 0がすべての日ベクトノレでないcE R'についていえるとき Pを

楕円型という.(:向は Pの主シンボルと呼ばれている.また特性多項式は Pの各

偏微分をc Hに置き換えた多項式と考えてもよい。)

と表される。V時 点 の h 方向の速度ベクトノレ (o， ，ot)の n方向への甜

影とみなせるので もちろんラプラス作用素

v= 9' 

、/1+ l'i7ul' 

となる。ここで (6)による 11の表現を用いると (3)は

(12) ♂
一M

dE剖一一v
 

v
 

d
 一一A

 

2=何 百iliv(ポ詰) (13) 

は向({)= lcl'となる楕円型作用素である。また P= d.' = d.d.も IJo({)= lcl'と

なる摘円型作用素である。 非線形作用素については，楕円性が作用される関数の値，

微分にもよりうる.

という型になる。少なくとも未知関数やその微分に関して非線形である.発散を実

際に計算してみると (13)は
定議 (非線形作用素について) 点zεRdと8"u(x)(1α|壬2m)の値によって決

まる関数

旬

、

J

m
げ

す

+

表
l
s
 

句
一
代
田
一
円

。
一
同
シ

内山
一郎

ガ

内向
一九

回

M
FL

山

河

一

d

u

=

 

A

ム

=
r
t
 

仇一山田
(14) P(x， {8"U(X)}怜IS加)

が (xo，{8"U(XO)}同日間)で楕円裂とは，Fを(xo，{8"U(XO)}同日..)のまわりで線形

化して得られる作用素の主要部，つまり

8F 
l均hもドペ-ふE柄(iJn函阿矛百珂E可7仇 州向z町叫0

が楕円型であるときをしい、づうa この続念は座標変換によらな川

となる.こうしてみると，方程式中の最高階の微分は2階であり，未知関数 U の

2階導関数について線形なので(14)は準線形な2階偏微分方程式である。そこで

(14)を
!l.. rl-I ヌ~-一

吉=321句(刊誌孟;
ここでは多重指数。 =(α11...，G'd)を用いている。したがって |α1=向+ ー+句

とし，8"は

伊 二(8:.)"'... (8~J旬

と表すと

句(p¥，'.'，Pn-d = dij ~ PiPj(l十回I't'， 1壬1，J壬nー l

p = (p"... ，Pn-') 

7 8 



を表す。さて Fが最高階の偏導関数の &"u.(1α1~ 2m)について線形ならば，F(x， 

{&"u} 同I担問)は準線形と呼ばれる。 間~ 1で準線形な F.つまり未知関数の2階微

分について線形な作用素が，楕円型かどうかは，その係数の作る行列に対応する 2

次形式が常に負定値かどうかで決まる。この概念は座標変換によらないので，特定

の座標で調べればよUL 

さて方程式 (14)の右辺の作用素が楕円型かどうか調ベょう。シュヲノレツの不等

式を用いて

D.等周不等式への応用

第 1節で述べた等周問題で界面が平面内の閉曲線の場合を考えよう。この場合が

古典的な等周問題である。閉曲線の長さを L，それが囲む図形の面積を Aとする。

閉曲線が円周であるなら.LとAの関係は明らかに釘A~ L'である。 Aを一定

としたとき，閉曲線が円周のとき Lを最小にするのであれば

41fA<L2 

1-1 包 (1"{)祖霊(，同， ¥ 
Z1句か)的 ~ I~I' 司両 日l' ll 司1'1') 

=iEP--L万. ~ ~ (ふ， ...， ~，，- l)
1十伊「

を得る。こうしてpを決めるごとに

向-1 !:¥2_ 

-iE1句 (1')式主

であるはずである。この不等式を等周不等式とbづ。これは等周問題の解が円周で

与えられることを示す。実は不等式の等号は閉曲線が円周のときのみ実現される。

つまり，等周問題の解は円周しかないのである。等周不等式の証明法はいくつも知

られている11L ここでは，曲線短縮方程式 (4)を用いて証明する。技師旬困難さを

避けるため，閉曲線r。を滑らかとする。Aoを['0の囲む図形の面積とし.Loを ['0

の長さとする。

は楕円型作用素で，行列 α，;(1')の最小国有値はpを大きくするほど小さくなる。方

程式 (14) はわ 2糊円型作用素~ O なので準線形2階放物型方程式の例となっ

ている。(放物型の統的な定義はないので感覚的に用いる。)

方程式 (3)が準線形放物型方程式ということがわかると平均曲率流方程式の局所

解を構成することは今日では標準的である91.初期曲面 r。がある程度滑らかなら，

解 ['(t)も滑らかである。

C 具体的な解

平均曲率流方程式はその非線形性のため，いくつかの特別な場合を除いてその具

体的な解の表示を求めることは，難しい。しかし，球面や円柱面のように，平均曲

率が一定になる図形を (3)で動かした解を求めることは，易しい。実際「。が半径

九 (中心原点)の球ならば解 r(t)は半径 R(t)(中心原点)の球面で

R(t) =再三瓦コ示

となる。この解は時間とともに半径が小さくなりし ~m/2(n -1)でr(t.)は1点

となる。その後が空集合であると考えるのが自然であろう。円柱面についても同様

な解の表示が得られるへ

定理 4πAo壬LIが常に成立する。等号はr。が円周の場合に限る。

証明 じ を['0を初期値とする (4)の解とする。['(t)の長さを L(t)，その囲む図距ι
の函積を A(t)とする。(後述するように，この解はやがて凸になり有限時間で1点

に縮むまで，特異点を生じたり交わったりしないことが知られている。)まず，成長

速度の定義より
dA. . ( 
τ (t) = - L. V ds (15) 
αιJr・(t)

となる。ここで Vは.r(t) の内向き単位砕くクトノレ n 方向の成長速度• dsは線索

d'H'を表す。また

dL. . ( 
(t) = - L V k d8 (kはr(t)の n方向の曲率)

dt ，-， Jr{t) 
(16) 

となる。これらの恒等式は局所化によって曲線が関数のグラフの場合に示せばよい

のでその導出は曲線の動向匂を理解してし、なくても可能である。さて曲率kはnの

偏角 Oの弧長パラメータ sに対する微分霊 (8は nを左手に見る方向に増加する

ようにとられている)なので
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を得る。(この事実と (15)で V=kとすると

A(t) = Ao -2"t 

るためである。そのためまず表面エネルギーと呼ばれる量を考えよう。加を Rnの

単位球面8"-1上で定義されたE定値関数とする。曲面「に対して

J(r) =れ(n)即 1 (附 1は面索を表す) (18) 

を(表面エネルギー密度刊の)rの表面エネノレギーと呼ぶ。表面エネルギー密度加

は，結品構造によって決まると考えられている。もちろんγ。が恒等的に 1の場合

は J(r)は「の表面積'H"-I(r)にほかならない。

A，変分構造

非等方平均曲率流方程式は大雑把にいえば平均曲率流方程式 (10)の表面積を表

面エネノレギーに置き換えて得られる方程式といえるロただし閉じ d1(r(t))μr(t)に

対しでも方向によって成長速度 Vが異なると考えたほうが自然なのでnによる比

例定数 M(n)を導入して
d1(γ(t)) 

V = -M(n)一 一
Sl'(t) 

を (10)の一般化として考える。それでは変分d1(r)(Sl'は，

ろうか。S2.l.Aと閉じように計算すると

oI(γ(t)) 
一一一 =divバ(n)
of(f.) 

を得る.ここで?を'"10の正斉次一次拡張，すなわち

γ(q) =守口 (hllql， qεRn 

¥lqlJ 

(19) 

どのような量なのであ

が得られるので f(t)が時刻ん =A.(おで消滅することがわかる。)

これらの準備の上で，等周不等式の証明を完成させよう.恒等式 (15)で V=k

とし， (17)を用いると
J
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を用い，さらに (16)をV=kとして用いると

4π誓(t) と 2I k' dsL(t) 
Jr(t) 

dL _ d 内

=2L  =(LZ) 
dt - dt 

両辺を (0，1.)で積分すると

4π(A(t.)← Ao)主 (L(t.))'-Ld 

となるが，A{I.) = 0， D(t.) =日なので等周不等式が得られる.さて，それが等号

になるためにはシュワルツの不等式が等式で成立しなければならないので各時刻

t ε(O，t.)で f(t)の曲率は空間変数によらない。つまり r(t)は円周である。これよ

りroは円周でなければならない。(証明終)

このように，曲線短緒方程式は，等周不等式のような幾何学的不等式をZ正明する

のに重要で，曲面上の等周不等式の精密化に役立っている叫。また最近，相対論の

正質量問題の精密化であるべンローズの不等式も曲面の発展方程式 V=ー1(Hを

用いることにより厳密に証明された1針。

とし，

2.2 非等方的平均幽率流方程式

結晶成長の問題では，界面構造の方向による異方性を考慮しなければならない。

一方向には結晶は成長しやすいが，他の方向には成長しにくいという現象を説明す

EV?foγδγ1 
一 一 両~""'aqn)

とおいた。divrは「上の発散であるが， cの斉次性より ，nが「のある近傍に長さ

1に拡張できているのであれば， Rnでの発散 divを用いて

divrf.(n) = divc(n) 

と表される。もちろん， γ'o(q)三 1のときは c(q)= q(lqlなので1div~ n = div nと

なる。(6)，(11)より 1/二 divnであることに注意すれば divrc(n)が平均曲率の

概念の一般化であると考えられる。そこで

11.羽 = -divrc(n) (20) 

11 10 



とおき，重みつき平鈎曲率又は非等方的平均曲率と呼ぶ。すると (19)式は

v= M(n)H有 (21) 

と表される。この方程式は熱力学の第2法則とカの釣り合いを仮定して公理論的に

導かれた，)界面運動方程式

出(n，V)V=H判 c

の特別な場合と考えられる。(ここで β(n，v)~ 0， cは定数であるo)実際 (21)は

s(n， V) = I/M(n)，c= 0とした方程式にほかならない。

B.方程式の型とフランク図形

方程式 (21)の偏微分方程式としての型を調べようo 92.I.Bのような座標を用い

て (21)を書きなおしていけばよいのであるが2異方性のため方程式の型が怯サト

ル n方向によって異なりうる。ここでは結果のみを紹介した，'-そのためには加

のフランウ図形

Fr阻kyo= {qεRnzマ(q)壬I}

を用いると表現しやすい。等方的で百三 1であれば，Fr岨kγ。は単位球である。

Fr副k1'0の境界の(内向き)主曲率がいたるところ正である場合 (21)は平均曲率

流方程式と同様， nの方向によらず2階放物型方程式である。マの条件として解析

的に表現すると「ある λ>0が存在して

!l2_. 

>.手ム(q)~i~j > λ1~1 2 
1よj'5，包 aq，qj (22) 

が互いに直交する ~， q εRn に対して成立するJ となる。 (γ は q#O ではc'と仮定

している。)丹岨k1'0が単に凸という仮定であると，上のλをλ=0ととらなければな

らない方向qがありえる。したがって放物性が退化しうるのである。しかし放物型方

程式の‘極限とみなせるので (21)は退化放物型方程式と呼出功。Fr岨k10が凸で

ない場合は， (21)は退化主婦梅型方程式ともみなせない'0 qの方向によっては，方程式の

構造は熱方程式の時間を正負入れ換えたような構造になっていてz一般には初期値問

題は解けない。退化性について 11=2の場合少し論じよう。Fr岨k加が単位円からそ

の直径より短い一つの弦でくぎられた部分で中心を含まない方を取り去ってできる図

市q

形としよう(図 1)。弦と円との交点の座標を q，= (甜6hsinOI)，伯 =(描8"町内)

と表し，01 < O2， (}2 - (}1 <宮となるように 01102をとっておくo (このときの γは

c'でもびでもないが3 とりあえずそのような滑らかさの問題は，考えないことに

するo)対応する方程式は 8，く 8< 8，に対応する方向q=(情。，sin0)で，放物生

が退化していることは容易にわかる。もとの方程式 (21)に戻ると，これは曲線 r(t)

の単位法ベクトノレ場 n の偏角。が引く 0<0，のとき， (21)の放物性が退化してい

ることと同値である。 (M(n)> 0はいつも仮定されている0)

さて，この例のように肝岨kγ。が尖っている場合は， γの2階微分は 6関数的

になり，方程式 (21)を普通の意味で解釈することはできない。しかし，このような

状況を考えることは応用上重要であるへこの積の問題については，本稿の最終節で

扱う。

C.非等方的等周問題とウルフ図形

等周問題で，表面積を表面エネルギー I((18)式参照)に置き換えた品鳴，つまり

f界面の囲む図形の体積を一定にしたとき，モの表面エネノレギー Iを最小にする図形

を求めよ。」 を非等方的等周問題という固もちろ人絹周問題の一般化である。この問

題の解は結晶の平衡形を記述するものとして重要である。等周問題の解が球になか

のは想像に難くないが，非等方の場合は，すぐにはわからない。実際，この解は最

初に WuIff(ウノレフ)によって与えられたので表面エネルギー密度1'0に対応したウ

ノレフ図形と呼ばれている.それは

WuIffγ。={xERへx.q壬1'o(q)がすべての qE Rn， Iql = 1について成立}

で定義される。(凸解析の用語を用いると Wulll1'oはFr岨kγoの共役凸集合として

定義されるといってもよい。)本稿ではりノレフ図形が非等方等周問題の解であるこ

とについては触れない14)。

ウノレフ図形はフランク図形が凸でなくてもその定義よりいつも凸である。実は

加が異なっていても，そのフランク図形の凸包が一致していればウノレフ図形は変わ

らない。そこで凸なフランク図形を考えよう。もし， Fr阻kγ。の境界が C包でg そ

の内向き主曲率がいたるところ正なら， WuIffγ。の境界も閉じ性質をもっ。これに

対し，前節の例のような形状のブランク図形で与えられる γ。に対しては，そのウノレ

フ図形は単位円に ql，q2での接線と弧q¥q2が囲む部分をつけ加えた図形である(図

14 



1)。フランク図形の平らな部分の法線方向がウノレフ図形のカドの位置ベクトノレの方

向になっている。またウノレフ図形の平らな部分(ブアセットと呼ぶ)の法線方向が，

フランク図形のカドの位置ベクトノレの方向になっていることがわかる。標語的には，

11=2のときは，

カド 一平らな面

平らな面 ←→カド

フランク図尭手 ←→ウノレフ図形

といえる.

さて，ウノレ7図形は，期待されるように，次のような球に似た性質をもっ。ウノレ

7図形にカドがあったりファセットがあると記述が困難になるので，Fr叫k句。の境

界が c"で，その内向き主曲率がすべて正として述ベる。

定理

証明

Wulff加の境界rの外向き非等方的平均曲率H"， は定数でー(..ー 1)となる。

ウJレ7図形の定義よりその境界 F上の点 Z では

sup(x . q 百 (q));0 
Iq!=l 

となることは容易にわかる。この条件は7の斉次性より

sup (x. qーγ(q));0 
qeRo 

と問値であるo l'の凸性の仮定 (22)より 1X.q-γ(q)はqの関数として qの正定数

倍を除いてただ一つ最大値をとる。駄にする点、q(x)1;1: x ;町 (q)=(t t) 
かっ Iql;1を満たすものと してただ一つ決まる。 q(x)はF上でしか定義されてい

ないが，各μ〉日に対して q(凹 );μq(x)を満たすよ うに qを「の外に拡張する.

すると Fは

x.qーγ(q(x)); 0 

なる方程式で与えられる.この式の左辺の勾配は Wulf!加の外向き法ベクトノレを与

えるがその 1成分は x;マγ(q)より

":.， {}γ 8<1 
内 )+x去(x)一五 原妄;=作)

となる。こうして Wulff1'0の外向き単位法ベクトノレ場を n;n(x)とすると

x;ママ(n(x))，x E r ; aw，.， W，.; Wulff加

を得る。こうして

H初=-divrVγ(n(x)) ; -divrx 

を得る。ここで「上の発散の定義15)

d.ivrX = tra四((1-n(x)@n(x))マX)

を思い出すと

fI.有二 (n -1) 

を得る。ここで X;(X1，...，Xn)は「上で定義されたベクトノレ場で(接ベクト

ノレ場とは限らない)Rn値関数とみなせる。'VX 1;1:.. x什抑J(筈)1壬i"i~n を表し
p01'はnベクトノレ p;(p，・，• • . 1 p-η)とそれ自身のテン:1，レ積を表す。 p@pは.J 

成分が向的である nXn行列と同一視している。traaは行列のトレースつまり対

角成分の和を表す。 ロ

ところで平均曲率 /!;一(..-1)となる埋め込まれた閉曲面は単位球であることは

よく知られていて16) そこでの折り返し法は2階楕円型放物型方程式の研究で重要な

役割を演じている。重みつき平均曲率の場合，Il"fn =ー(n-1)なる埋め込まれた関

曲面はWulf!加の境界に限るのであろうか。n;2の場合は容易であるが一般には

未知であると思われる。

さて， W叫庄 の境界の H鴨が一定であることより重みつき平均曲率流方程式の

具体的な解の例を与えることができる。

D 具体的な解.自己相似解

今 T>日として

中 {xE Rn;布Eaw"，} ;λ(t)aw"， 

なる曲面の族を考えよう。これは Wulff図形 W，.を時間とともに λ(t)倍拡大して

できる曲面族でこの図形の点 xE r(t)の方向はと(n(x))の方向と一致しているので



{(n)方向の速度はdλ(t)/dtとなる。γの正斉次次性より

γ(]，) = {(p) • p (Eulerの同次方程式)

なので， r(t)の E 方向の速度 Vは

dλ 
V= γ(n)~; 

となる。一方 r(t)の重みつき平均曲率 H."はー(n-1)/λ(のである。したがって

もし λが

の解であれば， r(t)は

dλ"-1 
dt λ 

V=γ'o(n)fI"， 

(23) 

(24) 

の解つまり (21)で M=加とした方程式の解になる。 (23)は積分可能で λ(0)= 

~>日とすると

λ(← J~ - 2(n ー 1)1， 

を得る。'10三 1の場合の V=Hの解である球面解を一般化した解がこうして得ら

れる。ここで得られた r(t)は，w.判を縮小して得られるので縮んでいく自己相似解

と呼ばれる。平均曲率流方程式の場合は，凸な曲面は，凸のまま 1点に縮みその縮み

方は球の縞み方で近似できる(漸近的に一致する。)17)方程式 (24)についての解の

縮み方については，'1が仮定 (22)を満たす場合であってもIn= 2の場合1的を除い

て未知である.非等方的な場合は鍵となる単制公式が成立しない叫ことによる。

さて， (21)でMが加に比例している場合は，同じ考え方で縮んでいく自己相似

解がみつかるが一般の場合には，曲面 C とλ(t)をλ'(t)< 0となるよ うにうまく

とっても

r(t) =λ(t)C (25) 

と表せる解繍白んでいく自己相似解)は存在するのであろう均九11.=2の場合に次

のことが知られている以外は不明である。

定理問，叫 n=2となる唱がc'で仮定 (22)を満たしているとする。M が連続

とする。このとき閉凸曲線 Cをうまくとると

r(の=v子士ic，T>日

と表せる自己相似解が存在する。 M(p)= M(← p)，γ(r，) =γ(-p)がすべてのpε8'

について成立すると仮定すると，CはTを決めればただっ決まる。

後半の M，'Yについての条件は， (21)で与えられる運動法則が，r(t)の向きづけ

によらないことを保証している。なお最近'10の Frank図形が凸多角形のときこの

定理と同様なことが成立することが示されている叫。

ところで， 92.l.Dの方法で (24)を用いて非等方的等周問題に対応する不等式は

導けないのであろうか。すなわち閉曲線 roの閤む面積を 110，roの表面エネノレギー

を10としたとき

4WAo壬IJ
を92.l.Dの方法で示せないのであろう地元ここで W はWulff図形の面積を表す。

残念ながら 92.l.Dをそのまま拡張したのでは，うまく U、かない.しかし，等号が

唱の WuIH図形 W.，.で成立することを見るのは容易である。実際平面上では div

x = 2(xεR')なので

W = ~ f div x dx = ~ f x . nds 
:t Jw"'1O :t J8¥V.句

となる。 92.2.Cの定理の証明中にあるように，W."， の境涜8W加上 x= 'vγ(0)であ

るので， '1の正斉次1次性を用いると Vγ(n). n =γo(n)より

W=iido(n)ds=jIo 

となる。こうして roが8W.，.のとき 4WAo=/Jが示せた。

2.3 ガウス曲率流方程式

92.1， 92.2の方程式は，座標を用いて記述すると準線形であった。ここで非線形

性のさらに強い完全に非線形な曲率流方程式の代表例としてガウス曲率流方程式を

挙げる。話を簡単にするためここでは r(t)を閑曲面とし nをr(I，)の内向き法ベク

トル場とする。 Kをn 方向のガウス曲率つまり，主曲率を κ1!. . . ，叫H としたとき

K=κl' .. I'¥.n-l 

とする。r(t)の方程式で

V=K (26) 



をガウス曲率流方程式と呼ぶ。この方程式は海岸で石が削られていく状況を記述す

るモデルとして考案された明。n=2では (4)と同じなので n2:3とする。

方程式 (26)を92.1.Bのようにr(L)が関数 U のグラフで与えられているとして

uの方程式として書き下そう。向き nが (11)で与えられるように uをとる。する

と(26)は

十日百戸"det((/-芦寺)'1'1U) 
と表される。このことは主曲率がい一1)x (n -1)行列

1. '1u0'1u' 1/- -- - 1 '1'1u 

J可可j2¥. fi可可I'}

(27) 

の固有値であることと(ロ)より従うaただし'1'1uは U のヘツセ行列ゆ主)

(1壬;，j5n-l)を表L，1は単位行列を表す。detは行列式を表す。

方程式 (27)より (26)が，準線形ではなくより非線形性が強いことがわかる.し

かも (27)の右辺の作用素のマイナ;<1倍が楕円型であるかどうかはuの2階微分の

符号によっている。簡単なために (27)の右辺の (-1)倍が楕円型かどうか'1u=o
を仮定して調べる@すなわち

F(V'V'u) = -det V'V'匂

の椅円型を調べよう。一般の次元では複雑なのでη=3として 92.1.Bの定義に従っ

て九を計算すると

となり，行列

s'u &' _ s'u s' d'u s' 
九=ー南商+2声高高五;一両碍

(;uo;) 弓 {JX1{JX'J

阪 高号

に対応する 2次形式の負定値性は1'V'Vuに対応する 21X形式の正定値性と同値であ

る。つまり3Fは，V'V'u (に対応する2次形式)が正定値のとき，またそのときに限

り楕円型になる。言い換えればuのグラフが“狭義凸"の場合に楕円型になる。一

般の次元の場合にもこのことが成立する。'1u;e0のところでも同様な楕向性の条

件が得られるので，結局次の形にまとめられる。

定理 ガウス曲率流方程式は r{L)の主曲率がすべて正ならば， 2階放物型である。

r(t)を単に凸とすると(つまり主曲率がすべて非負ならば1退化放物型である。

もし r(L)が凹ならば (26)は熱方程式の時間の亙負を入れ換えたタイプの方程

式なので，一般に初期値問題の局宮市拝を作ることさえ無理であることが想像できる。

したがって，ガウλ曲率流方程式の初期値問題を考える場合，曲面を少なくとも凸と

する.ガウス曲率流方程式も変分構造をもつが2あまり有効に利用されていないよ

うなのでEここでは述べない。

2.4 体積保存平均曲率流方程式

平均曲率流方程式は (10)で表されるように表面積を最も減らすようにr(t)を動

かすことを要諦している。ここでもし， r(L)の阻む図形の体積(ノレベグ祖IJ度)を保

ちながらという束縛条件を課したら，どのような方程式が得られるであろう方、 rを

閉超曲面とし D をrの囲む有界開集合とする。D の体積を一定に保ちながらの変

分 b"H，~I(r)(br を計算する必要がある。 92. 1. A の計算を思い出そう。 r が閉超曲

面で1点 Pの近傍で Q で定義された関数U のグラフで表されているとしよう。r 、

が (11)で与えられているように U のグラフの上方に向いているとしよう。「を Q

内での uを変形することにより b"H，，-1(r)(brを計算する。Dの体積を保つために

は，92.1.Aのr，.のωについて

11 Itdx' =。 (28) 

を課す必要がある。(7)は (28)を満たすvについてのみ成立するので同じ記号でま

ぎらわしいが体積保存条件のもとでは

6伊 1(r) 
一←一一 =-Ii +定数

br 

となる。右辺を F上で積分したときゼロにならないと変形が体積を保たないことに

なってしまうので2右辺の定数は H の「上の平均値

となる。よって

J/I刷Id"H'r 1冗-(nト一l吋(σ何rη)Jr 

6'}{'I-l，_， r ~ ._ ..._. 
一一一(r)=-H+IH訓 11-16r ¥-， _.， J(， 



対応する勾配方程式 V= -d1i"-I(r)jdTつまり

V=H 71H肘 1 (29) 

で定義されるラプラス ・ベルトラミ作用素である。この方程式は材料科学者のマリ

ンズ叫により 1950年代に既に提唱されている。n=2すなわち r(t)が曲線の場合

は dr(t)は弧長パラメータ sについての2陣織分81であるので (30)は

は体積保存平均曲率流方程式と呼ばれている。実際 r(t)の囲む図形 JJ(t)の体積
V=-ku (31) 

旬。)について
v(t) ( 一一一=I Vd冗，~I
dt J 円。

なので (29)をr(t)が満たせば dvjdt三 0が従い体積保存性がいえる。 dvjdtにつ

いての上の恒等式は (15)と本質的に同じである。

体積保存平均曲率方程式は，平均曲率流方程式とよく似ているようにみえるがす

方程式の型は著しく異なる。方程式 (3)は(準線形2階放物型)偏微分方程式であっ

た。方程式 (29)はJIIのような未知関数の積分を含むので V(x，t)はf(t)のZの

近傍の形状を与えただけでは定まらないという意味で非局所的である。言い換えれ

ば方程式 (29)は偏微分方程式ではない。そのような方程式について放物性の概念を

定義すること叫は，ここでは行なわないが，積分すると微分の階数が落ちるという

考えで (29)をながめれば，最高階の微分はやはり右辺第1項の Hで，放物型方程式

に近い性質が予想される。

なる形になる。

方程式 (30)は五 (t) V aHn
-

1二日なのでr(t)の囲む図形の体積が保存される

(時間によらない)という点は，体積保存平均曲率流方程式 (29)に似ている。しかし

(30)は微分方程式である。方程式の型を調べるために (31)でr(1.)= {y = u(x， t)} 

と関数 U のグラフで表されているとする。nを (11)のようにとると

1 

吋 (1+ Ui)'/2可

より

2.5 表面拡散流方程式

1 8 ( 1 8 .¥ 

相暗"， - (l+ui)I/2 8x \(1 +u~)1 /2 8xソ
a 'uz 'U= 

= 瓦江王百戸2πτu~)3/2

と書ける。ただし'U2:=仇j8x，同=仇t/8t，"= = EPuj8x2なる記号を用いた。こ

の方程式は4階で t微分 Z微分の最高階のみ計算すると

(32) 

k 

物質の拡散方程式である熱方程式では物質の濃度勾配に比例した物質の流れに

よって物質の濃度変化が決定される。表面の分子流で界面が成長していくモデノレを

考えよう。今

1 a" 
Ut =一一一一一一U .A~4U+い ャ 'U~)2 dx4 

U の Z の3階微分までの項 (33) 

j = -gradr(t) H 

という形である。この形より方程式が準線形であり，かっ右辺の(-1)倍がいつも楕

円型であることがわかる。多変数の場合もzより複雑になるが， (30)が準線形4階放

物型方程式となることがわかる。

さて方程式 (30)は平均曲率流方程式(3)や (29)のように，変分構造をもっ。こ

のことをみるために rをR"の閉超曲面と L，n方向への変形を

V = divr(t) j (r(t)上)

とし， Jを分子流密度とする。

で定まるとすると

V=-d刊の H (30) 

rt = {x + tp(x)n(x); x E r} 

と表す固Pは「上の滑らかな関数とする。パラメータ tを時間変数とみなすと時'.wJ

t=Oでのn方向の速度 V(x，t) = p(x)となっている.恒等式 (16)と同様になる表面艦散流方程式古~1，専られる。 ここで div叩)， gradr(t)はそれぞれr(t)上の発散

および勾配であり，drは

dr(t) = divr(') grad円。
-
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が得られるので の L'関数全体，つまり介IJI'd'H，，-1 <∞となる可測調数全体とする。L'>l'を L'(r)

の定義犠
d1tn

-
l(rtl， r I I J'Im-! 

一一τ十一|同 =-/ρHd'H"-' (35) 
uιJr  

となる。このことは「上の L'内積から定まるノルムを計量としたときの変分が

6'H"-'(r) " 

or 

である二とを示している。 (9)と少し異なる変形についての変分であるがョ変分は一

致している. (このような曲面の変形をその垂直方向の成分で表す方法は， 92.4の体
積保存平均曲率流の変分構造をみる上でも有用である固)さて表面拡散流方程式に

おいても超曲面の図む図形の体積は保存されるので5上の変形でもれの閤む図形の

体積は(少なくとも tがゼロに近いとき)tによらないとする。つまり

。(L'>r)= (fεL'(r); L'>l' fεL'(r)} 

とする作用素とする。ただし L'>rfは超関数的に解釈する。

!rp肘 1=0 (36) 

定理お (i)L'>rは L'(r)の自己共役作用素で非正値つまりん(ムl'J)f d冗ト1豆0

がすべての fE D(L'>r)について成立する。

(ii) ム「のスベクトノレはzすべて固有値である。

(iii) -L'>rの固有値はすべて非負実数でその集合は可算で，離徴的である。

(iv) 0は固有値でその固有関数は定数関数のみである。

最後の事実から (36)をみたす pに対して(-L'>rJ-Ipが定義できるのである。

-!rp 11 d1{"-1 = !r(-L'>r)-Ip L'>rfl肘 t

を得る。但6)のように平均値がゼロのr上の関数 ψh向に対して

( ¥0" 向 )-i=J((-Ar)一切)拘 d'H"-
1

と定めると，ーム、の自己共役性および正値性より内積を定める。(この内積を H-'

(37) 

2.6 マリンズ・セカー力 (Sekerka)モデ川町

結晶の凝固 ・融解のモデノレとして導入されてきたが，最近では，金属の粒の粗視

化を記述するカーン ・ ヒリヤード (C油E 出且jard) 方程式の特異極~H'η として得ら

れることがわかり，数学的研究が活発になっている.

まず Q をRnの開集合とし，r(t)がQ を二つの開集合 ill(t)とぬ(t)に分けて

いるとし， r(t)は Qの境界とは交わらないとする。ロはil，(けから il2(t)を向いて

いるとする。 Hをn方向の平均曲率とし UIIを (i=1，2)を

とする。 rがコンパクトなので，この性質を満たす pについてはu=(-L'>r)-Ipを

定義できる.つまり-L'>ru= pなる方程式がただ一つの解をもっ。したがって

ル』
噌

A
M-Z 

4

考

nJ

、

/

+

包

よ

H

I刃

向

A

司
U

(

A

量

ル』

f
t
‘

I
L申
1
0

治

=

E

h
川

斗

ま

調

印

日

直

耐

川

か

山

M

4

P

4

 

u

f
山

ω

ω

時

あ

て

が

L

L
E

pq
J
 

F

q

J

a

 

い

る

駅

酎

内

と

(il，(t)上)
(r(t)上)

(38) 

6冗拘 'r
C¥Iァ =L'>I・H

が得られる.つまり計量をし)-1から定まるものとして理解すれば (30)も(10)も

閉じ変分構造をもつのである。

この議論で用いたL'>rの作用索論的性質についてまとめておこう固まずrを閉超

曲面とする。(より一般にコンパクト・リ---vン多様体としてよい。) l，2(r)を「 上

の解とする。 Q に境界があるときはそこで8flの法線微分仇/8ν が恒等的にゼロで

あることを仮定する。 (U}lがH をr(t)を決めればただ一つ決まるようにするため

の条件とみなせる。 il=Rnの場合も空間無限遠方での条件をZ果したり， r(t)が空間

周期性を課したりして叫Iがただっ定まるようにする).r(t)の成長法則を将司

と合わせて

v= Duk 仇L一 一 ーー
Dn Dn 

で与える。ここで8/Dnは n方向の微分を表す。

この問題は， r(t)の形状を決めれば Vが決まるので，界面支配モデノレであるが，

Vはr(t)の局所的形状からは決まらない。体積保存平均曲率流方程式と同様に，成

(39) 

2~ ワバ



長法則。8)ー(39)はr(t)の位置のみを用いた偏微分方程式では，表せない。さらに

(38)ー(39)の場合は，方程式の最高階に非局所的な効果があるので，方程式の階数を

考えることも自明ではない。方程式の構造を論ずる前に， ocの体積保存性を示そう。

定理 法則伶8)ー(39)で動くr(t)により固まれた図形rl;(t)(i= 1，2)の体積は時間

によらず一定である。

実際，部分積分法と UIjのr!，(t)での調和性 (38)により体積 U の時間変化率 dvjdt

l立

dv = r V d'li"-1 = r t.u~ dx+ r ムU~I dx = 0 dt J 叩 JO，(t)--n -- . Jn棚 田g

となり定理が示せる。

次に方程式の構造を翻ベるため Hから25を定める写像について述ベム

A，ディリヴレ ノイマン写像

領媛 Dで境界値を fとし内部で調和の関数 uを求める.つまりディリクレ

(Diriωet)問題

(Dで)

(Dの境界上)
(40) 

を満たす U を求める。(このU をIの Oへの調和拡張という.)例えば Dが有界

で，D，fが十分滑らかなら1そのような U はただ一つ定まる明。このU に対して D

の境界上で Dの外向き法線微分 dujdνを考え，Jに dujdvを対応させる写像を

ディリウレ・ノイマン (Ne阻阻且)写像と呼ぴ，ADで表す。方程式回)ー(39)はディ

リクレ ・ノイマン写像を用いると

V = AI H + A， H (41 ) 

と表される.ここでん =A向と官官した。第2項の符号が正になるのは， nが向か

らみると内向きになっていることによる。

方程式 (41)は微分方程式ではないが，階数や放物牲は定義できないのであろう

カ九これは疑微分作用素の枠組盟)で可能である。ここでは Dが上半空間 R1=

((x'，x，，); x. > 0， x' E R"-I)の場合のディリクレ ・ノイマン写像 ADをフーリエ

(Fo凹町)変換を用いて表し，階数や楕円性の意味を説明するのにとどめる。まず D

。Zミ

をR1とし， (40)を考え，x'変数の関数についてのフーリエ変換を

I(() = (:F J)(ど)=ム戸、戸川'J(ピ)由'

と書く。Xn をパラメータと恩い也(CXn) = (:Fu)(C'， x.)と書き， (40)をフーリエ変

換すると

となる。ここで

(告一昨 0，
品({'，O)= J(C') 

Xn > 0 

:F(卸)=ーん(卸何"J(x')dx'= -Hcj:FJ (1壬山一 1)

(42) 

を用いた。ここでは積分の意味など厳密に考えず形式的な計算のみ行っている問。

さて (41)の2階常微分方程式の初期値間短を

u(c'，x.) = j(c)e-I"恥 (43) 

が満たすことは自明であるが，常微分方程式の初期値問題としては一見条件が一つ

足りず，例えばer恥 I(Oも解になる。しかし，この関数はrについての無限遠でー喝

の湘大が大きすぎて関数の7ーリエ変換とみなせないので考えない。こうして， (43) 

で与えられる也のみが意味のある解になる。(40)の解は逆フーリエ変換を用いて

u(z-'，Xn) = rle-J~I枠":FJ

と表される.h について微分することにより

An， J = ( -e
d i ul同 二r-11{'le-l(咋 J= r-11{'1:F J 

守 ¥ aXnJ 

を得るe 式 (42)を得るのに用いた，フーリエ変換の性質

dz，J = r-1(V-1cj):FJ (1壬3壬n-1) 

により微分作用素は7-Yエ変換された世界ではその特性多項式をかける繰作にな

ることがわかる。AR1はフーリエ変換された世界では WIをかける操作にほかなら

ない。特性多項式の次数が微分作用素の階数であることよりAR1は微分作用素では

ないが 1階と考えるのが自然である。またc''" 0なら I{'I> 0なので楕円型と考

ワ6ミ



えるのが自然であるう。 Dの境界が曲っているときは，このようにきれいにはいか

ないが，擬微分作用索論叫によると 11.0 は1階楕円型作用素になる.平均曲率←H

は2階楕円型であったので (AIH + A，H)は3階非線形摘円型作用素と考えられ

(41)は3階の放物型方程式とみなせる。

B 変分構造

方程式回)-(39) (又は同値な表現である (41))の計量をうまくとると (10)式の

ような変分構造をもっ。それは 11.0が ['(8D)での自己共役作用素でかつ非負値で

あり-L'.I、と同僚な性質をもっていることに基づく。 (92.5の定理を参照)例えば非

負性は部分積分法により

ム
(Ad)fdHb1=402叩→ん(L'.u)udx+ Jv l

'Vul地=ん剛'dx2: 0 

となるので明らかである。よって (36)を満たす 8D上の関数ψh仰に対して

('1'1，'1'2 )-1/' =ム(11.山)拘 dW-'

で内積を定められる。(11.1/は11.0の逆作用素である)。方程式 (41)に用いるために

は 11.0の代わりに 11.= 11.， + 11.，として内積を定義する。すると (37)と同様に

-J，.p川，，-1 = jA-1p(-A刷'/{，，-，

=(ρ -AH )-1/' 

を得るので，上の内積から定まる計量によって変分を解釈すれば (41)も(10)式の

型でかける。

2.7 異方性に対する注意

92.4以下の3つの例で 11を箆みつき平均曲率 H.，.として置き換えたものも，実

際上有用である.γ。のフランク図形の境界の内向き主曲率がいたるところ正で滑ら

かな場合は
3放物性z階数のような方程式の構造は，Hの場合と同じである@変分構

造については刊について何も仮定しなくても， 92.4-2.6と同様である。加のフラン

ク図形の主曲率がゼロになる場合は放射主は退化する。またフランク図形にカドが

ある場合，方程式が非局所的になるが， 92.4-2.6についてはまだあまり解析されてい

ない。

。マ

3 自己交文の発生，凸性の消失， JI頂序非保存

いよいよ 2節で紹介した方程式の数学解析の結果を述べよう。 1節で呈示した基

本的問題の (i)，(ii)， (iii)を考えてみよう.このうち清らかな初期間曲面(曲線)fo 

に対して，平均曲率流方程式17}，体積保存平均曲率流方程式JO)，表面拡散流方程式31}，

7 リンズ ・セカーカモデノJ..'I2)については，時間局所解の一意存在が知られている。

詳しくは述べないが，方程式が非線形であっても放物型であれば2時間局所的な解は，

方程式の詳しい構造によらずに構成できるという感覚をもっていれば予想できるこ

とである。もちろん実際に示すには，問題に応じて多大の努力が必要である。ガウ

ス曲率流についても刊の内向き主曲率がすべて正ならばE
方程式は放物裂なので，

局所解の一意柄主が示せる明。(この場合，狭義凸性は時開発展とともに保たれ，有

限時間で1点に縮むこともわかっている。)しかし foを単に凸とすると放射割E退

化しているので，局所的に解くことにも注意がいる。非等方的平均曲率流について

もpr岨 kγoが‘狭義凸(仮定 (22))'でかつ滑らかならば，放物型方程式の理論で局

所解の一意存在判はいえるが，放射主が退化したり，あるいは pr岨 k加にカドが出

たりしてfoが滑らかさを失うと.局所解の存在といっても解の概念、をはっきりしな

いと，示せない。というのは， foが滑らかであっても解の候補は瞬間的に滑らかさ

を失いうるからである。ここでは局所解の問題についてこれ以上深入りしなULそ

の代わり(山)にあたる問題として凸性が保存されるかどうか，考えてみよう。

3.1 凸性の保存

次のことを問題にする。

「初期曲面 foを凸(又はより強く狭義凸)とする。このとき方程式 (1)の解

f(t)は，存在している限り凸であるか」

平均曲率流方程式17) ガウス曲率流方程式泊)却のような2階のモデルではs上の

凸性保存が成立する.また，非等方的平均曲率指Il:方程式に対しても少なくともPrank

唱が滑らかなら成立する。非局所項のある体積保存平鈎曲率続問でも凸性が保存

される。しかし 7 リンズ・セカーカモデルでは， foが凸であっても，f(t)が凸とな

り得ないことが最近証明された36)e 表面拡散流方程式についても，凸性は保たれな

い明.このような違いは何によるのであろうか。一言でいえば，方程式が2階であ

，、《



るかそうでないかによる。'Oc.の線形方程式の初期値境界値問題

(ut=-h  
u(t，土1)= 0， 

包(O，x)= f(x) 

t> 0， x E (ー1，1)
，，=(t，土1)= 0 t > 0 

xE (-1，1) 

(44) 

を考えよう。ここで同 =8u/8t) tLz = Duj8x， U.rz = 8'J.u18x2， と記した。また f

は与えられた関数で凹とし簡単なために偶関数とする。このとき解 ，，(t，x)はt>O

では gの関数として凹であるか?言い換えれば u..(t，x)$ 0はいつも成立するの

であろうか?このために v= Uzzとおき旬の方程式をつくる。ここで

Vzz(ム土1)=包富山(t，土1)= 同(t，土1)= 0 

なので旬は (44)を初期値Jzzとして満たすことがわかる。小さい， >0 Iこ対して2

Iをx=Oで変形し得，6)f'(O) = -1， s'l) 1'(0)主 εとなる凹偶関数Fを作る。J'

の凸性は x=Oでは εで弱い。u'を初期値 f'とした(岨)の解とする。このと

きザ =包与とすると平均値の定理より

グ(t，O)=ザ(0，0)+ v;(O， O)t + v~(Ç， 0)♂/2 

がある tによる ((0く(< t)に対して成立する。もちろん吋 =-a!，')uなので

が(1，0)主ーε+t-supujρ，0))♂/2 
O:5>r<t 

(45) 

と評価できる。ここで戸の係数の絶対値が Eによらず，また t(< 1)によらず有界

なら.ε を小さくするとが(t，O)はある時間区内 (10，1，)で正となり 10はε→ 0とす

ると 0に近づく。このことは tについての2次不等式の性質による。したがって凹

性は保たれない。ただし，ここで βの係数について仮定を置いた.これには，fか

らFを作る変形の仕方をうまく定める必要がある。表面拡散流方程式の凸性の消

失をいうのに便利な変形法を紹介しよう。

fを区間 1=(-1，1)上で定義された実数値凹関数で偶関数とする。ε，6>0に

対して

(M，~f)(x) 

v"，(x) 
叫'".(x)

=パ)+[よtJ/β2

(伊ω附z吋叫)η ) ={ 叫 e吋<.，(c必伝)CJ<;伽仇v判1巾刊仰州μバ州(い帥z司)+叫ム(い帥州州z吋刈州)(川(μ1-'1'帆仰1ν附/μ川沖刷刈，(巾刈州

)η ) =( εト一2)陥拘(件帥Z吋)+ん(付x)川(ο1拘州(xω

と定義する。こ乙で 拘 は切りおとし関数で

'I'，(x) =ψ(lxl/8) 
p(x) _ _ D 

ψ(x) = q(2:&)， q(x) = p(x)τp(1て子)'xE R 

により定義する。但し p(:&)= e-¥I'(:& >日)，p(x) = 0， (x壬0)とする.ψの定義より

0$'1'壬 1かつ ψ(:c)= 1(0壬Z壬1)，ψ(x)= O(x <: 2) この変形はfの2階微分を

x=日付近でート岩で置き換えて，/，の影響する部分を狭くした変形である。明ら

かに 1:&1<: 1/2では M"，f(x)= f(x)である。M"，Jの微分の大きさはれこはよるが

εによらない定数でおさえられるので，との場合は， (44)のf=MMfとした解につ

いても怖は(少なくとも t< 1)では εによらず有界になる。(M"，J)四(口)= 民

(M"，J)時四(0)=ー1なり，これで， 00性の非保存が証明できたようにみえるがIM~，ðJ 
自身が凹でなくなる恐れがあるので注意がいる。しかし幸いなことに次が成立する。

補題 小さい数8uく1/8が存在して雪 M，，.JはOく8<九εε(0，1)なら，凹(狭

義)である。

問題 (44)のfをJ'= M"，Jとし， 8をJ'が凹になるように小さく選べば， μ4)

の解 U が有限時間で凹性を失うことがわかる。しかも εを0に近づけようとする

とその失う時間は0に近づく。なお2
補正富の琵明は，初等的なので，読者の演習問題

とするがτM"，Jの作り方のよさが反映されていることを味わってほしい。

曲線に対する表面拡散方程式 (31)に対して凸性非保存のroを作るのには，この

変形を用いればよいが.非線形性のため，凸性を失う前に解 r(t)に特異点を生じる

恐れがないとはいえない。そこで，局所存在定理が必要で，さらに曲率にあたる量を

(45)のように評価するときの♂の係数の評価のためにも用いる。こうして，'Oc.の結

果が得られる。一般次元の場合の (30)についても凸性非保存であるが，ここでは述

べない。

定理 Cをq 平面内の百軸に対称な狭義凸な滑らかな曲線とする。C とU軸の

交点の一つをPとする。Pの近傍でCをうまく変形して得られる狭義凸な曲線ro

を初期値とする(31)の解 r(t)はある待刻(句，t¥)で滑らかで自己交文しないが凸

性を失う。

η 内



さて方程式が2階のとき凸性が保存されやすいことを (44)に似た例題で調べて

みよう。次の熱方程式の初期値境界値問題

(-E t〉 OH(11)
u(t，土1)= 0， t > 0 

u(O，x) = J(x) x E (ー1，1)
(46) 

V = UX2: も同じ問題の fをんzとした時の解になっている。したがって凸性保存性

の問題は (46)の解の非負性(非正性)の保存の問題になる。しかし，これは最大値

原理から明らかで，J壬Dなら (46)の解 U はu$Oである。(強最大値原理で実は

u(t，x) <0， x E (-1，1)， t > 0もいえる.)こうして fが凹なら u(t，x)が Zの関

数として凹であることがいえる。

3.2 自己交又の発生

次に roを平面内の自分自身と交わらない閉曲線とする。このとき，次の点、を問

題にしよう.

問題 roを初期値とする (1)の解r(t)は存在する限り自分自身と交わらないか。

もちろん roが曲面の場合でも，埋めこみかはめこみかで，交わる場合を許さな

いか，許すか区別できるので，同じ問題を呈示できるが，ここでは特に曲線の場合に

述べる。

曲線短緒方程式 (4)ではr(t)は，存在する限り自分自身と交わらずやがて凸に

なることが知られている明。非等方的な問題では，フランク図形の凸性の仮定 (22)

があれば問機なことがいえると恩われるが，そのような結果が出版されていないよ

うである。82.4の囲む面積を一定とした曲率流方程式は ーJk= 2π/ 1， (I~ はr(t)

の長さ)なので

V=k+与
となる。(vを外向き法速度とし，kを外向き曲率とした。)図2のような初期値を

考えれば，直線部ので』がト向きにほぼ2π/Lで進むので有限時間で自分自身と交又

してしまう蜘)。表面拡散流方程式についても有限時間で自己交又が起こりうる四)こ

とが示された。しかし-qHンズ ・セカーカモデルでは，自己交又が起こりうるかど

うか不明である.

Q' 

方程式 (31)を直接y=Oのまわりで線形化すると

同=--耳

を得るが，u+(t，x) =→+ト6(6 > 0)はこの方程式の解である。一方川い)=

ピ(t，x)も解であるので，この二つの解のグラフを同時に q 平面に書くと，有限

時間で交わることがわかる。したがって (31)に対しても図3のような鉄アレイ型の

初期曲線 roを考え，くぴれ付近でu+(O，x)とu-(O，x)のグラフのような形になっ

ているとすると， 6を小にとれば解r(t)は自己交又を起こしそうである。しかし，非

線形なので，自己交文を起こす前に解に特異点を生じて解としての意味を失うこと

もありうる。そこで，自己交文も許ナ形の局所解の存在定理を用意して2自己交文を

起こしてもしばらく滑らかな解として意味があることを示し，実際自己交又を起こ

す，自己交又しない roを構成するのである。

r(t)が自己交又をしていてもそれが滑らかならば (31)は意味を持っている.し

かし， v.!Jンズ ・セカーカモデルでは， r(t)が自己交叉したとき，その意味づけをす

ることは難しい。それが解析を困難にしているのである。

空間次元"が 3以上の平均曲率流方程式の解の中には，ハン ドノレの細いダンベー司

ノレ(図4)のように有限時間で，くびれがちぎれ特異点が生じる叫ことがあるが，ち

ぎれた時点で，曲面の平均曲率の最大絶対値が無限大になるので，これはいわゆる自

己交又ではない。

3.3 I順序保存性

2~皆と高階の放物型方程式の違いをよく表している性質に以下の順序保存性が

ある.

順序保存性 r'(t)とr(t)をそれぞれ初期値 ro，roとする (1)の解とするo roが

roを包みこむ(図 5)とき，r勺)は r(t)を常に包みこむ。

平均曲率流方程式，ガヲス曲率流方程式，非等方平均曲率流方程式のいずれも，最

大値原理より順序保存性が従う。もちろんガウス曲率流方程式に対しては少なくと

も退化放物型にするために凸な曲面に限定する。また非等方平均曲率流方程式につ

いてもFr岨k1'0の凸性と滑らかさを仮定する。

。，、



それに対して，体積保存平均曲率首I'.JJ程式2表商拡散流方程式は順序保存性はな

い。伊lえば (31)についてはz鉄アレイ型のくびれの部分に円を置くと，円は (31)の

定常解で動かないので，必ず鉄アレイ型を事瑚値とした解と交わってしまう(図6). 

7 日ンズ ・セカーカモデノレについても，順序非保存のはずであるが文献にきちんと

書かれているかどうかは不明である。

順序保存性は，とても強力な性質である。実際，解が何らかの特異点を生じてか

ら後に解の概念を拡張して解を構成していく等高面の方法"は，この順序保存性をそ

の理論の基礎としている。したがって表面拡散方程式の解が自身とぶつかってから，

解のわける相をどのように解釈していったらよいといった問題には，現在までの等

高面法は答えられない。

3.4 解の挙動に対する種々の結果

解 r(t)の挙動が比較的よくわかっているのは，やはり平均曲率流方程式であるa

既に g2.2.Dの末尾に述べたように凸曲面の縮み方の漸近形は知られている。その他

馳対称曲面がどのような特異点をもつかも，ある程度わかるが，一般の特異点の分類

は、難しい句。

ガウス曲率流方程式については次節で述べることにして，体積保存平均曲率流方

程式を考えよう。定常解(時間によらない解)として球菌があるが球面に近い初期

値目から出発すると解r(のは t>Oで存在しらの劉む体積と同じ大きさの球体

を囲む球面に t→∞で収束することが知られている40.表面拡散流方程持1).'v 

リンズ ・セカーカモデノレ.42)についても同様な結果がある。

なお，ガウス曲率流方程式を除いてある種の反応拡散方程式の特異極限として方

程式が導出されるので町，反応拡散方程式の解の特定の等高面でr(t)を近似するこ

ともできる。特異極限の問題はここでは触れない。

4 退化放物性・強い放物性

非等方的平均曲率流方程式 (21)をn=2とし， r(t)が関数u(x，)(xE R)のグ

ラフ y=包(x，t)で与えられているとして， Uの方程式として表現しよう。まず考え

を決めるため r(t)の単位法ベクトノレを (11)のよヨにとふ関数γはE斉次1次性

.0 

より

叫吋(何n

となるo こうして (21)は

詳ui=-M (芦言計言)え(ま(叫))
と表せるが

とすると

吻)= M (品 市 )阿
川伊)=γ(-p，1) 

叫 =α(u.)ま州u.))

と簡潔に表せる.変数が一変数であるので

W(p) = f (J，'α(s)叫 (s)dS)叶

と置くことにより，さらに (48)は

同=ま州u.))

(47) 

(48) 

(49)ー 、

(50) 

と表せる。関数γの性質は Woそして W によく反映されている。M が正(つまり

αが正)とし滑らかとする。このとき γが凸ならば W は凸， γが滑らかで狭義凸

(22)ならば，Woは狭義凸で Wo'(p)主λ>0である。より局所化して述べることも

できる。Fr岨kマo (境界の内向き)曲率が (-p/V1す子， 1/、汀芋子)を方向ベクト

ノレとする半直線との交点 Pでゼロなら附'ω)= 0，正なら問'か)> 0となってい

る。また PでFr岨k10がカドをもっと問は/'で不連続で1Fr，担k加 (の境界)

がPで(;'"級なる問はpでC'"-l級といった具合である。問。と W を結びつけ

る公式 (49) により ， 以上の記述は附を W' に置き換えても成立する。 ただし W~

が Cl級でないときは， WJは非負測度として解釈して (49)を理解する。

内.



4.1 退化性

方程式 (50)で W"が Ipl< 1のところでゼロ， 1州>1で正とする。簡単なため

に p=土1の付近で W"は有界とし，W"の+1での右極限 W"(I+ 0)，ー1での左

極限 W"(ー1-0)は存在するとする。p=土lで不連続になるか連続になるかで状

況が異なるが，いずれも方程式 (50)は 1u.1< 1でその放射生が退化している。まず

問題の型を調べる。

(1) W"が 1)=土Iで不連続の場合 (図7a) 

定性的性質からみるため|刈>1で W"ω)三 lの場合を考えよう。すると W'

が定数差を除いて
I p-I 

W'(p) = { 0 

1 p+ 1 

となる。したがって lu.1> 1では (50)は

u，二=tIn 

1u.1 < 1では

tLt = 0 

p>1 

Ipl壬l

p<ー1

(51 ) 

であることを要時している。この二つの状態の境目では何が要請されているのであろ

うカ元それを予想するためu(x，t)をZについて凸とし，u.(((t)， t) = 1， u.(η(t)，t)= 

-1となる x= ((t)，x =η(t)がただ一つ決まり，また tについて滑らかという状況

を考えよう(図的。さらに η(t)< ((t)とするo X > ((t)ではT上向き単位法ベク

トノレ

，.毛市 1布)= (n"町)
¥ (l+ u~)' 引いf- U~)'/2 ) 

方向の法速度 Vは同=tInより

V ァ」生ιτ一-(1 + U~)'/2 

で与えられるo 1)(t) < x < ((のでは同 二Oであるからこの曲線がちぎれないで動

くためには，(の速度が Vの((L)での Z成分でなければならない。つまり，

d( 
-，~ (t) = V(((t) +日嘗。一一-
dL π，(((t) + 0， L) 

"' 

でなければならな''.ここで +0は右極限を表す。こうして

d( ，.， ，，=(((t)十日， L) 
(t) =←一一一一一=-，，=(仰)+0， t) 

-u.(((t) + 0， t) 

を得る。ηについても同様に

台(t)=包耳(η(t)-O，t) 
dt 

を得るo U の微分 u.をU で表すと (51)一(52)より

'U， =む 時 宜>((t) 
d( 

v(((t)， L) = 1， ~; = v.(((t)， t) (53) 

(52) 

が得られる。この方程式系では ((t)を既知とすると条件が過剰で ((t)をも未知と

して解がなければならないので，x = ((t)を自由境界と呼ばれている。(53)にv，(

の初期値を与えた問題は，古典的意味でのステファン問題であり 2 自由境界問題の代

表例としてよく研究されている。Cの速度を決定する条件をステファン条件という。

もちろん x=η(t)に対してもステファン問題2)-')になっている。なお η(t)= ((t) 

ということもありうる。その場合λテファン条件は

d.~ = -v.(((t) + 0， t) + v.(((t) + 0， t) 
dt 

となる。この場合は zく ((t)，x>正(t)の両方で熱方程式が仮定されているので2

相問題，これに対し (53)を1相問題という。このような背景があるので (1)の場合

をステ77ン型ということにする。方程式 (50)を自由境界問題に帰若せr直接解の

存在一意性を調べその挙動を縞べることも粘性解理論を拡張すると可能である明。

(u) W"が p=土1で連続の場合(図 7b) 

この場合 W'はC'級関数で v=uzと置くと

町 =(W'(v))誼 (54) 

となる.定数を調整することにより W'(v)はIvl< 1でゼロとしても一般性を失わな

い。典型的な状況を考えるために W'(v)がv=lの付近でい I)';'(m> 1)となっ

ている状況を考えるo (下つきのプラスは非負値部分を表す.つまり α 田 国(a，O)

を表す。)ここで v-Iをzと置くと (54)は

む =(z'，")耳

"，、



となりいわゆる多孔質媒質の方程式となる。z>Oとなる領媛の境界 x= ((t)が自

由境界になる。この自由境界の挙動もよく研究されている叫。ステファン問題との

違いは.初期値によっては，ある時間自由境界が，止まって動かないことがあるとこ

ろである。

このような背景で (ii)を多孔質型ということにする.もちろん p= +1でステ

ファン型 (W"がジャンプする)p =ー1で多孔質型 (W"が連続)ということもあ

る。自由境界 x= ((t)，x =η(t)がぶつからない限り，別々に鵠論して構わない。ぶ

つかった場合はこれまで扱われていない未知の世界である。

ガウス曲率流方程式を狭義凸でない凸の曲面を初期値と考えると，方程式が退化

するが，多孔質型のように，自由境界が最初の一定時間とまってしまうところが，面

白し例。

ドに対応してウノレプ図形のフアセットが出現したことを思い出し，Ua:=Oなる白ファ

セッドを考えたのである。U が方程式 (55)を満たしたとしたら，区間 (a，b)上で

叫はどのような値になるのであろう由、ここでU の形を制限することにより叫が

区間 (a，b)の上で Zによらないことを暗に仮定していることに注意する。(55)の両

辺を積分すると$

4.2 強い放物性

さて，表面エネノレギー密度判のフランク図形に ~2.2 . Bの伊lのようにカドがあ

る場合は (47)の川口は C'級でなくなりうる.典型的な状態を考えるために (50)

で W(p)= 11>1/2として考えてみよう。すると W の2階微分 W"はディラックの

デルタ関数6なので， (50)は形式的には

L:r:〉〉u同叫附，(

=W'(作u.(肋b+η ， tω)η) -W'(か"句以.(α -η肌，tのω)η)，W(いωp刈)= Ip凶p州1/β2 

を得る。ここで ηを0に収束させ (56)を用いると

lh 

'Ut岬a

さらに包叫4が(い“，bの)で定数であることにより

一山
崎 (57) 

となる。もし (56)の不等号ーを二っとも逆にすると (57)の右辺は (bーα)-'となり片

方だけ逆にすると (57)は同 =0となる。区間 (α，b)の外で".(x，t) # 0なら，(55) . 、

より

同 o(Uz)U== 0 (55) 同 (x，t)= 0 (58) 

と書ける.傾き".が 0以外では拡散はなく退化しているが傾き Uz= 0では強い

拡散をもっている.o(v.z)は".が滑らかとしても(超)関数としても意味づけるこ

とはできなし、 したがってこの方程式の解をと・のように定義したらよいかが2まず問

題になる。方程式 (55)については (i)非線形半群論叫 (ii)粘性解叫を用いる方法

で (55)の初期値問題の解が 6を滑らかな正関数で近似した問題の解の極限として

得られる解は，関数の形状が特殊の場合は，l):のような直観的考察叫によって作ら

れる‘解'と一致している。

連続関数u= ，，(x， t)， t三Oが区間 (α(t)，b(t))でzについて定数で

となる。初期値u(x，O)=同(x)が与えられa，bの初期値を与えられているとすると

いい)，b(I，))の外で

Uz(α(t) η， 1} > 0， Uz(b(t) +η， t) < 0 (56) 

u(x， t)二 "，，(x)

が (58)より得られる.また U の連続性より

，，(x， t) = "，，(α(t)) = uo(b(t)) 

この等式を tで微分し (5η と連立すると a，bの満たす微分方程式が得られ， (57)， 

(58)を満たす解が作れる.これを (55)の解と考えてよいのであろう方、その一つ

の根拠は，このような関数が近似問題の解の極限として得られていることにある。

さて (57)によると 5(Uz)"=に対応する量は U の平らな部分(フアセット)の

長さ bーωによっている。したがって非局百尚司な量である.一般に，表面エネノレギー

のフランク図形にカドがあるとき 2その方向に対応する曲率は，非局所的な量として

が十分小さな ηについていえているとしよう。また α=α(t)，b = b(t)は tについ

て滑らかに動くとする。1J..J:= 0方向に拡散が強いから，ちょうどフランク図形のカ

0-



認識する必要がある.そうしないとウルフ図形の曲率 H.，.が -(n-1)とはならな

い"n= 2の場合，フアセットの長さ分の定数と考えるとつじつまがあう。

W が区分的に 1次の場合，関数の形状を制限することによって，((55)の解の直

観的に得る方法の拡張として)連立常微分方程式に帰着する方法はクリスタライン・

アノレゴリズム47)と呼ばれる。 般の W と初期値を区分的な 1次の関数で近似し，

近似解を作るという数値解析としても有力である.このスキームの収束性について

の研究も進んでいる。ここで注意したいのは，クリスタライン アノレゴリズム自身

も，滑らかな問題の極限として得られるところである。離散問題(数値λキーム)が

連続問題(微分方程却を近似することは多いが，逆がいえることは，少い.

空間次元1次元の場合は，研究が進んでいるが，高次元の揚合は， g2.2に対応す

るクリスタライン ・アノレゴリズムの順序保存性は特殊な場合にしか成り立たないの

でー近似性も未解決である.

高階の方程式に対しては，数値計算はあるがその解析は。まだ何もない。

5 おしまいに

種々の界面支配モデノレに対しての，その方程式の特徴と，これまでの研究につい

て概観した。詳しい解析法については，ほとんど述べなかった。というのはT ちょっ

とした局所解の柄主定理でも，それをきちんと書くとなると相当な準備がいるから

である。その代わり，ここでは参考論文を挙げて読者の便をはかった。

界面支配モデノレを記述する微分方程式の数学の歴史は短<，せいぜい20年程度

である。本稿を読んでいただいてわかるようにz予備知識がたくさんないと問題そ

のものの意味が理解できないという分野ではない。その意味で，若い人にも参加し

やすい分野であろう.本稿では，随所に未解決問題を述べた。本稿によって数学解析

に興味をもっ読者が増えることを期待する。

なお，本稿は， 1998年3月28日に名城大で著者が行なった日本数学会企画

講演をもとに作成したものである。本稿について貴重なご意見をいただいた宮崎大

学の辻川亨教授，北海道大学の神保秀一助教授，伊藤一男助手および一橋大学の石

村直之助教授に感謝いたします。また原稿を精力的に入力していただいた花絹(株)

の岩井久子氏に感謝b、たします。本稿の執筆中に，日産科学財団より研究助成金を，

また文部省より科学研究費補助金をいただきました。あわせてここに感謝申し上げ

on 

る次第です。
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