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1 ヘ レシ ョウ流 とその数理モデル

1.1 へレショウ流の始まり

1898年､物理学者 H.S.ヘレショウ (H.S.Hele-Shaw)が雑誌ネイチャーに書いたご く短い論

文文 【14】が､現在へレショウ流と呼ばれている流体が研究されたはじまりとされている｡ そこで

Hele-Shawは､狭い間隔をあけて水平に置かれた2枚のガラス板の間をゆっくりと2次元的に流

れる非圧縮性の高粘性の流体の実験を行った｡現在､そのような流れはヘレショウ流､彼が考案

した実験装置はへレショウ セルと呼ばれている｡

彼はヘレショウ流を可視化し､それが､それまでに複素関数論などによって良く研究されていた

縮まない粘性の舞い流体 (完全流体)の渦無しの定常流れと同じ流線を措 くことを指摘した｡そ

れまで粘性を無視できるサラサラした (水のような)流体が満たすと考えられていた完全流体の

微分方程式 (4.3),(4.4)の解が描 く図と寸分違わぬ写真が (油のように)高い粘性を持つ流体の実

験で得られたのである｡ 1

水のよううなサラサラした流体は実験の可視化が難しく､現代でも特別な技術の必要とされる

作業である｡ それゆえに数理モデルやその数学解析が重要視される訳だが､その頃はおよそ百年

前､コンピュータなど無い時代である｡ 非圧縮完全流体の定常渦無し流れの理論はあっても､そ

1正確には､粘性が無視できるかどうかは流体の粘性率だけではなく､その流れの代表的長さ､代表的速度､密度の
比であるレイノルズ数によって決まる｡
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れを正確に図に措くのは容易ではなかった｡ところが､比較的可視化の容易な粘性流体がヘレショ

ウ セルにおいては完全流体と同じ流線を持つことを発見したヘレショウは､それを完全流体の流

線を容易に可視化する装置として提案している｡ これは完全流体に対する､粘性流体を使った一

種の実験モデルまたは可視化モデルであったといえる｡

1.2 へレショウ流の数理モデル

詳細は【21】に譲るが､ヘレショウ流は次のような方程式を近似的に満たすことが知られている｡

n∈R2を粘性流体の占める2次元領域とする｡

u(I,y)- 一芸 霊 (x,y),
(x,y)∈0,

V(x,y)- 一芸 冨(x,y),

ここで､h>0は微小な2枚の板の間隔､(u(x,y),V(I,y))は厚み方向に平均されたx及びy方向

の流速場､p-(I,y)は粘性流体の圧力場である. ただし､hが小さいことから近似的に､流速場の

Z方向成分は0と置かれ､p-は2:には依らないものとしている.FL>0は粘性率と呼ばれる流体の

性質から決まる定数で､〃が大きいほど､粘性が高い｡これは､圧力の高いところから圧力の低い

ところへ流れが生じていることを表しているo簡単のため､p-島 p-とおくと､非圧縮性条件

霊(x,y)I;(x,y)-0,

と合わせて､

△p(x,y) - 0,

u(x,y)-一芸(x,y),

V(I,y)- -%(x,y),

(x,y)∈0, ( 1 .1)

が成 り立つ｡これは2次元の非圧縮完全流体の渦無しの定常流れが満たす方程式と全 く同じもの

である｡ 但し､この場合は圧力場が速度ポテンシャルになっているが､完全流体の場合の速度ポ

テンシャルにはそのような関係は無い｡

1.3 平面内の動く曲線の幾何

ここで､時間によって変化する流体境界の動きを記述する幾何学的量についてまとめておこう｡

ままず､2次元平面内の滑らかな閉曲線rを考えよう.rで囲まれた内部の有界な領域を0とす

る｡曲線rの媒介変数表示

r-((x(S),y(S))∈R2;o≦ S<l),

を考える｡ 但し､I(S),y(S)は周期lの滑らかな周期関数(x(S+i)-I(S))で､媒介変数Sは反時

計回りに､xl(S)2+y/(S)2≠oとなるようにとってあるものとする｡rの外向き単位法線ベクトル
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(Fに垂直な長さ1のベクトル)をn(I,y)-(nl,n2)､曲率をfC(x,y)((x,y)∈r)とすると､それ

らは次のように表される｡

nl=
納 車)2' n 2=榊 )2' K= (JxIM )3

y'(S) -x′(S) y'(S)xx〝(S)-xI(S)y"(S)

これらは､媒介変数表示の取り方によらない幾何的な量であることが知られている｡

次に､平面内を時刻tとともに変化する閉曲線r(i)について考えよう.外向き単位法線ベクトル

n(x,y,i)及び曲率Fc(I,y,i)((I,y)∈r(i))は前節と同様に定義される.曲線Il(i)の媒介変数表示

r(i)-((T(S,i),y(S,i))∈R2;o≦ S<l(i)),

を使って､ど(i)の外向き法線方向速度Vn(x,y,i)((x,y)∈r(i))が次のように定義される｡

vn-n･(芸溜 )- nlg ･ 堵 ･

vncま曲線が変化する速度 (%,袈)の法線方向nの成分で､曲線の形の変化を表す量である.一般

に媒介変数表示の時間微分 (宴,袈)は(x(S,i),y(S,i))の選び方に依存するが､VnEま媒介変数表示
の選び方によらない幾何学的な量である｡

また､ど(i)で囲まれる領域o(i)の面積をA(i)､r(i)の周長をL(i)とする｡

A(i)-//n(i,dxdy, L(i)-/r(i,dg･

証明は省略するが､それらの時間微分は次のように表される｡

AI(i)-/r(i,vndJ, L'(i)-/r(i,KVndq･
(1･2)

A(i)やL(i)は媒介変数表示によらない幾何学的な量なので､その微分も幾何学的な量 vnやFcに

よって表されるのは自然である｡

1.4 フィンガリング現象

へレショウ セルにおいて､粘性流体の占める領域が時間によって変化しているとき､その粘性

流体と空気の間の境界はしばしば興味深いパターンをつくることが知られている｡このような自

由に変化する境界を自由境界という｡

一般に､粘性流体の占める領域が広がっていくとき (vn>Oのとき)はその境界はより平らに

なりながら安定に動 くのに対し､粘性流体の占める領域が縮まる場合 (Vn<0のとき)には､し

ばしば､指状にその境界が伸びる現象が観察される｡ これはフィンガリング現象と呼ばれている｡

フィンガリング現象は､ヘレショウ セル以外でも､空気や水などの粘性の低い流体が高粘性の

流体を押すような状況で､しばしば観察される｡管に詰まったどろっとした液体 (例えばマヨネー

ズやジャムのような)を管に空気を押し込んで押し出すことを考えよう｡このとき管が細ければ液

体は一様に押し出されるが､管がある程度太く空気の勢いが強ければ一様には押し出されず､空

気が指のような形でマヨネーズに穴をあけて進むだろう｡

より切実な問題としては､地下の石油層にたまった石油を井戸を掘って採掘するときに､この

フィンガリング現象が問題になっている｡ 石油層の上で井戸を掘ると､最初は石油層の内部圧力
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により石油が噴出するが､石油を採掘するにつれ内部圧力が下が り､まだ石油が残留しているに

もかかわらず石油が出て来なくなるという事態がおきる｡ この場合､周囲に別の井戸を掘 り､そ

こから水を注入することによって内部圧力を上げ､残った石油を回収しようとする方法がとられ

る｡ しかし､水を注入するにつれて､まだ石油が地下に残留しているにもかかかわらず､石油よ

りも水ばか りが井戸から回収されるという事態が起きた.これは一種のフィンガリング現象によ

るもので､注入した水が一様に石油を押すのではなく､水の占める領域が何本かの指状の水路と

なって石油生産井戸に伸びた結果起きたものであることがわかった｡このような例からもわかる

ように､フィンガリング現象の起きるメカニズムを調べることは重要である｡現在では､ヘレショ

ウ流の自由境界の動きは､このようなフィンガリング現象のメカニズムを調べるための最も単純

化された実験モデルと数理モデルを提供するものとして､盛んに研究がすすめられている｡

1.5 へレショウ流の自由境界の数理モデル

自由境界があるときのヘレショウ流を表す数理モデルを考えよう｡へレショウ流の流速場が -∇p

で与えられることから､自由境界Il(i)の外向き法線方向速度 Vnは

vn(x,y,i)--n(x,y,i)･∇p(I,y,lt)-一芸 (I,y,i), (x,y)∈r(i), (1･3)

と表される｡

実際に自由境界が動 くには､吹き込む息や注入する水に相当する何か駆動力が必要である｡ こ

こでは1点からストローのようなもので流体を吹き入れたり､逆に吸い出したりする状況の数理

モデルを考えよう｡ ストローの位置を原点とし､単位時間あたりに吹き入れる流体の (面積)量

をq(i)とする.(体積量としてはhq(i)になる)次のような数理モデルが考えられる｡

-△p(x,y,i)-q(i)6(I,y), (x,y)∈0(i), (1.4)

ここで6(x,y)は原点以外では値は0で､原点に集中した正の無限大の値を持ち､任意の連続関数

I(x,y)に対し

//
6(a,y)I(I,y)dxdy-I(0,0),

という性質を持つ仮想的な関数で､ディラックのデルタ関数と呼ばれるものである｡ 普通の各点

的に値を持つ関数ではないが､1点に集中しているような現象を表すのに使われる一般化された

意味での関数である｡ 物理学などでは昔から使われてきたが､現在では数学においてもその厳密

な意味付けが行われ､普通の関数と同じように計算を行うことが出来ることが知られている｡ 式

(1.4)は次と同値である｡

△p(x,y,i)-0 (x,y)∈0(i),(x,y)≠(0,0),

p(I,捕 +監 log
x2+y2が調和関数

式 (1.4)の正当性を次のようにして確認してみよう｡ 今､粘性流体の占める領域 0(i)は有界で

滑らかかつ滑らかに動 く曲線r(i)によって囲まれているもものとする｡また､流体の出入りする

原点は0(i)に含まれているものとする｡ 条件 (1.3)と(1.4)を仮定すると､0(i)の面積A(i)の時

間微分は､公式 (1.2)とグリ-ンの公式により,

A/(堰 /r(i,Vndq--/r(i,雛 --//n(i,△pdxdy-q(i)//o(i,6(x･y)dxdy-q(i,,
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となり､これを積分して次の等式が得られる｡

A(i)-A(0)+/otq(T)d7-.

これは注入した液体の分だけ面積が増えることを意味する一種の体積保存則である.

また､空気層の圧力 (大気圧)をpo(定数)とすると､自由境界r(i)上で流体の圧力と大気圧

がつりあっていいるものとすると､

p(x,y,i)-po, (x,y)∈r(i),

が成 り立たなければならない｡ところがあとで見るように､フィンガリング現象が起きるような

状況下ではr(i)上に働く表面張力効果を無視することが出来ない.その効果でr(i)の長さを短 く

しようとする力が次のようにその曲率に比例して働 くことが知られている｡

p(x,y,i)-po+Plc(a,y,i), (a,y)∈r(i), (1･5)

ここで､βは0以上の流体の性質によって定まる定数で､表面張力と呼ばれる｡表面張力が大きい

ほど､自由境界の形は凸凹を無 くし､より丸くなろうとする｡

表面張力の効果を次のように調べてみようo ∩(i)とr(i)は上と同様とする｡条件 (1･3)と(1.4),
(1.5)を仮定するると､q(i)-0かつβ>0のとき､r(i)の周長L(i)の時間微分は､公式 (1.2)と

グリ-ンの公式により,

L,(i)- /r(t,- わ--;/r(i)(p-po)か

一芸//o(i,div((p-po)∇p)dxdy-一芸//n(i,I∇pI2dxdy<0,

となり､流体の出入りが無 く､表面張力が正のときには自由境界の周長は表面張力の効果により

単調に短くなっていくことがわかる｡

上記の数理モデルをまとめると､次のような問題が出来上がる｡

Problem 1.1へレショウ流の自由境界間問題 平面内の原点を含む有界領域Ooと､q(i)(t≧0)

及びβ≧Oが与えられているとき､次を満たす0(i)とp(I,y,i)((I,y)∈0(i),t≧0)を求めよ｡

-△p(I,y,i)- q(i)6(I,y), (x,y)∈0(i),t≧0,

p(x,y,i)- po十βFc(x,y,i),(x,y)∈r(i),t≧0,

vn(x,y,i)- 一芸 (x･y,i), (x,y)∈r(i)･t≧0,

0(0)- Oo

p(x,y,i)-poを改めてp(I,y,i)と書くことにすると､一般性を失わずにp0-0と仮定しても

良いので､以後p0-0として考える.
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2 等角写像によるヘレショウ自由境界問題の定式化

本節では､表面張力を考慮しない場合のヘレショウ自由境界問題 (Problem1.1でβ-0とした

もの)に対する等角写像による定式化について､解説を行う｡

前節で述べたように､ヘレショウ流れの数理モデルである(1.1)は非圧縮完全流体の渦無しの定

常流れのそれと完全に一致する｡ 完全流体の場合に良く知られた等角写像を用いた複素関数論的

手法が､へレショウ自由境界問題に村しても､使われている｡

まず等角写像を応用して､圧力場のついての方程式に相当する､次の境界値問題を解くことを

考えようo Oとrを境界とする有界領域とし､原点が0に含まれているものとする｡そのとき次

の境界値間間題を考える｡

(-△芸'(;:yy; ≡ q.デ̀x･y'･Fx霊 2: (2･1,

0の含まれる平面をZ-複素平面(I-I+iy)と同一視し､条件f(0)-0,I/(0)-C>0を満た

すく-複素平面の単位円盤から0への等角写像Z-I(()を考える｡圧力場p(I)のZ-I(()によ

る単位円盤への引き戻しp(I(())を考えよう.I(()の原点のまわりでのテイラー展開を考えると､

ある単位円盤上の正則関数p(く)が存在して､I(ぐ)-(p(()と書ける. また､p(()≠Oである.こ

れより単位円盤にl≦1の上で､

p(I(<)) - 芸 log孟 +(調和関数)
1

芸 logR

1

･芸 log甫 +(調和 関数)- 孟 logか (調和関数),

が成り立ち､単位円lEl-1の上でp(I(())-0であることから､結局

p(I(<))- 芸 log古 , 侶 1,

が導かれる｡

次に､流速場の複素表示W(I)-u(I)-iv(I)のZ-I(()による単位円盤への引き戻しW(I(())

を考えよう｡ww(I)が原点を除いて正則関数であることから､W(I(())もまたO-rl(o)を除く

単位円盤でくの正則関数である.I-I(く)の逆写像を(-g(I)とおくと､Z≠Oに対し､

p(I)-一芸 loglg(I)l-一芸Relog(a(I)),

u(I)-顔 +iy)-芸 R豊

V(I)-一% (x･ iy)--a I-誓

より､
qg'(I)

W(I)=u(I)-iv(I)=元 前す

がが得られる｡g(I(())-亡よりこれをぐで微分すると､9'(I(())I/(()- 1がわかるので､結局､

次が成り立つ｡

-(I(())-孟古志 , (o<一拍 1)
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rの外向き単位法線ベクトルの複素表示n(I)-nl(I)+in2(I)(Z∈r)はf(()を使って次のよ

うに表されることがわかる｡

n(I(" -A , [<l-1･ (2･2)

これより､圧力場の自由境界上の法線方向微分は監 -n･∇p-Re(nw)と書けることを用いて､

a f(())-一芸品 , l(I-1, (2･3)

と表されることがわかる｡

以上の結果は0(i),r(i),q(i),p(x,y,i)-p(I,i),I((,i),n(I,i)などと時間tにそれぞれが依存

している場合にも容易に拡張されることを使って､β-0の場合のProblem1.1の等角写像による

定式化を導こう｡r(i)の外向き法線方向速度Vnは次のように表される.

vn(I((,,-Re師 n(I((,t,･t,)- ~1Re韓 ((,i,節 )･ (2･4)

結局 (2.4)と(2.3)を用いると､問題 1.1は等角写像を使って次のように書き直せる｡

Problem 2.11≧0をパラメータとする単位円盤(lEI≦1)上の等角写像 f((,i)で､次を満たす

ものを求めよ｡

fP,i)-0, 冨(0,i),0,

Re(ES (( ,i,防 ) -響 , ,(.-1, '2･5)

(I((,0);I(I<1)-Oo.
これで､時間変化する未知領域0(i)上で定義されていた問題 1.1が単位円盤上の関数f((,i)を求

める問題に帰着することができた｡

Problem2.1は単位円周上の方程式で､見なれない形である｡ これをシュワルツの積分公式を

使って次のように変形すると見やすくなるo(2･6)の第2式の左辺はRe(瑠 ((,ti)巷的 ,i))と書け

るので､これを層 ((,i)I2-1増 ((,i)I2で割ると

F((,t,:- 葦 ('(,,ti', (- ,,

ReF((,i)-
(I(I)

2増 (冒)
(旧-i),

を得るO ここでF(･,i)は単位円盤上で定義された正則関数になることがわかるので､シュワルツ

の積分公式 (Theorem4.4)を用いると､problem 2.1は次のようにも表せる｡

Problem 2･2i≧0をパラメータとする単位円盤(1引≦1)上の等角写像 f((,f)で､次を満たす

ものを求めよ｡

冨 (鍋 -瑠 ((,i,鋸 .=llg (I,i,r 2岩 もdz,

(I(6,0- <1)-Oo, I(0,0)-0, % (0,0),0･
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このような等角写像を用いた定式化により､様々な興味深い厳密解や､初期境界が解析的な場合

の解の局所存在などを得ることが出来る.([12日13],[15日16日17日18日25日33】等)

3 フィンガ リング現象 と安定性解析

さて､数理モデルとしてのへレショウ流の自由境界問題が最も興味を引く現象であるところの

フィンガリング現象は､粘性流体の占める領域が後退しているときに観察される｡流体をストロー

で吹き込むとき､つまりq(i)>0のときは､一様に流体領域が広がるのに対し､流体をストロー

で吸い込むとき､つまりq(i)<0のときは､一様ではなない自由境界の後退がみられる.その意

味では§2の方法はある程度の成功をおさめているが､一方で､しばしば尖点 (cusp)が生じる｡

このような尖点は実際の実験では普通は見られない｡これは実際のへレショウ セルでは表面張力

効果のために自由境界が尖ることが出来ないものと考えられる｡つまり､尖点が生じているとき

は､その時点で表面張力効果が無視できなくなっており､表面張力 β-Oとおいた仮定が妥当で

なくなっているのである｡ 本節では表面張力の効果について考察を行ってみる｡

原点対称な解pO(I,y,i)とrO(i)-((x,y)∈R2;匝2+y2l-po(i)2)を考えよう｡ 極座標 (r,0)
を用いて､次のような摂動を加えてみる.rE(i)-((r,0);r-pE(0,i)),ここでpEは形式的に､小

さな正のパラメータEに関して次のような展開をされると仮定する.

pE(0,i)-pO(i)+EPl(0,i)+o(C2). (3.1)

特に､pl(0,i)-R(i)coskOまたはR(i)sinkOの形の摂動を考えることにすると､導出はここで

は省略するが､re(i)が問題 1.1を適当なpE(x,i)とともに満足するためにR(i)が満たすべき必要

条件として､

RI(i)-入k(i)R(i), (3.2)

が得られる｡ ここで､入k(i)は波数kの摂動の拡大係数を表し､次で与えられる｡

･k(i)-義 (β(k3- k)･vO(i)pO(i)2(k･1)) (keN), (3･3)

但し､vO(i)-pP(i)はI10(i)の外向き法線方向速度である｡

式 (3･3)から､次のようなことがわかる.もし､β≧0でvO(i)>Oの (すなわち､rO(i)は広

がっている)とき､どんな摂動 coskOも拡大せずに小さくなる (入k(i)≦0であることから).言

い換えれば､rO(i)は安定である.

一方､βが小さな正の数で -vO(i)>Oが比較的大きければ､すなわちIl(i)が急速に縮んでいる

ときは､有限個の入招)だけが正である｡ この場合には､有限個の中間的な波長の摂動のみが成長

し､円形かからずれることになる｡ おおざっぱに言って､フィンガリング現象はこのような安定

化に働 く小さな表面張力と不安定性を引き起こす後退する自由境界のバランスの結果生じている

と言える｡ このような自由境界の不安定性をサッフマン ･テイラーの不安定性という｡

4 付銀

4.1 非圧縮完全流体の渦無しの定常流れ

運動する液体や気体を流体という｡ 流体は一般に3次元の運動だが､浅い川の流れなど､2次元

の流れとみなしても良い場合がしばしばある｡以降､x-y平面内を2次元的に流れる流体につい

て考えよう｡
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場所 (I,y)､時刻 tにおける流れの速度ベクトルを

u(a,y,i)-(u(x,y,i),V(I,y,i)),

とするO 特に､ uが時刻によらず一定のとき､すなわち

u(I,y)-(u(a,y),V(a,y)),

ののとき､このような流れを定常流と呼ぶ｡ちなみに､数学で特定の現象だけをイメージするこ

とを好まないときには､uのことをベクトル場と呼ぶことが多いが､本講義は数式に具体的なイ

メージを付加し､具体的な現象の解析に数学を応用しようとする立場なので､uを流れの速度を

表すベクトル場とみて､流速場と呼ぶことにする｡

例えば､u-(x,y)のような流速場を考えると､流れに沿って体積の変化がおきている｡これ

は空気など気体のように縮む流体の場合には可能だが､水などの液体のように縮まない流体の場

合にはあり得ない流れである｡気体などは圧縮性流体と呼ばれ､液体は非圧縮性流体と呼ばれる｡

(針のない注射器の先を指で押さえてピストンを下げるとき､中が空気ならば押し込むことが出来

るが､水ならばほとんど押し込めない､という実験がこれに対応する0)

では､縮まない流体の流速場の特徴づけを考えてみよう｡ 流体中に任意の有界領域Gをとって

みる.Gの境界を∂Gとすると､単位時間あたりに∂Gを通してGの内部から外部へ流出する流

体の体積 (今は2次元なので､正確には面積)Qは流れの速度ベクトルの∂Gに垂直な方向の成

分を∂G上で積分したものに等しい.すなわち､

Q-/aGn･udq-/aG(nlu･n2V)dJ,

に等しい｡但しここで､n(x,y)-(nl(I,y),n2(x,y))((I,y)∈∂G)は∂G上の外向き単位法線ベ

クトルで､dqは∂G上の線素を表す｡非圧縮性流体の場合には､G内の流体の量は一定なので､

Q-0が任意の領域 (=こついて成り立たなければならない｡

ここで､2変数の場合のガウス ･グリーンの定理を復習しておこう｡

Theorem 4.1(ガウス ･グリーンの定理)Gを滑らかな境界もつ有界な2次元領域域とし､uを

否で定義された滑らかなベクトル場とするとき､次が成 り立つ.

//adivudxdy-/aGn･udq,

但し､ここで

divu(x･y)-霊(x,y)･;(x･y),
である｡

さて､ガウス ･グリーンの定理よりQ-IIGdivudxdyであることがわかるので､非圧縮性流

体の場合には,Gの任意性より,

divu(x･y)-芸 (x,y)+蛋 (I,y)-0, (4･1)

でなければいけないことがわかる｡式 (4.1)はは非圧縮性条件と呼ばれ､そこに現れるdivergence

(ダイバージェンス)divuはuの発散または湧き出しと呼ばれる｡非圧縮性流体の場合にもし､
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divu>0ならばガウス ･グリーンの定理より､Q>0になり､G内で湧き水のように流体が湧い

ていることになるためである｡ 普通は湧き出しは無いものとするので､(4.1)を仮定する｡

-方,

rotu(x･y)-霊 (I,y)一芸 (a,y),

はuの渦度 (rotation,ローテーション)と呼ばれ､流体が持つ回転を表す量である｡ 粘性を持た

ないサラサラした流体 (完全流体と呼ばれる)の場合には､初期時刻に流体が渦度を持たなけれ

ば､時間がたっても渦度は0のままであることが知られていることから､次の渦無しの条件をL

ばしば仮定する｡

rotu(x,y)-芸 (a,y)一芸 (x･y)-o･ (4･2)

また､渦無しの条件 (4.2)が単連結領域 (穴の空いていない領域)Gで成り立つための必要十分

条件は､Gで定義されたある関数◎(x,y)が存在して

u(I,y)-∇@(I,y)-(芸 (x,y)

∂V

ay )
(I,y)), (I,y)∈G,

が成 り立つことが知られている. このような◎を流速場uの速度ポテンシャルと呼ばれ､∇◎は

◎の勾配と呼ばれる｡

結局､領域 0における縮まない流体の渦無しの流れは速度ポテンシャル◎を用いて､

･@(x･y,-砦 (x,y)･謡 (x,y,-0, (x,y,∈O, (4･3)

u(x,y)-∇◎(x,y), (x,y)∈0, (4.4)

と表される. ここで､△はラプラシアンと呼ばれ､方程式 △p-Oをラプラス方程式､それを満

たす関数pは調和関数と呼ばれる.

4.2 等角写像

x-y平面上の点 (x,y)と複素数Z-2:+iyを同一視して考えると､平面全体が複素数全体Cと

1村 1に対応することがわかる｡ これを複素平面という｡ 複素平面 Cまたはそれに含まれる領域

Gで定義された複素数値関数f(I)∈Cが､任意の領域内の複素数α∈Gにおいて微分可能､す

なわちJの微分
I(I)-I(α)

Z一十α 2:-αf'(α)-_lip!

が存在するとき､JをGで定義された正則関数という｡正則関数fの実部を甲,虚部を4,とすると

f(I+iy)-p(I,y)+i4,(x,y),

次のコーシー ･リーマンの方程式が成 り立つことが Jが正則であるための必要十分条件であるこ

とが知られている｡

霊 (x,y)-冨 (x,y), 慧 (x･y)--% (x･y), (4･5)

また､Jが正則ならば､コ-シー ･'リーマンの方程式からpと4,は調和関数であることがわか

るo 特に､(u(x,y),V(x,y))を§4.1でみた非圧縮完全流体の渦無しの流速場とするとき､g(I)-
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g(x+iy)-u(x,y)-iv(I,y)で定義される関数gは正則関数である｡(このg(I)は複素速度と呼

ばれる｡)

ある複素平面上の領域Gで定義された正則関数Jがその値域H-ff(I)∈C;Z∈G)への1対

1写像であるとき､Jを等角写像という｡ 等角写像は次のような性質を持つ｡

Proposition4.2

1.2つの等角写像の合成はまた等角写像である｡

2.fを領域 GからH-の等角写像とすると､その逆逆写像f~1もHからGへの等角写像に

なる｡

β.等角写像は角度を保存する｡

4.等角写像の微分は0にならない.

等角写像を考えることの重要性は次の有名なリーマンの写像定理によって明らかになる｡

Theorem 4.3(リーマンの写像定理)Z一複素平面上の単連結領域 (穴の空いていない領域)a

が G≠Cならば､仁 複素平面上の単位円盤 IEl<1からGへの等角写像 Z-I(()が存在する｡

また､そのとき､任意の点zo∈GHこ対し､

f(0)-zo, f/(0)>0,

となる等角写像fは一意的に存在するO

等角写像によって､調和関数は調和関数に移るo すなわち､2:-I(()を領域GからHへの等角

写像として､p(I+iy)-p(x,y)をHで定義された調和関数とすると､その合成p(I(())はG上

の調和関数になる｡

Z一平面上の連続な閉曲線rで囲まれた単連結な有界領域 0上で､次のようなラプラス方程式

の境界値問題を考える｡

〈△pp'(xx,,yyi== 冨～K,y,,'(xx,,yy',EE?,, (4･6,

但し､ここで､a(x,y)はr上で与えられた連続関数である. つまり､与えられた境界値 bを持つ

ような0上の調和関数pを求める問題である. この間題は､理工学においてしばしば現れる重要

な問題であるが､ リーマンの写像定理によって得られる単位円を0に写す等角写像fを使うと単

位円盤内の境界値問題に帰着させることが出来る｡

〈AUYe'i言;≡ og,(0,,g E'0112汀, (4･7,

但し､ここで､U(()-p(I(()),g(0)-b(I(eiO))である.境界値問題(4.7)の解は､次のポワソン

の積分公式で与えられる｡

U(I)- u o2打諾 g(o)dO･

また､この正則関数版として､次のシュワルツの積分公式が知られている｡(【24】p.42等)
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Theorem 4.4(Schwar2:integralformula)複素単位円盤(I∈C･,回 <<1)上で定義された

正則関数 F(I)の美都9-ReFが tz∈C;lzI≦1)上の連続関数に拡張できるとき､Jは次の公

式で与えられる｡

F(I)-去 /I,=1品 d- Ⅰ-F(0)･
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