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Summary of talks by Steven Zucker， Johns Hopl口nsUniversity 

I. Coping with incompatible compactifications of locally symmetric varieties 
(June 13， 2002). 

II. U'-cohomology and homogeneous vector bundles (June 14， 2002) 

1. Two compact凶catio田 町 阻d九 ofa given topological space X are 
called incompalible here when there is no morphism of compactifications 
Y1→乃 or九→れ (Bydefinition， these must restrict to the identity on 
x， so there is at most one morphism in each direction.) Always compatible 
with both Y1 and 九 arethe least common moclification LCM(Yt，乃)， which 
is the closure of X under the diagonal embedding in Y1 x乃， and the greatest 
common quotient GCQ(Y1，乃).There is a canonical diagram 

LCM(Y1，乃)一一→ 乃

1 1 
Y1 →GCQ(Y1，乃)

Next， there are several kinds of compactifications， when X is a locally 
symmetric variety， that are derived from the algebraic group that gives rise 
to X. These include the B副 ly-Borel Satake co皿 pactificationX・(aprojec-
tive algebraic variety); the Borel-Serre manifold-with-corners X and quo-

tients thereof支耐 (thereductive Borel-Serre compactification) and支開

(the excentric Borel-Ser吋;the algebro-geometric toroidal compactifications 
Xtor of Mumford et al.， and their excentric quotients xtor，exc. (S田 Harris-
Zucker， II， Invent. Math. (1994) for a description of these， though xtor，exc 
has the name “real boundary quotient" there.) These spaces fit into a dia-
gram of compactifications 

X 一一→ xtor 

1 1 
支<xc一一→ xtorlexc

Xred 一一一→ X' 
In general， the compactifications of Borel-Serre type are incompatible with 

the toroidal ones. One has the theorem ofL. Ji (1994) that GCQ(支陀d，xtor)2
X'. On the other hand， Goresky and Tai (1999) showed that the canonical 
mappmg 

LCM(yed， Xtor)→Xtor 

is a homotopy equivalence， and this enables one， for some purposes， to act 

as though a canonical morphism Xtor→支
r吋

existed.
We continue in this vein， making a systematic study of the LCM's for 

the spaces above. We obtain the analogue of the描 sertionof Goresky司ai

-}ー
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for支官cand xtomxc，whzch are“more alike". Applications include the 
conjecture of Goresky-Tai concerning canonical extensions of homog四四国

vector bund.les (s田 Part11 below)， and the construction of “natural" mixed 
Hodge structures for the cohomology of X吋 and:X''"c 

11. Let X be a locaUy symmet口cvariety， and E a (locaUy) homogeneous 
vector bundle on X. Let 'il be an equivariant connection on E. By a theorem 
of Mumford (1977)， there is a canonical extension of E to a vector bundle 
E'or over x'or such that the Chern forms of 'il， beyond representing the 
Chern cl出 S田 ofE， actually represent the Chern classes of E'or in H・(x'or)

一寸ed
We give an analogous result for X.'". There is a canonical extension of E 

to Ered，and the Chern for m s of v represent the chem classes of red in 
H・(X吋). 

The proof of both results is basicaUy the same. Let， in either case，マ。
be a connection whose Chern forms are known to give the Chern classes of 
the canonical extension. In the case of x'or， it is a smooth connection on 

E'or; in the case of支同d，it is a controlled connection on E吋 (inthe sensp 
of stratified spaces). The standard池山ty:

Ct(マ)-Ct('ilo) = d1Jt， 

for showing that the coho皿 ologyclass of the i-th Chern form is independent 

of the connection， must take place in a suitable complex. For E
red， we use 

ー-;-red
the L∞deRha皿 complexon X.<" for the invariant metric， whereas for x'or 
Mumford used currents on X同r(though the L∞co田 plexwith respect to 
a metric Poinca時間lativeto the divisor at infinity is more to the point) 
Restricting to V'-cohomology for large p， an essential technical maneuver， 
yields the desired conclusion in both cases， by the now standard method for 
calculating such things 

ー，;，red
There are two advantages of the result on X 

i) It is true even when X is non-Herrr川 ian

ii) Under the Goresky-Tai皿 appingsfrom Part 1 in the Hermitian c田町

E'or is conjecturally the pullback of E
red， and Mumford's result may become 

a coroUary of the one for X
r吋

-2ー



Prime values of polynomials 

Keith Conrad (UCSD) 

A conjecture of Bateman and Horn predicts how often a set of poly-

nomials in Z[T] all take prirne values. (A spec凶 caseis the twin prirne 

conjecture， concerning prime values of n and n + 2.) The conjecture can 

be extended to polynomials in several variables over rings otherもhanZ， 
with an excellent fit in many examples. This extended point of view 

does not lead to proofs of new cases of the original co且jecture，but sug-
gests structural鎚 pectsof the conjecture which can be verified. In the 

conjecture for multivariable polynomials， the fact that the parameters 
which arise always make sense turns out to use work of Deligne (Weil II). 

Lastly， when we replace Z by certain rings in characteristic p， the naive 

analogue of the Bateman-Horn conjecture turns out to be false for a very 

interesting reason. 

References 

P.Baもemanand R. Horn， A heuristic asymptotic formula concerning the 

distribution of prime numbers Math. Comp. 16 (1962)， 363-367 

P. Bateman and R. Horn， Prirnes represented by irreducible polynomials 
in one variable， Proc. Symp. Pure Math. 8 (1965)， 119-132 

B. Conrad， K. Co町 品d，and R. Gross， Bateman-Horn over global fields 

(in preparation) 

B. Conrad， K. Conrad， and R. Gross， The multivariable Bateman-Horn 
conjecture over a global field (in preparation) 

1 

-3-



ギンツブルグ・ランダウ方程式における安定解と領域依存性

神保秀一 (北海道大学・大学院理学研究科)

(北海道大学理学研究科数学専攻談話会 7/2/2002記録)

~O. 導入

本稿では(低混)超伝導のモデノレとして現れるギンツプノレグ・ランダウ (GL)汎関数や，その変

分方程式であるギンツプノレグ ・ランダウ (GL)方程式を考える.超伝導現象において著しい特徴

のひとつは永久電流である.これは外部から駆動力がなくても，減衰することなく(半)永久的に

電流が存続する状態である 一般には物体に電流があってもそのままでは電気抵抗によって電流
が減衰してしまうが， (纏低温等の)ある物理状況で永久電流が実現できるということが大発見で

あった (20世紀初頭). 50年後この現象はギンツブルグ ・ランダウ (GL)によってモデノレ化さ

れ方程式が得られている.GLの理論とはエネノレギー汎関数の Localmi凶mlzerによって現象とし

て現れる電流の状態を規定するものである すなわち，物理的な状態(安定状態)を GL汎関数の
変分構造に結びつけるものである その汎関数の変分方程式がギンツプノレグ ・ランダウ (GL)方程

式に他ならない この方程式は物理的な外部状況に対応するいくつかのパラメータをもっ パラ

メータの範囲全部にわたって現象が GL方程式でちゃんと記述されているかどうか，かならずし

も保証の限りではないが，良いモデノレであることは長年の物理の研究で十分認識されている.考え

ている状況に応じて境界条件等を与えることによって偏微分方程式の境界値問題となって数学の

問題に帰着されるが，その解析は必ずしも容易ではなく現象の全体が解明されたということには
なっていない.パラメータその他の状況により異なる様相の現象があることが知られている 実

験などで実現されやすいものは安定性の高い状態と考えられるが，それよりエネノレギー準位が高

くても極小値になっていれば安定性をもっ状態といえるため，技術的には困難でも本当は起こる

現象かもしれない.よって，本質の理解のためには広い視野のなかでものを考える必要がある.数

学的にはより豊富な現象が起こっている可能性を含んでいるからである 数学研究の問題意識と

しては，全体のパラメータ領域にわたって安定解(および不安定解)がどのように分布している
か理解するということにある それぞれ個別の所で解の畿何的な性質も興味ある また，永久電

流の現象からの直接の疑問としてはどのような領域に安定な解が存在するかという問題も生じる

最初に発見された超伝導現象は針金状の物体上の円環電流であった.それでは一般の複雑な形で

はどうであろうか我々は Q に関する依存性を研究し複雑な解を生成するメカニズムをよく理解

したいと患っている 素朴な発想としては Q が単純な形状だと単純な安定解しか許されず，複雑

だと安定解が豊かに存夜する状況になる，と考えられる これは，符円型方程式や反応拡散方程
式などパターン形成の研究の例からも一般的に予想されることであり，非常にもっともであると

考えられる これらの数学的な解析を与えたい 複雑な形状ならば適当に大きいパラメータのも

とで安定な解が存在するということについては 90年代半ばにいろいろ仕事がなされた.これら

を含めて燦々の異なる状況に関する解の構造の依存性を中心に話をすすめる 以下の議論や結果

は，森田善久(竜大)， J. Zh剖 (ZhejiangUniv.)， P. Sternberg (Indiana Univ.)らの方々との共同
研究などで得られたものである
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~1.安定解の存在

11 C]R3は滑らかな境界をもっ有界領域とする. (骨，A)を変数として次の汎関数を考える.

(fl λ ¥ f 
(1.1)払(骨，A)= I (~ I(マ - iA)吾12+ー(1ー|骨12)2)dx + I ~lrotA -HI2dx (cf.[3]， [4]) 

日 ¥2" 4 ' " '} J[(3 2 

岳 (C-valued)は上の複素数値関数，Aは]R3上のlR3値関数である λ> O，h言。はパラメータ

である また外部磁場としては少し特別なもの H= he3， e3 = (0，0，1)を考える 研究すべきこ
とはこの汎関数の変分構造をできるだけ詳しく知ることである.汎関数において研究すべき重要

な特徴は停留点 (CriticalPoint)の性質や様子であるが，それは 冗λの変分方程式として得られ
る GL方程式の解である 簡単な計算により GL方程式は

(1.2) 

(マ -iA)2争+λ(1ー|骨12)岳=0 in 11， 

8~ 
τ一-i(A-v)骨 =0 on 811， 
av 

rot rot A + (i(~V'畳一骨V'~)/2+ 1骨12A)A 口=0 in lR3， 

rotA -H→o for Ixl→∞. 
ここで(ー，ー)は標準内積，Afl は Q の特性関数争は Q上の複素数値関数で電流の状態を表し.A
はlR3上のベクトノレ値関数で磁場のベクトノレポテンシヤノレである これらの方程式の解についてま
ず簡単にわかることをいくつか述べる.

(i) h = 0の場合.(吾(x)，A(x))= (1，0)は (1勾の解となる また，これは汎関数冗λの最小エ
ネノレギー値 0を与える.これは外部磁場がない状態で物体のなかの電子がすべてマクロには運動

していない趨伝導状態にある状況に対応している

(ii) h f. 0の場合 Ao(x) = (h/2)( -X2， Xl， 0)とおくと(骨，A) = (0， Ao)は(1.2)の解となる.こ
れは外部磁場が H で物質のなかの電子すべてが正常状態にある状況に対応している これが安定

か不安定かはパラメータ入久よび hに大いに依存する 少なくとも
、 L2 r 

払 (0，Ao) =千111J，ぬ(1，Ao) =与I(xi + x~)dx 唱。Jfl

を見れば hに応じて λが大きければ (0，Ao)は Globalrn山田町E にならないことがわかる.

これらのパラメータめ値にたいして解の構造がどう変化するか，これが根本的な課題であると言

える 現在多くの研究がなされているが全体の明快な理解にはまだまだ道のりは遠い状態である

と思う.

最近示された重要な結果として h>Oが非常に大きいならば超伝導状態に相当する解は存在し
ないことが示された

命題。 (Giorgi-PhilJips[7]) λ>0に対してあるho> 0があって，hミhoなら%λ は(0，Ao) 
を Globalminimizerとしてもち，これは同時に唯一の CriticalPointである.

ここで，汎関数(1.1)および方程式(1.2)が，第一のE重要な性質として次の(ゲージ)変換に
よる不変性をもつことを注意する

r (~ ， A) ー(昏'， A')
(1.3) { l昏=内 A'= A + v' P (p : lR3→ lR). 

pをいろいろとることによって，ひとつの解(骨，A)から解の連続体 C(昏，A)を得るが，この連

続体(同値類)自体がひとつの状態と考えることになっている このような考えに従えば， (争，A)
の安定性とはこの連続体 C(骨，A)機断的な方向へのエネノレギー冗λの埼滅あるいは大小で考える
のが自然であることがわかる。
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停留点 (CriticalPoint)では(第 1)変分が消えている その安定性を考えるために必要なのが
汎関数の第2変分である

[第2変分公式](母，A)における討λの第2変分は以下のように与えられる ただし， (世，B)が摂
動の変数である

1tP 
(1.4) J.λ(争，Aj宙，B)=一寸千仏(れ成A+εB)I吋=2 df2 . ~^ ¥ - • --1 • - ， -- '1 

~ r {1¥7iJtI2 +τ(¥7ft， iJt B) + i(¥7iJt， A否+B苔)-i(マ苔，iJtB)-i(¥7iJt，A宙 +B骨)
ゐ J!1

+IA121官12+ (A，B)(骨iJt+苔世)+ IBI21骨12}dx 

+~ r ((詞+恥)2ー卯 一|昏12)1世12)dx + ~ r IrotBI2dx 
官 J日~ JR3 

Ji皿 boand Morita [1OJ， Rubinstein and Sternberg [1可， Jirnbo阻 dZhai [l1Jらの結果により，領

犠がある程度位相的に複雑ならば(固定された h>Oにたいして λ>0を大き くすれば)複数の

種類の安定解が存在することがわかった ここでは[l1Jより少し異なる形で結果を述べる ただ
し，証明は同じである 次のような関数空間を準備する.

〆 p 、1/2

Z = {B E L6(lR3; IR
3
) 1 ¥7 B E L2(IR3; IR

3X3
)}， IIBllz = ( I . 1¥7 BI2 dx). (B E Z) 

¥JIR3 / 

X = H1(O; q X Z， XH = H1(O; q x {H + B 1 B E Z} 

とおき，汎関数千4λ をXHにおいて考えると，次の結果が成立する

定理 1. 0は単連結でないと仮定する.このとき，入0>0が存在して λミλoの条件のもとで

冗λは XHにおいて非自明なLocalmini 即日r(骨，̂Aλ)をもっ.

注 hを固定して， λが増大すれば，ますます多くの異なるものが存在する

注:この結果は2次元版の場合も成立する ただし，関数空間の取り方は多少異なる

さらにこの Localminimizerの安定度も第 2変分により特徴付けられる.

定理 2 上で得られた Localminimizer (骨，̂Aλ)E XH にたいし，第 2変分の 2次形式はある意
味で正定値であることも言える すなわち，ある定数 c>Oがあって

Jみλ(但宙弘iJt，B町)主訂c(11同宙引叫11ιLLい1吋明{ρ附Q

ここで'部分空問X2CXは(伶岳λ，Aλρ)におけるゲ一ジ変換の方向と綴断する部分空間である X2 
の特1徴敷付けについても [伊例6同]を参照 これにより角解平(伶昏λ̂，Aλρ)についてそのゲ一ジ変換に関する閑値
類は，類としては狭義に安定であることがわかる.

さらにこの安定性の非退化の性質によりにより多少領岐を乱暴に変形しでもこの解は存続でき
ることも示せる 野生的な領域変形として機々な位相のものを採用することができる もともと

の Q として例えばソリッド トーラスであったとすれば.その穴に薄膜をはめ込んで可縮なもので

体積がほとんど閉じものができるが，このような領域に安定な解を構成することもできる 実際

つぎのことが考えられる (cf.Jimbo and Zhai [12]) 
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[領緩の特異変形]

Q を含む1R3の領域の族 n(()(( > 0)を考え，次の条件をみたすとする

(a) n((2)コn((tlコn (0く (l三(2)
(b) lim(→o Vol(n(()¥n) =0. 

このような領域 n(()について同様の問題を考える ただし.上の説明に書いたように (>0
が小さくても，この領域は Q と同相とは限らない.次の GL汎関数を考え，定理 1，2で得られ

る Localmini皿 izer(昏，¥，Aλ)の摂動を考える.

r (1 λ ¥f  
(1.5) 'H.，¥.d昏，A)= I ( ~ I(マーは)骨 1 2 + ~(l -I昏|ザ ) dx + I 百|叫A-HI2

dx 
J口(()¥L 噌 ノ JUPゐ

この汎関数に対する perturbedLocal minimizerが得られる.

定理 3(cf. [12]). 十分小さい (>0にたいし討λ，(は Local皿 inimizer(争λρAλ，c)をもち

(16) j出(11骨M 一州町日)+ IIA'¥，c -AλIIz) = 0 

が成立する.

注ー(1.6)における収束は楕円型方程式の解の正則性の評価により良い収束となり，<tλ，(は Q 上

では岳λを非常によく近似している 一方• Q(() = n(()¥Qではどうなるかは一般にはわからな

い.ここでの挙動をよく見るためには Q(()について特定しなければならない ただし， 全体の

n(()が可縮な領域ならばゼロ点をもたなければならないことはわかる

、主z
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92.自明領績と安定解の非存在 (2次元飯)

単純領域には安定解があまり存在しないと考えられるが， 一般の3次元の場合はあまり研究が進
んでいない.ここでは 2次元の場合に事柄を考察する Q を艇の有界領域で境界は滑らかであ

るとする.2次元の GL汎関数を

r r 1λ 。 r
(2.1) 冗λ(昏，A)= I {一1(¥7-iA)争12+ー(1-1争12)2~ dx + I ~lrotAl2dx 10 l2'" ---，-，. 4 ，- ，-" J --. 111.22 

ただし，昏は c-valued関数.Aは JR2-valued関数である これは 3次元の問題において勾

方向にすべて一様な現象を考えていることに対応する.そして Xl- X2方向の切断面でのエネノレ

ギー密度を新たな汎関数としている GL方程式はこの汎関数の変分方程式として得られる.これ

は(1.2)問機の形となるー

定理 4([13]).領域 Q が凸領綾ならば任意のLocalminimizer (骨.A)は自明状態 (1，0)にゲージ
同イ直である

注.磁場の効果を考慮しない GLモデノレについて同様の結果が知られている お皿boand Morita 
[9].さらに以前には単独の反応拡散方程式について Castenand Holland [1]姐 dMatano [15]さ
らに co皿petition-systemでは Kishi皿抗争Weinberger[14]の仕事がある.今回の我身の結果は方
法論的にはある意味で延長線上にある.

(定理 4の証明の概要)(骨，A)を任意の Localminimizerとして固定して議論をすすめる.また，

適当なゲージ変換によって(昏，A)が(以下の議論で必要な)滑らかさを持つとして一般性を失わ
ない さらに (A. v) = 0 (x E af!)が成り立つようにしておく.まず次の性質に注意する

補届.解(骨，A)は|争(xll三1(x E f!)を満たす

(証)凹(x)= 1争(xW，ゆ(x)= Arg(骨(x))が満たす方程式

d.w -1¥71> -AI2w +λ(1一切り切=0 (ZEQnE)， Z=0 (ZEBOnE) 

に最大値原理を適用して示される ただし E={x E f! 1骨(x)# O} 口

注この性質は Localminimizerのみならず一般の解 (Criticalpoint)にたい しても成立する

補題.rotA三 o(x E JR2¥f!) 

(証)これは 2次元の特殊性より従う.仮定より Q の外部領媛は連結で，ここで rotrotA = 0で

あるから • a/axl (rotA) = 0， a/θX2 (rotA) = 0が成立し rotA= canstとなる 一方 mははが
で2乗可積分であることから，この定数は外部領域でゼロとなる これから結論が従う. 口

証明においては第2変分 Jλが重要となるが，これは3次元の場合と閉じに定義され(1.4)とほ
ぼ同様の公式が得られる

(2.2) 
1 ~ 

Jλ(骨，Aj宙，B)=一一τ従λ(骨+εw，A+εB)I
2de'}， ' -"''"~ --，-- -- '1 

-8 
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アイデアの要は

てと 0争 8A 
(2.3) 1 =) Jλ(骨，A-)主f 'OZ3'BZ3

のtil:を良く検討することである (2.3)を第2変分公式を用いて計算し，元々の GL方程式を微分

して得られる関数等式を代入して重要な等式を得る それを説明するため集合を定義する

rl = {X E 8n 1昏(X);f O}， r2 = {X E 8n 1昏(X)= O} 

当然ながら rln r2 = o， rl U r2 = 8nが成立する

補届.

(2.4) 1 = 一 ~ r F(x)H(x)dS 
" J8n 

ただし.H = H(x)は xE 8nにおける曲率.Fは(争，A)から決まる 8n上の関数で

r 1マ四12+叫21'¥7<t-AI2 (x E rl，争(x)=叫 (x)exp(i<t(x)))
F(x) = < :.:..:::? 

I 1マ骨12 (x E r2) 

と定義されている
ここでれでの骨の表し方は一通りではないが F は一意に定まる 非負であることも注意，

仮定より第 2 基本形式が非負定値であるかり .F は明らかに非負であるから結局 I~O を得
る.従って， (骨，A)での 2方向 (8岳/8Xl，8A/8xd，(δ争/8X2，8A/8x2)での 2階変分の和がゼロ
以下であることになる.従って，少なくとも一方が正ならもう一方が負になり. (争，A)が Local
minimizerでないことになる 従って，両方ともゼロであることになる. これより

θ岳 θA
(2.5) み怜，Aj石j 石;)=0 (3=lj)， Jλ(争，A;w，B)ミo (If(宙，B)E X) 

が得られるーまた，さらに境界上で曲率が消えない集合上で Fがゼロとなる 従って

r3 = {x E 8n 1 H(x) > O} 

とおくと

(2.6) 

が成立する

マ昏 -，骨A= 0 00 r3， 

さて (2.5)からわかることは (8骨/8xj，8A/8xj)は(世，B)のみを変数にもっとみなした汎関数
Jλ(岳，A;w，B)の最小値 Oを与えていること である よって，その変分方程式と自然に満たすべ

き境界条件 (θ骨/8xj，8A/θXj)に与えられる 計算によってそれは次の通りである

f_ fθ骨¥ 8A¥
(2.7) l'¥7 l石~) -i争 a~; ). v = 0 00 8n (j = 1，2) 

これを用いて GL方程式の第一式を境界で evaluateすれば

(2.8) 争(x)= 0 or 1骨(x)1= 1 00 8n 

が成り立つ

-9-
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~3. 具体例í!= Disk 

外部磁場 H があるときの円板の場合に具体例を見てみる

i! = {(Xl，X2) E JR21 xf+x~ < 1} 

の場合を考える. 解として特別な形のもの 昏(x)= 叩(r)eim9，A = (y(r)/r)(-sin9，cos9)を

考える ここで極度標 Xl= rcos9， X2 = rsin9を用いた これを方程式に代入して問題は
叫=叩(r)，y= y(γ)に関する方程式 (ODE)に還元される

No-Vortex (Meissner) solution (m = 0) 

d2w 1 d山 U2 2
一τ+一一一 τ 叫 +λ(1-w<)叩 =0
dr2 . r dr r2 

d2y 1 dy 
一τ一一一 -yw

2
A(r) = 0 (r > 0) 

αr2 r dr 

(0く Tく 1)，

叫(r)> 0 (0く T く 1)，y(r) > 0 (r > 0)， y(O) = 0， dy/dr(l) = h dw/dr(O) = d叫/dr(l)= 0， 

ただしA(r)= 1 (r E (0，1))， A(r) = 0 (r E (1，∞))である ここで計算によって lrotAI = y'(r)/r 
であり， 補題より y(r)= h (rミ1)であることもわかる.単調なる解凹(r)，y(r)を得て次のグラ
フを得る.また，電流の強さ，できる磁場の強さについても機子がわかる

札、

T'^'~=' 宅|

勺 fe-三7てー¥
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¥¥-ーーーー一一一ー----
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さて境界近傍において議論を進めるため次の集合を定義する.

f4=f¥nf3， fs=f2nf3 

f3が空集合でないことは明らか また， f4 U fsヲ正日

Case (i) f 4 i-0. 
P E f4を任意に取って (2.8)を考慮すると l骨(P)I= 1であるが ε>0を小さく取り

(2.9) 

とできる.

(山|的)1 ~ 1 in 恥)n 11 
|骨(x)1= 1 on B(pパ)n 811， 

この局所的な部分領域で叫(x)= 1岳(x)1.ゆ(x)= Arg(吾(x))が満たす方程式を考える，

(60叩 |マゆ AI2凶+入(1一切り四=0 in B(P;ε) n 11 
(2.10) < 

8wjν= 0 in B(P;f) n811 

ここで，最大値原理あるいはホップの補題を適用して四三 1(x E B(p;ε) n 11)を得る この議論

を繰り返して Q全体で凹 =1となり φもQ全体で定義され A=¥7ゆ(xE 11)が成立する さら

にrotA= 0を用いてゆをI1Cで拡張して全空間で A= ¥7<tとできる よって(昏，A)がゲージ
変換の意味で自明であることがわかる

(ii) f4 =日
P E fsヲ正日を任意にとる (2.8)を考慮すると適当に ε>0を小さく取ると

(2.11) 争(x)= 0， ¥7<T = 0 on B(p;ε) n 811， 

とできる.さて方程式を用いて初期値問題を B(p;ε)n 11で考える

( (¥7 -iA)2骨+入(1ー|骨12)母=0 in 11 

(2.12) < _. 8骨い(x)= 0 石=0 on B仇ε)n 811， 

これにたいしてカノレデロンの一意性定理を適用して岳=0 (x E B(p; f) nl1)を得る.さらに内部で
繰り返し一意性定理を適用し争 =0がQ全体で成立する.方程式にもどって第2式にAをかけ積分

することでん2IrotAI2 dx = 0を得る これにより全空聞がで A= ¥7cを得て， (争，A)= (0， ¥7η) 
の形となる.これは(骨0，Ao) = (0，0)とゲージ同値である(骨o，Ao)での第 2変分を計算する.

み(<To，Ao， ¥T，O) = 一i弘kl宙引1
2

となるから(骨<To，A均0)は Localmi阻凶ni凹 z回erにはならないa よってこのケースは排除される
以上をまとめて(岳，A)が (1，0)にゲージ同値の場合だけが残って定理の結論を得る 口

1
 

1
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l-Vortex solution (m = 1) 

原点にボノレテクス(岳のゼロ点)を持つような状態に対する解

alw 1 d切 (1-y)2 ，'" 2 
耳王+;:dr 一手一切 +λ(1-W')叩 = 0 (0く r< 1)， 

d2百 ldy，，， ，2 
寸 一一+(1 -y)w'A(r) = 0 (r > 0) 
dr' r dr 

山 (r)> 0 (0 < rく 1)， y(r) > 0 (r > 0)，切(0)= 0， y(O) = 0， dy/dr(l) = h， d叫 /dr(l)= 0， 

この方程式は解析できである程度小さい hにたいして非自明解が存在する.hが大きい場合は

(四，y) = (0， hr2/2)なる解しかない これが安定になるかどうかは λ>0や h;;::Oのかね合いで

決まる.h = 0のとき不安定であることは前節の結果より従う もし安定なパラメータ値 λhが

あれば混合型の超伝導状態に対応し相転移の数学的モデノレの一例となり得る.

II.N- J 
， 

/ 

い。
0/ ト内

~4 パラメ -$1 空間での解の構造の様相

パラメータ hによって解の構造がどのようになるかは現時点ではよくわかっていないが，大雑

把には λが大きく ，hがあまりおおきくない時には超伝導に対応する解が豊富にあることが示唆

される，その逆にはあまりないことが伺われる Q 全体に分布する電子が正常状態という自明状

態と，逆にすべての電子が超伝導になっている状態とが分岐図(相転移図)のなかでどのように
結びついているのか今後の課題と言える
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幾何構造が定める微分方程式の不変量

名古屋大学多元数理 佐藤肇

良い形の線形微分方程式系は，その 1次独立な解ををならべて射影化

することによって，幾何学的対象を定める.その同値類のみに依存する

不変量を見つけることは，微分方程式の理論においても，幾何学におい

ても共に重要である.

背足豊は 1988年の HokkaidoMath. Jにおいて，第 l種の(ー1から

1までの階数のある)階数付 Lie代数に対する幾何構造に対応する微分

方程式に対して，不変量を調和形式の理論と関連させる美しい結果を得

た.これは，田中昇の幾何構造の分類理論に対応して，表現付の幾何構

造の分類理論とも考えられる.

もちろん，田中の結果は，第 2種以上の有限種に対しての幾何構造に

対しても成立する理論であり，背足の結果も第 2種以上の幾何構造に対

応する微分方程式の不変量を調べる理論にも，美しく拡張されるに違い

ない.

その意味で最初の break-throughは CR構造に対応する微分方程式の

不変量を調べることが出来るかどうかであろうー最近筆者は，小沢哲也

との共同研究により，第 1種の幾何構造である共形構造に対応する微分

方程式ついて，背足の方法とは異なる直接的方法で結果を得た この方

法により CR構造に対する結果を得ることが出来るであろうと努力して

いるところである

-14-



IRdにおいて signconditionをみたさない

非線形楕円型方程式の解の存在について

藤田安啓(富山大 ・理)

July 16， 2002 

この講演では，次の非線型楕円型方程式の解の存在について考える

)
 

1
 

(
 

-iAU仲町付)• ¥7u附[入 +H(日 (x)州 =J(x)， x E lR. 

ここで， λ>0は定数，J，却はlR.d上の関数，また H は lR.dx lR.上の関数である.方程式

(1)の解の存在を考えるとき，切三 Oのときは“signcondition"と呼ばれる次の条件が重要

になってくる([1]， [2] ) :λ+ H(x，p)三0， (x，p) E lR.d 
X lR.. 

一方， 叩が非有界関数のとき，作要素 L= (1/2)ムーマ切(x)マは非有界な係数を持つ

格円型作要素の典型として，その諸性質が DaPratoらにより調べられている([4]， [5]) . 
この講演の目的は，叫が DaPratoらにより研究され出した非有界関数のときに方程式

(1)の解の存在を“signcondition"をみたさない場合を含めて示すことである 関数叫につ

いては，次の仮定を置く.

(山(lR.d)カつ (d2W(X)/dxidxj);:: aI， 

l¥7w(xWe-2W(x) E L1(lR.d， dx). 

このとき， lR.d上の確率測度 ν(dx)を ν(dx)= e-2w(x) dx / I e-2w(y) dyで定義する.
JIR" 

pさ 1のとき，lJ'(ν)で空間lJ'(lR.d，v(dx))を表す L2(ν)の内積とノノレムはそれそ・れ

11ー11と(ー，・)で表すとする.また，L2(ν)dの内積とノノレムにも同じ記号を使うことにする

ゆEC8"(lR.d)に対して，L<t(x) = (1/2) d.<t(x) -¥7w(x) . ¥7<t(x)とする.

Z E IRd， 

Lemma 1 [Propositions 3.1 and 3.4 of [5]]. 

)
 

-(
 

(¥7， C8" (lR. d))は L2(ν)dで開化可能，

)
 

-i
 

(
 

(L， C8"(lR.d))は L2(ν)で閉化可能. 口

L2(ν)dにおける vの cJosureおよび，L2(ν)における LのcJosureを各々 ，¥7と Lで

表し，H1
(ν) = do皿ain(¥7)とする H1

(ν)はグラフノノレムにより Hilbert空間になる.

l 
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一

Lemma 2. (¥1g， ¥1η)=ー2(Lg，1/)， 9 E D(L)，ηE H1
(ν) 

さて， L2(ν)をその双対空間と同一視するときの，H1(v)の双対空間を H-l(ν)と書

く.このとき，H1(ν) C L2(ν) C H-1(りとなる.H-1(ν)と Hl(V)の duali ty pairingを

く，.>で表す作要素 Lの定義岐を

domain(L) = H1川くLM〉=-jmm，山H1(ν)

により拡張する このとき Lは H1
(けから H-1

(ν))への有界作要素になる

main resultを述べよう Caratheodoryfunction H について，次を仮定する

( 

1〉ヨ1'>0ヨG>o. 0三ヨれ L1oc(ν)s.t 

H+(x，p) ::; h+(x) + Glplγ (x，p) E IRd X IR， 

{ ~ 
くい /2，0臼ω壬己凸什ヨ弘祈h-一川 e川2払官川川h-川山-寸市(伊x)ν/kE L1刊Eιd叫L1叫川1吋(

n-(件x，p刈)竺h-(付x)+klog以(1+1防P刈州|り)， (x，p) E IRd x IR 

ここで，Gk = r r . e2h-(x)/k dv(x) 11
/
2とおく

l Jffi.d J 

，. . . ... _ . 1 k 
Theorem. 1 E H-1

(ν)に対して， λ〉ー一一 +k log[Gk(l + M)]とするーここで，

M=  去EU引刊刊川111川川|げ川川fハ刈伽11
2 白

( ; 

Eばd山H1副時1代ヤ(いνり) 町川川……包叫州刷叫州…(υω仰州)ηh州)川川u叫(

(¥1v.叫，¥1骨ω)+ I . H(付x，v.叫(伊ωz吋))川v.(いωz司)rt骨(いx)dν刈(い伺z吋)+λ (いU，世ω)= くI，rt >λ， ψ E G8"(IRd句). 
Jm.d 
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Converyence of Numer'icα1 Schemes for the Approximαtzon 

of Level Set Solutions to Meαn Cu問 αtureFlow 

Klaus Deckelnick， University of Magdeburg 

The subject of this talk is th巴 numericalapproximatio日 ofsolutions to the level 

set equation for mean curvature自ow.The level set approach can be described as 

follows: given a compact hypersurface， choose a continuous function Uo・IRn →R 

suchもhatfo = {x E IRn luo(x) = O}. Ifu: IRn X [0，∞)→lR is the unique viscosity 

solution of 

= ( ci 一主主主)u勾 in IRn 
X (0，∞) 1り lY'ul2)~X ， 

u(.，O) = Uo in IRn， 

(1) 

(2) 

we then call r(t) = {xεRロIu(x， t) = O}， tとoa generalized solution of the mean 

curvature flow problem. As r(t) ex凶 sfor all times， it provides a notion of solution 

beyond singularities in the日ow.For this reason， the 1巴velset approach has also 

become very important in the numerical approximation of mean curvature flow and 

relaωd problems. In this talk we are primarily concerned with convergence results 

for numerical methods. The first such result was obtained by Crandall & Lions for a 

finite difference scheme. We shall present their approach together with a summary 

of an error analysis 

Next， we shall introduce a fin巾 elementmethod， wt山his based (j ust like the 

Crandall-Lions scheme) on a regular四 dversion of (1)， (2). For a semidiscrete 

scheme (d日 retein space， continuous in time) we prove convergence of the numerical 

solution to the viscosity solution u as mesh size and regularization parameter tend 

to zero. Furthermore we present a fully discrete scheme， which is unconditionally 

stable and to which the results in the semidiscrete case can be extended. The 

analysis involves energy arguments for geometric quantities like the normal 01' the 

normal velocity. Even though these quantities are nonlinear expressions of the level 

set function and its derivatives， their use leads to a natural convergence analysis 

The optimal coupling bet、Neenthe mesh and the regularization parameters remains 

an open problem 

The convergence results for the finite element method are joint work with Gerd 

Dziuk (Freibl時)
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波動方程式に対する重みつき時空評価についてのー注意

久保英夫(静岡大学工学部)

いわゆる Strichartz評価に関する研究は，少なくとも 1976年に出版された Segal[6]に

まで遡ることができるそれ以降，様々な方向で研究が進められ，非線型偏微分方程式の解

析にも応用されてきた(詳しくは，例えば Ginibreand Velo [4]の序文を参照されたしつこ

こでは，次の様な半線型波動方程式に対する初期値問題への応用について考察を行なう・

(1)θI~U - t.u = lulP in (0，∞)× Rn， 

(2) u(O，x)=ef(x)， dtu(O，X)=eg(X) forx εRn
. 

但し，u(t，x)は未知関数，a=δlat， t. = Li=lθ/δXj， P > 1，π三2，e > 0とする.さらに，
Po(n)を2次方程式 (n-1)p2ー (n+ l)p -2 = 1の正根とする.1くpく向(π)のとき，任

意の ε>0に対して，初期値問題 (1)一(2)の古典解が時間大域的に存在しなくなるような初

期値 f，gεCQ'(R勺を選べることが， Sideris [7]によって知られている.逆に， John [5]は，

p>向(3)= 1+v'2のとき，ある eO> 0があって，0くE正eOならば，任意の f，gεCQ'(R3)

に対して，初期値問題 (1)一(2)の古典解が時間大域的に存在することを示した小さな初期

値を考える場合，初期値問題の解自身も小さくなることが期待されるので，pが大きい程 (1)
の右辺はより小さくなる従って，pが Po(3)に近い場合，例えば向(3)くpく3の場合の扱
いが本質的であり，そのような場合を扱うために次の様なノルムが導入された

(3) lIull := sup (1 + t + Ixl)(l + Itー IxII)P-2Iu(t，x)l. 
(t，z)ε(0，∞)xRn 

その後，多くの研究がなされ， Georgiev， Lindblad組 dSogge [2]により，上述の結果は一般

の nさ2の場合に拡張されたーこの仕事でも， (1+ Itー Ixll)とい う因子を含む

(4) 11(1 + t + Ixlt(l + It一Ixll)"ullLP+' ((O，oo)xR勺

なる (3)に対応するような量を適当な hに対して評価することが本質的な役割を果たして

いるつまり，非斉次波動方程式の解に対して上のような重みをつけた Strichartz評価が，

初期値間短 (1)一(2)の時間大域解の存在を示すための重要な道具であることが明らかとなっ

た一方，初期値の属するクラスの特徴づけを行うために， D'Ancona， G田 rgievand K [1]に

より，l'Xの様なノルムを有界にする緩噌加超関数全体からなる関数空間 H;，sが導入された.

|1u|ILJ:=言[2
jd
IIAj(伽 )IILP(Rn)]P

ここで， 1くpく∞， S， {jεR， {ゆj(x)}~。は R" に従属する単位の分解とし， Ai は (2j~). = 

(1 + 22jlげ)./2を表象とするような擬微分作用素である.そして，斉次波動方程式

(5)δ';u -t.u = 0 in (0，∞)× Rn， 

(6) u(O， x) = 0， dtu(O， x) =ψ(x) for x E Rn 

の解に対して次の評価が成り立つことが示された nと3，qε[2，∞!とし，

1 n ~ .n-1 n-1 n n 11  
αく一一一一一 o壬β正一一一一一一 s>一一一一 1， {j >一+一+βq 2 q -， V - q ， 2 ' t-' 

1 
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を仮定すると，ある ψによらない正定数 C=C(α，β，s，o，n)があり，

(7) 11(1 + t + Ixl)α(1 + It -Ixll)βullL吋(O，oo)xR")孟CIIψIIH;ι

しかしながら， (7)の証明は，Hf の定義自体が煩雑ために大掛かりである本講演では，

n=3の場合には， Georgiev and Visciglia [3]で用いられた

f∞。 rsin >'Ix -yl (8) [!(t)ψ(x) = I sint入品 l一一一一一ψ(y)dy
ん R3 Ix -yl 

なる解の表示式を使うことにより， H;，Sを用いることなく次のような評価が得られること

を報告する

定理 1n = 3， qε[2，6]とし，

日く 1-3 
q 

0三β 壬1-~ 
q 

1 1 
7>ー+ー+βq . 2 

を仮定すると，初期値問題 (7)-(8)の解 u(t，x) = [!(t)ψ(x)に対して

(9) 11 (1 + t + Ixlt(l+ Itー Ixll)βullL叫(O，oo)XR3)壬CII0 1'ψIIL"(R3)

が成り立つ但し，q'は qの共役指数，C=C(α，β，7)はψによらない正定数である

[3]ではフーリエ空間において単位の分解を用いて Besov型の評価を行なっているのに

対して，この定理の証明では， [1]と同様，y変数に関する単位の分解を使う.さらに，各 3に

ついて，高周波成分と低周波成分に分解し評価するとよい今後の課題は，上の評価を一般

の次元に拡張することと非斉次波動方程式の解に対しても対応する評価を導くことである
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H∞一calculusfor elliptic operators subject to 

general boundary conditions on V spaces 

Matthias Hieber 

University of Darmstadt， Germany 

Abstract 

Let A be an elliptic differental operator of order 2m and 

Bj boundary. conditions such that (A， Bj) satisfies the 

Lopatinskii-Shapiro condi古ion. We will show that the V 

realization， 1 < pく∞， of this boundary value problem is 

a sectorial operator provided the top-order coefficients of A 

are continuous and that it admits a bounded H∞ calculus on 

LP spaces provided the top-order coe伍cientsof A are Holder 

continuous. 

1 
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Long Range Scattering for the Wave-Schrりdinger

System 

Jean Ginibre 

Universi凶 deParis-Sud 

Abstract 

We study the theory of scattering for the systern consisting of a Schrodinger 

equation and a wave equation with a Yukawa type coupling in space dimension 3 

We prove in particular the existence of rnodified wave operators for that systern with 

no size restriction on the data and we determine the asymptotic behaviour in tirne 

of sol utions凹 therange of the wave operators. The rnethod consists in solving the 

wave equation， substituting the result into the Schrodinger equation， which then 

becames both nonlinear and nonlocal in ti皿e. The Schrodinger function is then 

pararnetrized in terrns of an arnplitude and a phase satisfying a transportjHarnilton 

Jacobi system， and the Cauchy problem for that system，with infinite initial tirne and 

prescribed asymptotic behaviour determined by the asymptotic state， is solved by an 

energy rnethod， thereby leading to solutions of the original systern with prescribed 

asyrnptotic behaviour in time 

l 
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一般化された粘性項を持つCLM方程式の解

の爆発について

坂上貴之

名古屋大学大学院多元数理科学研究科

Navier 針。kes方程式は極めて広範囲の流体現象を記述する方程式で=ある

ことが，数学解析や直緩数値計算などから知られている しかしながら.モデ

ルとしての妥当性を示す数学的な基本要請 :3次元空間における解の存在 ・

一意性 ・解の適切性に対しては完全な解答は得られていないこの間いに答

えることは応用数学上非常に重要であるにもかかわらず，その難しさのため

に3現在もなお未解決のままである.それに対して， Constantin， Lax， Majda 
の3人の数学者は3次元Euler方程式の渦度の大きさの成長を記述する簡単

な一次元モデル方程式を提唱したこれを CLM方程式と呼ぶ。

さと =ωH(ω)，X E R， t > 0 
θt 

ただし，H(ω)はHilbert変換であり， 二次の項ωH(ω)は3次元 Eulerにおけ

る渦の引き延ばし項 (Stretchingterm)に対応した非線形項である彼らはあ

る初期値の集合に対して，その最大値が有限時間で爆発する厳密解を構成し.

Euler方程式の解の爆発との関連を調べ，モデルとしてよい性質を保持してい

ることを示した [1] さて，次のステップとして，我々はこの CLM方程式を自

然に拡張して，以下のような 3次元次Navier-Stokes方程式の一次元モデル方
程式を織成する

Z =ωH(ω) -1ノ(-s)弘 zε R，t > 0， ω 
ω(x，O) = ω~(x). (2) 

ただし，/J > 0は粘性係数，αε Rであるこの方程式を周知i境界条件の下で考
える.これに対して，次の事実が数学解析と数値計算から示される

l 
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Theorem 1 <S. [2])どんなαに対しでも3 あるFノoが存在して， 0く ν<ν。
に対して，一般化された粘性項を持つ CLM方程式(1)，(2)の解は有限時間でp

そのuノルム fあるいは最大値jが爆発する

また，解の大域存在については次の事実がわかる

Theorem 2 <S. [3])α 三 1，ω。εHαに対して，十分大きなνをとれば，
(1)，(2)の解は時聞大域的に存在する 一方0'<0の時は，どんなに大きなν

を取っても，解は必ず有限時間でuノルムが爆発する.(すなわち時間大域解
は存在しないj

3次元 Nav町品okes方程式の場合はα〉 iの場合には解が大域的に存在
することが知られているので，このモデル方程式はNavier-Stokes方程式のこ
の解析的性質を再現していないこのことから，このモデルには，さらなる改
良が必要である.以上のような内容を講演した
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EXISTENCE AND PARTIAL REGULARITY OF 
A SMALL SOLUTION OF THE P-HARMONIC FLOW 

Masashi Misawa， Department of Mathematics， Faculty of Science， Ku01amoもoUniversity， 

Abstract Let (Mmへ，g)同an吋d叫(λNnへ，h刈h刈)b加3沌esmo∞0ω州川b“凶hc∞001町pa削cωもR町Iema飢nn川l1Ia加nma凶a制IIIぱ曲lぱ出刷fお削'old白soぱfd出1日I町me
m 三2 and η 三2 with me剖も訂凶ncωs9以(付帥z吋)= (ωgαdβ (いいωx刈;)日)and h(u) (hij(u)) in local coordinates 
X = (Xl'・・・ ，Xm)on M and u = (u!， ・.• ，un) on N， respect附 1)人 Let p， 1 くp<∞ For a 
C1-01apU: M → λr， wh凶 isrepresented by u(x) = (u1(x)，... ，un(x)) in local coo凶 nates
x on M and u on N， consider the p-energy fllnctional Ep(U)， represented in local coordinates 
of M and N by 

Ep(匂)=んtlDU|:h帆 )
 

-
噌
E
A(

 

where Do =法，白 =1，"'，nt，Duis山 spatialgrad剛山mapu， Du = (Doui)， (gos) is the 

ll1verse matnx 向 = (ゐ仰βι |同D仇仇州叫叫u叫吋4Lバ〈仏I~払ト;Lh「=z口山:む〉よむL=Jl
i凶st恥hevolllme element of M w問lt凶h19凶g引|ド=1何凶d白et巾(ω9αdωβρ刈)川1.Thec叩口川山ti悶cωa叫1points， called p一har010nicmaps， 
are solutions of the Elller-Lagrange equation， represented in local coordinates of M and N by 

一→守Dα (|DulZ2u引gαβDβuiJ= ID叫;290βfik(U)D"uJDβd， z =l，・ 6 ・，n， (1.2) 
、/訓 ¥

yn V 山

)

'yu OJ J 

where r)k(U) ~hil(包) (~(u) 一生(u) +皆(u))， (hij(u)) = (hiJ(U))-I， is山 Christoffel

symbol of N. Here and in what follows， the notation IEI
2 = E . E =弘E~ and IEI~h = goßE~E~hり

is used for E = (E~) and the su0101ation notation over repeatcd indices is adopt-ed 

The f臼u山叩111山nda01問 e印n川ta心1prωobl怜e01for the var 
regulariも.yof Sollltions in some Sobolev space of p一ha釦r010ni比cmaps. The one app仰roachto look 
for p-harmonic maps is to exploit t

“
h児egradie町n川1t日QW， ca叫lle伎吋clp一harm汀mOl1l陀c日ow， fo伽b討r(1.1). For a 

given smooth map Uo・M ー→λr，representecl by Uo in local coordinates on M ancl N， consicler 
the Cauchy proble01 for the p一harmonicflow: For a map U M∞=  (0，∞) x M → λr， 
representecl by u(z) = (ul(z)，... ，un(z)) in local coorclinates (t，x) on M∞ and u onλr， 

伽 -方Dι叫刈αベ0(1凹D仇刷叫u叫吋叫|目広:広I淵内P凶刈u→)ト=1同D品仇川u叫吋怖ι'I~目:zγ;f2竹3片k(U叫仙)
包 =u句o 0∞Il {μt=O叫}x M. (ο1.4め) 

We report on a global existence and a re思llarityof a weak solution of (1.3) ancl (1.4) for a 
smooth initial clata having a "small" image on the target manifolcl. In order to give a precise 
ststement of our results， we introdllce a “reglllar ball" in N. Let sn(P) be a geoclesic ball 
on N with center PεN ancl raclills R > 0， ancl clefine the Cllt locus C(P) of P to be the 
complement of the maxi01al dom創 n，call巴clthe normal range of P， of any normal coorclinate 
system w仙 centerP. A geodesic ball Bn(P) is callecl a “regular ball" in N， if it satisfies 
that Bn(P) has no川 ersectionwith C(P)， ancl .jiiRく?， κ=max{O，suPBn(P) K}. Our main 
result is the following 

Theorem 1 Let!"-土E二4手亙豆く pく∞ andsn(P) c N be a regular ball in N. Suppose that 
Uo be a C2，β-mαp，OくPく1，defined onλイ肌th凶 luesin sR(Q) C N. Then， there exists 
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a山eaksolution U E L∞(0，∞; lV1，P(M，N)) n 11・1，2(0，∞;L2(M ，N))μr(1.3) and ρ.4)， the 
image 0/ W/山 his contαined in sR(P) IInd凹hichslItisjies the energy inequllI均，represented in 
10ω1 cool'dinαtes x on M and u on N by 

I latul
2dz + sup E(u(t))) ::; E(uo) /01αllT>O 

J(O，T)xM . 09夕、
(1.5) 

The1'e existαpositive constαnt a， 0く αく 1，andαc/osed set S C ルI∞ suchthαt the切eak
solution obtained is locαlly Ho・Ider'continuous in M∞¥S肌 than仰 onenta on the pambolic 

met門csItl*+lxl and Itl~+lxl /orlocal coordinlltes (t，x・)onM∞ in the degenemte and singular 
ωses， respectively， the gmdient 0/ the solution isαIso locαlly H older continuous in M∞¥S with 
IIn exponent白 onthe usual pambolic met円 Cαndthe H older constants αre bounded byαpositive 
constant depending only on m， p， a， the 9印刷t1'y0/ M αnd N and the C2，s(M)-norm 0/ the 

initial data Uo. M oreover， there exists a posit叩 ellumber clo depending only on m， p andαsuch 
that the (m -clo)-dimensional Hausdorff meαsure 0/ S on the usuαl pambolic met円cis locαlly 

zero m ルイ∞，
手im-

6o(Sn K) = 0 /01' any compαct set K c M∞ (1.6) 

For typical examples of a regular ball， we refer to [1， p. 125]. Here， we note only the 
simple case: if the target manifold N is a standard sphere Sn in an Euclidean space Rn+l， 
七hena geodesic ball sR(P) with center of the north pole P and radius R = f is a “regular 
ball on N. A Holder regularity of a small solution has already established in the case p = 2， 
which concerns a small solution of the harmonic flow (see [2， 4] also refer to [1]). To prove the 
existence， we use a parabolic approximation which comes from making approximation of the 
p-energy. We extend the regularity estimates for small solutions of harmonic map flows to our 

quasilinear approximating equations to obtain a boundn巴ssof our approximating solutions and 
th巴irgradients in a Holder class. Here we note by a maximum principal that the images of our 
approximating solutions are as small as the one of the initial data. Then we can apply Leray-
Schauder's fixed point theorem to construct classical solutions of our approximating equations 
To establish a strong convergence in a Sobolev space of approximating solutions， we apply the 
f-regularity theore爪 whichis shown to hold for small solt山 0叩n郎sofp一harm訂monicflows in [3]， for 
our approximating solutions and th巴n，use a Caccioppoli inequality available for small solutions 
Finally， we can perform the limiting process to a partial regular weak solution of p一harmonic

自ows.=========================== 
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Spectral and boundary rigidity of Riemannian manifolds 

Vladimir A. Sharafutdinov 

Sobolev Institute of Mathematics， Novosibirsk， Russia 

ABSTRACT. The boundary rigidity problem is formulated as follows: to what extent 
is a Riemannian metric on a compact manifold with boundary determined by distances 
between boundary poin回 A R回man日間1manifold (A!， g) is called boundα旬門gidif， for a剖1日1

other Ri阻ema叩nm凶a叩nmetric g' on M， the following s抗ta叫teme臼n凶1叫ti目svalid:ばfthe boundary dis凶ta剖削n児ce

f“u叩n恥ct凶l旧o∞n凶sofR即 lanm旧a叩nma叩n吋1
of (此M，gω)onto (JルM，gダ')whi児chi回S1凶de叩n凶1凶ti比ca叫1on the boundary. 

The boundary rigidity problem is usually considered for simple metrics. A Riemannian 
manifold is called simple if every two points are joint by a unique geodesic. 

Conjecture (R. Michel， 1980). Every simple Riemannian manifold is boundary rigid 

Till now there is no counterexample to the conjecture. On the other hand， the conjecture 
is proved for some very narrow classes of metrics 

The above formulated problem has a periodical叩 alogfor closed manifolds. In the case 
of a cl口sedRiemannian manifold we can， instead of the boundary distances， consider the set 
of lengths of closed geodesics. In such the way we arrive at the definition of length spectml 

rigidity. Of course， the latter is sensible only in the case when there are su伍cientlymany 

closed geodesics on the manifold. Therefore the length spectral rigidity problem is usually 
considered for negatively curved manifolds 

The latter problem is closely related to the classical eigenvalue spectral門gidityproblem 
Two closed Riemannian manifold are called isospectml， if their Laplace-Beltrami operators 
have coinc出 nte伊 nvaluespectra. It is known (Duistermaat-Guillemin) that， for 問 gat附 ly
curved manifolds， length spectral rigidity implies eigenvalue spectral rigidity 

Every of three above-defined kinds of rigidity h剖 itsinfinitesimal analog. For instance， 
the defo門ηαtionboundαry rigidity is defined in the same way as above， but， instead of 
considering a pair of metrics， we should consider a one-parameter family of metrics 

We discuss relations between the three kinds of rigidity， expose some old and new results 
on the subject. One 01 them is the lollowing 

Theorem(C. Croke， V. Shar悶afu叫t凶di日川n叩.10V叫，1995附5め).A closed n問egat附 lycu山rv，刊edR目削口nlann帥1
ifold i目sdefおor口matl叩O凹nspectral r口l屯glほd 

l 

-26-



Characteristic Classes of singular Varieties. 
Jean-Paul BRASSELET 

1ML，Marseille 

Characteristic Classes of singular varieties have b巴enfirstly defined 

by M.H. Schwartz using obstruction theory (1965). Then， a 

tωo a conjecture of 0巴eli氾gnear日ldGrot凶hendie飢ck，R. MacPherson defined 

cla鉛5S印巴s民，in hornology， using Nash transforrnation and Euler local obstruc-

tion (1974). J.P. Brasselet and M.H. Schwa巾 provedtl川 thesetwo con-

structions coincide，giving the so-call巴dSchwartz-MacPherson classes. 

On anotl町 hand，W.Fulton(1980) defined characteristic classes using 

the notion of Segre classes. III the case of hypersurfaces or Local Complete 

111tersectiolls， these classes are those of the virtual tangent bUlldle 

1n the case of isolated sillgularities， the differellce of the Schwartz-

MacPherson class and the Fulton class appears to be the sum of Milnor 

nurnbers in the singular pOilltS. 1n general the difference is a class (the 

Milnor class) recently well studied 

1n this lecture， one gives a general expression for all these classes， in 
the context of obstruction theory. This expression allows to give a new 

insight to the gelleralもheoryand a sirnple proof of sorne of the recent 

results 
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無限次元表現とその寡零不変量

一不変微分作用素をとおして ー

山下博(北大・理)

有限群(もっと一般にコンパクト群)上の任意の類関数は，既約表現の

指標の(無限)一次結合として表される.このことは，群の共役類(軌道)

の幾何的構造と表現の間に深いつながりがあることを示唆している.例

えば，ハイゼンベノレグ群などを含む単連結寡零リ一群に対しては，その

余随伴軌道と既約ユニタリ表現の同値類が一対一対応に対応している(キ

リロフ軌道法) このように，既約表現と軌道との繋がりを解き明かすこ

と，すなわち表現に対する軌道理論を創ることが，君干の表現論における

最も基本的かつ重要な問題のひとつである

さて，実半単純リ一群Gのヒノレベルト空間上への(無限次元)既約許容

表現は，極大コンパクト部分群Kが有限に作用する部分空間の上に，複

素リ一代数 9= Lie(G)⑧IR IC，および，群Kの複素化 Kcが働く既約な

Harish-Chandra加群を定める.ユニタリ化可能な既約Harish-Chandra

加群は Gの既約ユニタリ表現を完全に特徴づけることが知られている

既約Harish-Chandra加群X に付随して定まる，対称線形代数8(g)上

の次数っき加群の台ν(X)は， リ一代数における寡零 Kc-軌道からなる

アフィン多様体をなす.ν(X)をX の随伴多格体とよぶ.より精密に，多

様体ν(X)= U;δ;の各既約成分δ;における重複度 m;を付加すること

で得られる随伴サイクルC(X):= L;m;-[否]は，いわば，Xの第一次近

似を与える基本的幕零不変量といえよう ここで重要なことは，随伴サイ

クルC(X)に現れる各重複度 m;は，単なる自然数ではなく，当該既約成

分δ;に属する一般的な寡零元X;E 0;の固定部分群Kc(Xi)・=ZKC(Xi) 

が働く 等方表現の次元として捉えられる，という事実である

本講演では，1.既約許容(ユニタリ)表現の莱零不変量とくに等方表

現を特定する，2.霧零不変量が当該の既約表現の如何なる性質を制御す

るかを見極める，というこつの立場からの研究を紹介する.

1.既約 Harish-Chandra加群 X の随伴多様体は既約であるとする・

ν(X) =δ(0は幕零 Kc-軌道) ユニタリ最高ウェイト加群や離散系列

表現など，重要な楕円型既約ユニタリ表現のほとんどがこの条件を満た

す この場合に，X に対する等方表現W の双対加群は，反傾表現X.を

実現するリ ーマン対称空間 G/K上の勾配型不変微分作用素Dの主表象
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を用いて特徴づけられる.つまり， Wの双対は，1)の主表象写像が定め

るC 上の Kc-等質ベクトノレ束のファイパー空間として現れる.

上述の枠組みを用いて，離散系列やユニタリ最高ウェイト表現に付随

する等方表現を具体的に記述することが可能になる.特に，特異ユニタリ

最高ウェイト加群に対応する等方表現を完全に決定することができ，し

かもそれらは既約であることも分かる.この結果は，コンパクトなデュア

ル・ペアに関するテータ持ち上げの理論の拡張を与えている.また， EVII 

型の場合は，等方表現が球菌やケーリー射影平面上の調和解析と深く関

わる様子も明らかになる.

2.次に，ユニタリ最高ウェイト加群X に対して，複素解析的な幕零

Kc-軌道に付随した一般化 Whittaker模型と等方表現との聞の相互関係

を考察する.そのために，まず，エルミート対称空間 GjKの正則接空

間に含まかる Kc-軌道たちを，次元が小さい)1頂に 00= {0}，01o ・，Or

(r = rankGjK)，と並べておく .第二に，Om (0::; m三r)から Kostant-

関口対応 (Cayley変換)をとおして定まる実リ一代数Lie(G)の寡零軌道

OEに付随して，一般化された Gelf.姐 d-Graev表現r(0!)を構成する

第三に，Xの随伴多様体ν(X)における澗密な寡零Kc-軌道を Om(X)と

する.このとき，Xに対する等方表現W の空間は，ユニタリ最高ウェイ

ト加群の一般化Whittaker模型X '-+ r( O!(X))の双対と同型であること

が分かる.この結果は，ユニタリ最高ウェイト表現という，特異性・退

化度の高い実リー群の表現について，等方表現が一般化Whittaker模型

を完全に制御していることを示している.

n
w
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A PoincarιHopf type theorem for holomorphic 

on←forms on Cn 

Toshikazu Ito and Bruno Scardua 

10 this note we announce some achievements in the study of holomorphic disー
もributionsadmi抗ingtransverse closed real hypersurfaces. Our main result is the 
following: 

Theorem 1 ([2]，[3]). Let D cc Cn be a relatively compact domain 切thsmooth 
boundaryδD c Cn

. Assume that the (canonical) exact s勾uenceH1(D，Z)→ 
H1(δD，Z)→O日 exact.Then given any holomorphic one-formωm  a n目的-
borhood U of D in Cn such that the C01γesponding holomorphic d俗tributionKer(ω) 
日 transverseto the boundaryδD then we have 

(1) 乞 Ind(ω;p)= (ー1)日(D)
pεaiog(ω)nD 

山hereX(D) is the E似er-Poinωre-Hopfcharacteristic 01 D. 
n 

If we writ旬eω=2ε:ん(μωz斗)μdz勾:ji凶nholomorphic coordinates in a neighborhood 0ぱf百i泊且

cn t凶ぬ山he児len
C∞ vector field 

(2) grad(ω)=ZZ12;去
Given aoy isolated siogularity pεSJI 

(3) 山=Indト去p)== Ind阿 p)

2000 Mathematics S叫目白tCl回目F国 tio九 Primary32865; 8econdary 57R30. 
Ke官UlOrrl.Sand phms回 目Holomorphicone-form， vector field， Euler-Poincare characteristic 

l 
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We recall that， including the non-integrable ca田，we have the following definition 
of transversality. 

Definition 1 ([2]). The distribution Ker(ω)日 transversetoθD ifsi碍 (ω)nδD=日
and for every q E δD we have 九(δD)+ Ker(ω(q)) =九(lR2n)ωreallinear spac田.

As a corollary of Theorem 1 we obtain: 

Corollary 1 ([2]とLetωbea h山 morphicone-form in a neighborhood U of the 
c/osed ball B2n(0; R) in C"， n ~ 2 and such that Ker(ω) is transverse to the sphere 
82n-1 (0; R) = δ B 吋0; R). Then n 日 even and ω has exactly one si仇n吋g♂卯t也凶L
o εB2n (0; R)， moreo旬erthis singular point is simple 

ln [3] one finds a natural ex七ensionof the above result for holomorphically em-
bedded closed balls in Stein spac田 lncase D cc C" is Stein and n さ 3we also 
obtain: 

Corollary 2 ([3]). Let D c Cπ be a relat叩 elycompact Stein domain with smooth 
boundaryδD c C" and suppose n ~ 3. Given any holomorphic one-fo門 nωma
neigh.borhood of D with Ker(ω) transverse toδD we ha肥

乞 lnd(ω;p)= (-1)日(D)
pεsing(ω)円D

Since lnd(ω;p)三1for all (isolated) singular po凶 weobtain: 

Corollary 3. Let D cc C" andωbeωin Theorem 1. Ifχ(D) = 0 then sing(ω)n 
D=目。 I!X(D)と1then sing(ω) nD ヂ日 andnecessarily 11.日 e吋 n.

We also refer to [4] for furtl町 r田 ults.

1 Sketch of the proof of Theorem 1 

We have the canonical exact sequence Hl(D)→H1
(θD)→H2(D，θD) and by 

hypoth郎 isH1 (D)→Hl(δD)→o is exact. Take a holomorphic vector field五
in a neighbor hood of D such that for each qεδD the vector何(q)is non-zero and 
o巾 gonalもothe∞mplex tangent space T~(θD) <九(C").GivenμJ as in Theorem 1 
we introduαthe analytic set 

Ew:= {ぃ(q)ル

2 
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Then for eah q EδD we have qεL:"， if and only if grad(ω)(q)ε年(δD)・Since
the vector field grad(ω) is orthogonal to Ker(ω) we conclude that there exists a 

戸国

smooth bllmp-fllnctionψ: Cnニ→ lRsuch that 

(4) Z:= grad(ω) + 'P'冗

is transverse to aD 
Using the hypothesis that H1(D)→H1

(δD)→o is exact we 0 btain a real 

smooth section (ie. a C∞ real vector field) c εTZ over a neighborhood of D 

w hich is transverse toδDj indeed c is obtained as extension of a suitable vector 
field c(z) =α(z)X(z) + b(z)Y(z) defined in a neighborhood of dD and which is 

山叫0 山 hereX anげ areElvenM=;(X-FTY)

Theorem 1 now follows ITom Poincare-Hopf Index theorem [5] applied to the 

vect.or field c once we have the following lemma: 

Lemma 1 ([2]). In the abo凹 S伽 ationwe have: 

(i) sing(ω) n D is finite， sing(ω) n D = sing(c); 

(ii) G叩 enany pεsing(ω)nD凹ehave lnd(ωjp) = (ーl)nlnd(c;p).

Corollary 1 is an immediate consequence of Theorem 1. Corollary 2 is proved 
recalling that by Poincare-Lefschetz dualit.y [1] we have H2(D，δD) ~ H2n_2(D) = 0 
in the case of a Stein domain and n > 3. 口

Acknowledgement. We are grateful to Profe岱 orN. Kawazumi for his interest and 
valuable suggestions in improving our original results 
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Josephson junctions，日uxonsand a perturbed 
sine-Gordon equation 

Arjen Doelman (University of Amsterdam) 

Abstract 

We determine the linearised stability of travelling front solutions of a per-

turbed sine-Gordo日 equation.This equation models the long Josephson junc-

tion using the RCSJ model for currents across the junction and includes surface 

resistance for currents alongもhejunction. The travelling waves correspond to 

the so-called fluxons andもheirlinear stability is determined by calculating the 

Evans function. Surface resistance corresponds to a singular perturbation term 

in the governing equation， which specifically complicates the computation of 

the corresponding Evans function. Both the flow of quasi-particles across and 

along the junction stabilise the waves. For dateils， see Physica D， vo1.l80 

(2003)40-70. 
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