
力学系と微分方程式

会場 広島大学理学部 B 棟 B707

日程 2007 年 11 月 9 日（金）～ 11 月 10 日（土）

プログラム

11月 9日（金）

10:00—10:50 辻井 正人 (九州大学)

双曲的な流れにおける相関の減衰と力学系のゼータ関数

11:10—12:00 角 大輝 (大阪大学)

ランダムな複素力学系，有理半群と複素平面上の特異関数

12:10—13:00 田中 晴喜 (広島大学)

Singular perturbation of symbolic dynamics via thermodynamic formalism

14:30—15:20 岩崎 克則 (九州大学)

パンルヴェ方程式とモデュライ空間上の力学系

15:40—16:30 宮本 安人 (東京工業大学)

円盤領域における活性因子・抑制因子系の安定定常解の形状について

16:40—17:30 大下 承民 (岡山大学)

球対称斉次関数をポテンシャルにもつ非線形楕円型方程式の正値解

11月 10日（土）

10:00—10:50 藤川 英華 (千葉大学)

Teichmüller space and moduli space for Riemann surface of infinite type

11:10—12:00 奥山 裕介 (京都工芸繊維大学)

A quantitative equidistribution theorem in complex dynamics

本研究集会についての詳細情報 (交通案内・宿泊案内等)：

URL　 http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/ca/Rikigakukei2007.html

でご確認下さい．

世話人：

広島大学

吉　野　正　史　

e-mail:yoshinom@hiroshima-u.ac.jp

広島大学

滝　本　和　広

e-mail: takimoto@math.sci.hiroshima-u.ac.jp

広島大学

盛　田　健　彦

e-mail: take@math.sci.hiroshima-u.ac.jp



双曲的な流れにおける相関の減衰と力学系のゼータ関数

辻井　正人（九州大学）

力学系における相関の減衰の問題とゼータ関数の収束域や特異点についての問

題はともに Ruelle 転移作用素のスペクトルの性質と密接に関係している．もちろ

ん作用素のスペクトルは作用する関数空間に依存するので，良い性質を得るため

には力学系の性質に応じた適切な関数空間を選ぶ必要がある．この点について，こ

こ数年，転移作用素の作用する空間としてある種の超関数の空間をとって研究が

試みられ，いくつかの重要な成果が得られている．本講演ではそのような方向の

研究について，最近興味を持っている双曲的な流れや拡大的な半流の場合を主に

して述べたい．

ランダムな複素力学系，有理半群と複素平面上の特異関数

角　大輝（大阪大学）

リーマン球面上の有理写像の族によるランダムな力学系と，リーマン球面上の

有理写像の半群の力学系を同時に考察することにより，これら二つの研究対象を

交錯させた基礎理論を展開する．これを用いて，リーマン球面上でランダムな多

項式力学系を考えた際，無限遠点に収束する確率の関数が，ある条件下で悪魔の

階段の複素平面上版といえる性質を持つことを示す．さらにその関数の各点ヘル

ダー指数をエルゴード理論，ポテンシャル論，複素解析を用いて求め，この関数が

全微分不可能である点が付随する有理写像半群のジュリア集合のなかに非可算稠

密にあることを示す．また，この関数を確率パラメータで偏微分した関数が，高

木関数の複素平面上版といえるものになることを示す．



Singular perturbation of symbolic dynamics
via thermodynamic formalism

田中　晴喜（広島大学）

We consider singular perturbation of a mixing subshift of finite type using ther-

modynamic formalism. In our formulation, the perturbed systems are described

by a family of potentials {Φ(α, ·)} with large parameter α on a fixed subshift of
finite type and the unperturbed system is characterized as the system at infinity

obtained by collapsing the perturbed system by letting α → ∞. We apply our
formulation to the collapse of cookie-cutter systems and dispersing open billiards.



パンルヴェ方程式とモデュライ空間上の力学系

岩崎 克則 (九州大学・大学院数理学研究院)

パンルヴェ方程式は約一世紀前に発見された複素領域における非自励ハミルトン系である．
この微分方程式の時間大域挙動を理解するために，解軌道の回帰写像のなす離散力学系（非線
形モノドロミー)について考察する．講演では，非線形モノドロミーに対する不変確率測度の構
成，エントロピーの計算，周期解の個数の評価，代数関数解の分類などについて論じる．議論
に際して，いろいろな数学が交錯するところがおもしろい．代数幾何，モデュライ理論，リー
マン・ヒルベルト対応，指標多様体のトポロジーと力学系, アフィン・ワイル群と複素３次曲面
の幾何，代数曲面上の双有理写像のエルゴード理論，コクセター群の幾何表現，クライン特異
点の特異点解消，ニュートン図形と冪幾何，非線形確定特異性の理論，斎藤秀司氏の不動点公
式など.
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asymptotiques et équations de Painlevé, Séminaires et Congrès 14 (2006), 103–167.

[5] K. Iwasaki, Moduli and deformations for Fuchsian projective connections on a Riemann
surface, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. IA, Math. 38 (3) (1991), 431–531.

[6] K. Iwasaki, Fuchsian moduli on a Riemann surface – its Poisson structure and Poincaré-
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円盤領域における活性因子・抑制因子系の
安定定常解の形状について

宮本 安人†

（京都大学数理解析研究所・日本学術振興会特別研究員 PD）

1 序

1.1 知られている結果

非線形解析において，安定定常解すなわち物理的に実現可能である安定なパターンを探すこと

は，多くの研究者の興味を引き付けてきた．数学的な視点からは，1.定常解の形状，2.その定常解
の安定性，3.領域の形状，の三つの関係が興味の対象となってきた．本講演では，自然現象のモデ
ル方程式（または系）に多く現れる凸領域における Neumann境界条件下の反応拡散方程式（系）
の安定定常解の形状について考える．

Chafee[C75]は 1975年に，1次元区間上の単独反応拡散方程式の非定数定常解は不安定となる
ことを示した．Casten-Holland[CH78]は 1978年に，俣野 [Ma79]は 1979年に，独立に一般次元
の凸領域上の単独反応拡散方程式の非定数定常解は不安定となることを示した．これによって，凸

領域上では，単独反応拡散方程式で記述されるモデルは，安定な非自明なパターンが存在しないこ

とが明らかになった．

次の結果を紹介する前に，shadow systemについて説明する．二つの未知関数 u(x, t), v(x, t)か
らなる領域 Ω ⊂ RN における次の反応拡散系を考える．

ut = Du∆u + f(u, v) in Ω, τvt = Dv∆v + g(u, v) in Ω, (FS)

∂νu = 0 on ∂Ω, ∂νv = 0 on ∂Ω.

第 2式の拡散係数を無限大，すなわちDv → +∞とすると，v(x, t)は空間的に一様になると予想
される．つまり，空間変数に依存せずに時間変数にのみ依存する関数 ξ(t)を用いると，v(x, t) →
ξ(t) (Dv → +∞)．そこで，形式的に v(x, t) = ξ(t)とし，第 2式と定数関数 1との L2内積をとる

ことによって，すなわち Neumann境界条件の下で両辺を積分することによって，下記の (SS)を
得る．この操作は，定数関数 1と直交する方向，すなわち 2番目以降の高いモードの成分を全て消
去することに対応する．

ut = D∆u + f(u, ξ) in Ω, τξt =
1
|Ω|

∫
Ω

g(u, ξ)dx, (SS)

∂νu = 0 on ∂Ω.

(SS)を西浦 [N82]に倣い shadow systemと呼ぶことにする．(FS)の数学的な解析は一般的に困難
であるが，この shadow systemは，元の連立方程式 (FS)の性質を受け継ぎつつも v(x, t)が空間

†〒 606-8502 京都市左京区北白川追分町京都大学数理解析研究所
e-mail: miyayan@sepia.ocn.ne.jp



単独方程式 連立方程式

空間 1次元 定数解のみ 定数解と単調関数のみ

空間N 次元 (N ≥ 2) 定数解のみ ？

表 1: 有界凸領域上，定常解が安定となるための定常解の形状に関する条件

的に一様な関数 ξ(t)に置き換えられているので，第 1式に関して一様媒質下の単独方程式の手法
が使用でき，数学的な解析が比較的容易になる．Dv が大きいとき，(FS)と (SS)はダイナミクス
についてもある意味で近いことが示されている [Mi06a]．
本題に戻り，定常解の形状と安定性に関する次の結果を紹介する．西浦 [N94]は 1994年に，１

次元有界区間上の活性因子・抑制因子系と呼ばれる反応拡散系の shadow systemにおいて，uが

定数関数と単調関数以外となる定常解 (u, ξ)は，不安定であることを示した（この結果は，後に
Ni-Poláčik-柳田 [NPY01]によって，より広いクラスの反応拡散系に対して成立することが示され
た）．従って非自明な安定定常解は，uが単調関数となるときのみである．表 1は，これらの結果
をまとめたものである．

1.2 活性因子・抑制因子系

多次元領域上の（単独ではない）反応拡散系における安定定常解とその形状の関係は，どのよう

になっているのだろうか？　いくつかのよく研究されている具体的な系については，（例えば球など

の）凸領域の場合においても，安定な非定数定常解の存在が知られている．例えばヒドラと呼ばれる

体長 5mmほどの小さな生物の「頭」の形態形成に関するモデル方程式系であるGierer-Meinhardt
系 [GM72]の shadow system（下記の例１）は，2次元円盤領域では（中立）安定な境界スパイク
解と呼ばれる非定数定常解を持つことが知られている [NTY01]．領域の境界に関して，すべての主
曲率が非退化な極大を持つ点が存在するとき，その点にスパイクが位置する境界スパイク解が安定

であることも知られている [Mi05]．一方，反応拡散系が勾配系 [JM94]や歪勾配系 [Y02]などの特
殊な構造を持つ場合は，多次元においても領域が凸ならば，「抑制因子の方程式の時定数と呼ばれる

変数（(SS)における τ に相当）が，勾配系のときは 1，歪勾配系のときはある程度大きい」といっ
た条件の下で，全ての非定数定常解が不安定であることが知られている．特に，Gierer-Meinhardt
系は歪勾配系の例であり，一見，矛盾した結果に思われる．しかし，上記の条件は，時定数 τ が小

さい場合を含まず，その場合において，安定な非定数定常解が存在することが予想される．

時定数 τ の役割を説明するため，(FS)における uと vの意味を化学の言葉を用いて直感的に説

明したい．活性因子・抑制因子系は，拡散が比較的遅い活性因子 u (short range activator)と拡散
が比較的速い抑制因子 v (long range inhibitor)が相互に作用する現象を記述する系で，(SS)は，
抑制因子の拡散の強さを無限大とし，瞬間的に抑制因子のみが空間的に一様となる極限をとった系

である．活性因子は抑制因子の生産率を増加させるように作用し (gu > 0)，抑制因子は活性因子の
生産率を減少させるように作用する (fv < 0)．抑制因子の生産率は，他に反応がなければ自然に減
少する (gv < 0)．活性因子は自分自身に対して自己触媒的に作用するような現象を想定しているた
め，f の uに対する単調性は仮定しない．この f の uに関する非単調性が，さまざまな興味深い

現象を呈する原因とみなせる．(FS)が

fv < 0, gu > 0, gv < 0 (AI)

を満たすとき，活性因子・抑制因子系と呼ぶことにする．以降，(AI)を満たす (SS)を考える．ま



ず、(u, ξ)が定常解ならば、τ の値にかかわらず定常解となることに注意する．τ(> 0)は，活性因子
と抑制因子の反応速度の比を表し，τ が大きいときは，抑制因子の反応速度が遅いことに対応する．

この場合，(SS)の第２式の両辺 τ で割り，τ → +∞とすると ξが時間変化しないことがすぐにわ

かる．従って (SS)のダイナミクスは単独方程式のそれと近いことが予想されるので，凸領域におい
ては，非自明解はすべて不安定となる ([CH78, Ma79]の結果と一致する)．一方 τ が小さいときは，

抑制因子の反応速度が速いことに対応するので系を安定化すると考えられる．この場合は，非自明

解が安定になる可能性がある．ところで，τ が小さいときに安定となる定常解が，τ が大きくなる

と不安定となるような状況が考えられるが，この場合は通常 Hopf分岐する．[NTY01, WW03]に
おいて Gierer-Meinhart系の場合の複素固有値が虚軸を横切る様子の詳しい解析がなされている．
この時定数による安定性の変化は，単独方程式では現れず，連立方程式に特有の現象であるので，

活性因子・抑制因子系に限らず連立方程式においては，どのような時定数の範囲で安定になるか

は，重要な視点であると思われる．

1.3 問題設定と主結果

上記の化学現象に基づいた直観的な系のダイナミクスの解釈から，次の問題が提起される．1.時定数
τ が小さい場合を含み，2.多次元領域上の，3.特定の系ではなく広いクラスの（単独ではない）反
応拡散系に対し，「安定ならば，どのような形か？」すなわち，安定となるための解の形状に関す

る必要条件を求めたい．具体的には（大きい τ だけではなく)全てのτ > 0について，解の形状か
ら判定できる不安定となるための十分条件を求める．すると対偶は，あるτ > 0について，解の形
状から判定できる安定となるための必要条件となる．

しかし，この問題に関する結果は，これまでそれほど多くは知られていないように思われる．そ

れは，（数学的）技術的な問題とともに，「多次元領域内において定義された関数の形状を，どの

ように数学的に表現するか？」といった問題が潜在的であり，どのような視点から解析を行ってよ

いのかすら，定かではないことが，原因の一つであると思われる（凸領域における単独方程式の場

合は，安定解が定数解のみであるので，この問題に答える必要がなかった）．ここでは，（これまで

にも他の問題でとられていた方法ではあるが）最大点（もしくは臨界点）の位置と個数によって表

現することを試みる．

以下，円盤領域（２次元球領域）B := {x ∈ R2; |x| < 1}における，

fξ < 0, gξ < 0, ある関数 k(ξ)が存在し，gu(u, ξ) = −k(ξ)fξ(u, ξ) (N1)

を満たす (SS)の安定定常解の形状について考える．下記が本講演の主結果である．

定理A[Mi07a, Theorem A]¶ ³
(u, ξ)を (N1)を満たす (SS)の非一様な定常解とする．ある τ > 0において，(u, ξ)が安定な
らば，uの最大と最少は，B の境界上の点 P , Qでそれぞれ達成し，B\{P,Q}において，u

は臨界点を持たない（従って，uは図 1のような形状となる）．µ ´
拡散係数Dに関する仮定がないことに注意する．Dが小さい場合において，特異摂動を利用した

解の形状に関する研究は多くなされているが，定理 Aは，Dが小さい（もしくは大きい）といっ

た仮定をせずとも，安定解の形状は境界スパイク解に似たものに限ることを示している．Dがあ

る程度大きいといった条件がついた場合は，uの対称性も示すことができる [Mi07b]（Dirichlet問
題の正値解については Gidas-Ni-Nirenberg[GNN79]の理論によって，球領域において解も球対称
となることが知られているが，Neumann問題において球対称のほかにも線（面）対称などの対称



P
Q

図 1: 定理 Aで述べられた安定定常解の uの形状．このような形のみが安定となりえる．

性は least-energy solution以外の解については多くは知られていないと思われる）．化学現象の言
葉で述べると，活性因子がシャーレの縁の 1点で最大濃度を持つようなパターンのみが安定となり
得る．

さらに，定理 Aの対偶から次のことがわかる．

系B[Mi07a, Corollary B]¶ ³
(u, ξ)を (N1)を満たす (SS)の非一様な定常解とする．uがBの内点において臨界点，すなわ

ち ux(x0, y0) = uy(x0, y0) = 0となる点 (x0, y0)を持つならば，任意の τ > 0において，(u, ξ)
は不安定．µ ´

系 Bから，uが内部にピークをもつような定常解は，ピークの頂点が臨界点となるので不安定とな

ることが分かる．従って，安定定常解は内部スパイクや内部スポットを持たない．

次に，非線形項の条件 (N1)について考える．(N1)の初めの二つの条件に関しては (AI)に含ま
れる条件であるので自然である．最後の条件は人工的な印象を受けるが，下記の２つの例を含む．

例１ Gierer-Meinhardt系の shadow system

ut = ε2∆u − u +
up

ξq
in Ω, τξt = −ξ +

1
|Ω|ξs

∫
Ω

urdx,

∂νu = 0 on ∂Ω,

p > 1, q > 0, r > 0, s ≥ 0, 0 <
p − 1

q
<

r

s + 1
, p <

∞ if N = 1, 2;
N + 2
N − 2

if N ≥ 3,

は，常に (AI)を満たす．また，p = r − 1ならば，(N1)を満たす．
例２ FitzHugh-Nagumo型の非線形項を持つ反応拡散系の shadow system

ut = Du∆u + u(u − a)(1 − u) − γξ in Ω, τξt =
1
|Ω|

∫
Ω

udx − κξ,

∂νu = 0 on ∂Ω,

0 < a < 1, γ > 0, κ > 0,

は，常に (AI)と (N1)を満たす．

2 主結果の証明と関連する問題

2.1 証明に必要な補題

定理 Aの証明は，下記の３つの補題からなる．



補題 1[Mi06b, Lemma 3.2]¶ ³
Ω ⊂ RN を区分的になめらかな境界を持つ有界領域とする．(u, ξ)は (N1)を満たす (SS)の定
常解とする．第 1式を uのみの方程式とみた線形化固有値問題

D∆φ + fu(u, ξ)φ = λφ in Ω, ∂νφ = 0 on ∂Ω (1)

の第 2固有値が正ならば，任意の τ > 0に関して，(u, ξ)は不安定．すなわち，(SS)の線形化
固有値問題は，実部が正の固有値を持つ．µ ´
補題 2[Mi06b, Lemma 3.4]¶ ³
領域を円盤（2次元球）B = {x ∈ R2; |x| < 1}とする．uを，

D∆u + h(u) = 0 in B, ∂νu = 0 on ∂B. (2)

の非定数定常解とする．U(θ) := u(cos θ, sin θ)とするとき，Z[Uθ( · )](:= ♯{Uθ(θ) = 0; θ ∈
R/2πZ}) ≥ 3ならば，対応する線形化固有値問題の第 2固有値は正．µ ´
補題 3[Mi07a, Lemma C]¶ ³
領域を円盤（2次元球）とする．uを，(2)の非定数定常解とする．uが B の内点において臨

界点，すなわち ux(x0, y0) = uy(x0, y0) = 0となる点 (x0, y0)を持つならば，対応する線形化
固有値問題の第 2固有値は正．µ ´

補題 2と補題 3において，非線形項 hに関する仮定はなく，拡散係数Dの大小に関する仮定もな

いことに注意する．

3つの補題の対偶をとり，それらを組み合わせると，定理 Aが示される．また，補題 2と補題
3の対偶命題を組み合わせると，拡散係数が小さくなくても円盤領域における非自明なMountain
pass解（峠の補題によって得られる解）は，図 1のような形であることもわかる．ただし曲がった
部分の微係数など詳しい情報は，この補題だけからでは得ることができない．

2.2 凸領域への拡張

以下，補題 3について考える．定理 Aを凸領域に拡張するとき，次の予想が問題となる．

予想C(柳田 [Y06])¶ ³
Ω ⊂ RN を有界凸領域とする．uを

∆u + h(u) = 0 in Ω, ∂νu = 0 on ∂Ω

の解とする．もし，Ωの内部において，uが臨界点を持つならば，対応する線形化固有値問題

の第 2固有値は正．µ ´
柳田は，予想 Cがホットスポット予想 [R74]の非線形版であることを指摘した [Y06]．予想 Cが証
明されればホットスポット予想は直ちに従う．補題 3は予想 Cの Ω = Bの場合における肯定的解

答である．

ところで（非線形ではない）ホットスポット予想は，2次元有界凸領域で x軸と y軸に対称な場

合は，肯定的に解決 [BB99, JN00]されている．対称性がない場合は，Lip domainと呼ばれる横長



線形 非線形

モース指数 0 Neumannラプラシアンの第 1固有関数は定数 Casten-Hollandと俣野の結果

モース指数 1 ホットスポット予想 予想 C（の厳密には対偶命題）

モース指数 n 第 (n+1)固有関数はどのような形か？ 解はどのような形か？

表 2: 解の形状とモース指数の関係における，予想と既知の結果．

方程式 領域 解

予想 C ∆u + h(u) = 0 （２次元）凸領域 任意の解

Ni-高木の問題 ε2∆u − u + up = 0 （非凸も含む）任意の領域 least-energy solution

表 3: 予想 Cと Ni-高木の問題との関係．

の領域に関しては示されている [AB04]．また，対称性のない 2次元凸領域で，領域がある意味で
円盤か矩形に近い場合は筆者によって示された [Mi07c]．一方，2次元領域で穴のある領域（従っ
て凸領域ではない）で，反例が知られている [BW99, B05]．一般の（2次元）有界凸領域の場合は
成り立つと予想されているが現時点では未解決のようである（証明も反例も知られていないと思わ

れる）．2次元の場合のみは，凸領域でなくても単連結領域ならば成り立つとの予想もある．
予想 Cは，凸領域における半線形楕円型方程式の解の形状とモース指数との関係と捉えると，

[CH78, Ma79]の結果のモース指数１の場合，もしくは Brunovsky-Fiedlerの結果（非線形 Sturm-
Liouville理論）の多次元版と解釈できる．表 2はこれらの予想と既知の結果をまとめたものであ
る．また，表 3は，Ni-高木の問題 [NT91, NT93]と予想 Cを比較したものである．予想 Cでは領
域は凸領域に制限されるものの，方程式と解の種類は一般的であるので，Ni-高木の問題の（領域
の制限を除けば）一般化ともみなせる．

2.3 [GM88]の結果と類似する原因について
Gurtin-俣野 [GM88]は，

E[u] :=
∫

Ω

{
σ |∇u(x)|2 + W (u(x))

}
dx

を，制限 ∫
Ω

u(x)dx = m (3)

の下で考え，領域Ωが円盤，円環，直積領域（[0, 1]×Ω1）などの場合に，global minimizerと local
minimizerの形状を研究した．ここで，σ(> 0), mは定数で，W は二重井戸型ポテンシャルと呼ば

れる関数である．例えば，W ′(u) = u(1−u)(u−a) (0 < a < 1)．Ω = Bのとき，global minimizer
は定理 Aで記述した形状と同じ形状を持つことが示されている．それは，制限 (3)が第 2固有値
を消去する効果を持っており [Ma05]，補題 1の対偶から私たちの問題の状況と同じであるからと，
解釈できる．

[GM88]で示された global minimizerの形状と定理 Aで得られる安定解の形状は，同じである
が，証明方法はまったくと言って良いほど異なる．[GM88]は，global minimizerであることを仮
定して，リアレンジメントを用いているが，定理 Aでは，現実的には確かめることが不可能であ
るような大域的な仮定（global minimizer）は課さず，安定性の局所的な性質（スペクトル）のみ
を用いている．
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球対称斉次関数をポテンシャルにもつ非線形楕円型方程式の正値解

大下　承民（岡山大学）

m > 0 と p ∈ (1, (N + 2)/(N − 2)) に対して，

∆u− |x|mu+ up = 0, u > 0 in RN ,
lim
|x|→∞

u(x) = 0

の解の一意性と線形化非退化性に関する結果を述べる．

Teichmüller space and moduli space for Riemann surface
of infinite type

藤川　英華（千葉大学）

To consider a structure of the moduli space for a Riemann surface of infinite type,

we introduce a new space, which is called the intermediate Teichmüller space, be-

tween the Teichmüller space and the moduli space. The intermediate Teichmüller

space lies also between the Teichmüller space and the asymptotic Teichmüller

space. Then we investigate a complex structure of the intermediate Teichmüller

spaces as well as the metric structure. Moreover, we determine the biholomorphic

automorphism group of the intermediate Teichmüller space.

A quantitative equidistribution theorem
in complex dynamics

奥山　裕介（京都工芸繊維大学）

複素力学系のエルゴード論的研究において，H. Brolin を端緒とするいわゆる等

分布定理の一般化と精密化は基本的なテーマである．本講演では David Drasin 教

授（Purdue 大学）との共同研究から，誤差評価付きの等分布定理とそのエルゴー

ド論的応用（指数混合性，中心極限定理）について述べる．


