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講義ノー ト

勾配系,歪勾配系における安定性解析

柳田 英二 (東北大 ･理 ･数学)

いわゆるactivator-inhibitorl型の反応拡散系においては,安定な空間パターン,進行

波,時間的振動,過渡的な時空間パターンの形成など,きわめて興味深い解の振る舞い

が観測される.しかしながら,activator-inhibitor型の反応拡散系は順序保存系2 ではな

いこと,解の周 りの線形化作用素が自己随伴3 ではないこと,従って固有値は実数とは

限らずまた変分原理が成 り立たないなど,一般的な解析にはいろいろな困難がともなう.

そこで,意味のある解析を行うために系に特殊な構造を仮定する必要がある.たとえば,

系に微小パラメータを導入して摂動論的手法を用いて解析したり,あるいはパラメータの

変化に伴 う分岐構造から解全体の構造を把握するなどの方法をとる.

本稿では,このような方向とは異なり,各種の反応拡散系の一般的に取 り扱うために歪

勾配構造と呼ばれる特殊な構造を導入し,その枠組みの中で空間パターンの安定性に関す

る解析を行 うことを試みる.この歪勾配構造と呼ばれる構造はいわゆる勾配構造とは非

線形項の符号が多少変わるだけであるが,その走性的振る舞いはまったく異なる一方で,

数学的にはス少類似した構造を持っている.本稿では主に 岡 の内容に基づき,歪勾配

構造と勾配構造を対比させながら歪勾配反応拡散系の安定性解析について解説していく.

1activator:活性化因子,inhibitor:抑制因子. 2種類の因子 (生物,化学物質など)が,一方が他を活性
化させ,他方がもう一方を抑制するという相互関係になっている.自然界における様々な時空間パターンは,

このような関係にある2種類の因子の相互作用によって形作られていることが多い.例えば,(1.5)参照.
2なんらかの意味において,方程式の解の間に順序関係をつけることができ,その関係が時間発展しても

保存される系をいう.実数値をとる単独の反応拡散方程式は順序保存系であるが,一般の反応拡散系 (シス

テム)は順序保存系ではない.例えば,【12]を参照.
3 自己共役ともいう.対称行列を一般化したもので,量子力学におけるポテンシャル項のついたシュレディ

ンガ-作用素 -△+q(I)などが例としてあげられる.
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｢応用解析チュートリアル｣

1 勾配系と歪勾配系

次の (m+n)成分反応拡散系を考えよう.

(1 ･1)

Sue-C△u+I(u,V) inn

Tut-D△V+9(u,V) inn
∂ ∂

訂u=0=bLv
on∂0

ただLm,n>0,u(x,i)-(ul,.‥,um)i,V(I,i)-(V1,...,Vn)tとし,また0は十分滑ら

かな境界 ∂0を持つ RN の有界領域,∂/∂l/は境界における法線微分を表すものとする.

また SとCは m次の正定借対称行列,TとDは n 次の正定借対称行列とする.

ある滑らかな関数 W(u,V):Rm+nJRに対し,非線形項 f-(fl,‥ .,fm)t･.Rm+nl
Rmおよび 9-(91,- ,gn)i:Rm+nぅRnが

(1.2) f(u,V)--VuW(u,V), 9(u,V)--VvW(u,V)

と表されるとき,系 (1.1)は勾配構造を持つという.ただし,∇u と∇Vは uと1日こ関す

る勾配作用素,すなわち

･u:-(芸 ,･-,蕊 )i, ∇V:-(芸 ,･･･,孟 )i

である.一方,(1.2)を

(1･3) f(u,V)--VuW(u,V), 9(u,V)-+VvW(u,V)

で置き換えたとき,系 (1.1)は歪勾配構造を持つということにする.

勾配系の例としては,超伝導のモデルであるGinzburg-Landau方程式

(1.4)

をあげておこう.実際

と置 くと,この方程式は

ul-uxx+u(1-u2- V2)

vl-侮 +V(1-u2- V2)

W(u,V)-;(1-u2-V2)2

∂11/

ut=uxx- 有
∂lγ

vt=vxx- ~訂
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講義ノー ト

と表され,勾配系であることが分かる.一方,歪勾配系の典型例としては神経軸索のモデ

ルである FitzHugh-Nagumo方程式

･1･5, 〈
ut-△u+I(u)-V
7-Vt-d△V+E(u-7V)

があげられる.ただし T,d,E>0,7≧0は定数である.実際

W(u･V):--/I(u)du･uv寸V2

と置くと,(1.5)は

i

∂Ⅳ
ut= △ u 一 五 一

T d. at,V

-vt-空△V+有E E

と表され,歪勾配系であることが分かる.

系 (1.1)が勾配構造または歪勾配構造を持つとき,汎関数

(1･6) Elu,V]:-/n〈妄(C∇u,vu)士芸(D∇V,Vv)+W(u,V)〉dx

を導入しよう (土は勾配系に対しては 十を,歪勾配系に対しては -をとるものとする).

ただし∇ は xについての勾配作用素で,C-(cid),D-(dij)および

7n

(C∇u,∇u) :- ∑ cij∇ui･∇u,I,
i,31-1

とする.(u,V)が (1.1)の解であれば,

n
(D∇V,∇ V ) :- ∑dij∇vi･∇vji,3'-1

孟Elu(x,i)･V(I,i)]

-/n((C∇u,Tut)士 (D∇V,Vvt)- I(u,V)･utTg(u,V)･Vt)dx

-/n仁 (C△u･ut)千 (DAD,vt)-I(u,V)･utTg(u,V)･Vt)dx

--/o(sut･ut士Tvt･vt)dx

となる.従って,勾配系ではElu,申 ま時間的に常に非増加であり,系はエネルギーElu,V]

が低くなる方向に発展していく.これは勾配系には時間周期解は存在せず,また安定な平

衡状態は Elu,V]の極小となる状態として特徴づけられることを表している･一方,歪勾

配系では Elu,申 ま時間的に非増加あるいは非減少とは限らず,その振る舞いは勾配系よ

りも複雑なものになり得ることが予想される.
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｢応用解析チュー トリアル｣

歪勾配系のダイナミクスがどのようなものかを多少理解するために以下のように考えて

みる.まず (1.1)の第 1式においてVが 頃x)に固定されているとすると,uに関する方

程式

･1･7, 〈

Sut-C△u+I(u,4,) inrZ
∂

bDu
on∂0

を得る.この方程式の解 u(I,i)に対して

孟Elu(I,柄 (x)]-/o((C∇u,∇ut)-I(u,*)･ut)dx

-/o(-C△u･ut-I(u,*)･ut)dx

-:i:_Sul･uldx≦0

が成 り立つから (1･7)は Elu,4,]に関する勾配系となっている･従って,u-pが (1･7)

の定常解であれば u-甲はまた Elu,朝 の停留点であり,その逆も成り立つ.さらには

定常解 u-pが (1.7)の解として安定であるということと,それが Elu,桝x)]の local

minimizerであることは等価である.

同様に,(1.1)の第2式においてu が p(I)に固定されているとすると,1日こ関する方

程式

･1･8) (

Tut-D△V+g(p,V) inn

0 on∂0

を得る.この方程式の解に対し,

孟Elp(x),V(x,i)]- /oト (D∇V,Vvt)+抽 V)･vt)dx

- /n(DAv･vt･g(p･V)･vt)dx

/n
Tvl･Vtdx≧0

となるから,(1.8)は-Elp,中 二関する勾配系である.従って,V-4,が (1･7)の定常解で

あればV-中はまた Elp,V]の停留点であり,その道も成り立つ.さらには定常解 V-4,
が安定であるということと,それがElp,V]の localmaximizerであることは等価である･

一方,(1.3)より

fv:-∇vf-(監)-(一芸)
および

gu:-∇ug-(監)-(+畏)
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講義ノー ト

となるから

fv--9三

が成り立つ.以上のことから,おおざっぱには,歪勾配構造を持つ反応拡散系とは,二つ

の勾配系を歪対称にカップリングさせたactivator-inhibitor型の糸のことであると言える.

系 (1.1)の定常状態 (u,V)-(p(x),4,(I))について考えよう.これは楕円型境界値問題

(1.9)

C△p+I(p,*)-0 inn

D△4,+g(p,4,)-0 inn

£p-0-£ ¢ on∂o

を満たす.定常解は,この汎関数 Elu,V]の停留点 (criticalpoint)に対応することに注意

しよう.実際,(1･9)は Elu,V]のオイラー･ラグランジュ方程式に他ならない.上で述べ

たように,勾配系の定常解の安定性は Elu,V]のlocalminimizerであるかどうかで判定で

き,時定数 S,Tの選び方に依らない.歪勾配系では事情はそう単純ではないので,安定

性解析の標準的な手法の一つである固有値解析をおこなう･よく知られているように 【5],

(1.1)の定常解としての(u,V)-(p,*)フ安定性は固有値問題

･1 ･10) 〈
lSU-CAU+fuU+fvV
ATV-DAV+guU+guv

(fu,fv,gugvは (p,4,)におけるf,9の u,t‖こ関する微分を表す)をノイマン境界条件

のもとで調べることによって判定できる.ある 方>0に対して (1.10)のすべての固有値

が Re(A)<-6を満たすとき,(u,V)-(p ,4,)は(1.1)の定常解として線形安定であると

いう.逆に実部が正の固有値が存在するとき,線形不安定であるという.よく知られてい

るように [5],線形安定 (不安定)であればリアプノフの意味でも安定 (不安定)となる.

勾配系に対してはこれは自己随伴な固有値問題となり,すべての固有値が実数であっ

て最大固有値が変分原理によって特徴付けられるなど,比較的扱いやすい性質を備えて

いる.ところが歪勾配構造に対しては自己随伴固有値問題とはならず,従って複素固有

値が存在するなどいろいろ技術的な問題が生じ,固有値の位置を特定することは一般に

容易ではない.しかしながら,第3節で示すように,歪勾配系に特有の歪対称なカップ

リングにより,ある程度は固有値の実部に関する情報を引き出すことが可能となる.こ

のためのキーとなるアイディアは,定常解がElu,V]の停留点であることに着目し,その

mini-maximizingpropertyを考察することにある.歪勾配系に対し,もしu-pが Elu,4,]
の minimizerで V-4,が Elp,V]の maximizerとなるとき,(u,V)-(p,4,)は Elu,V]

のmini-maximizerという.(より精密な定義は第2節で与える.)以下では特に,(1.1)の

定常解としての (u,V)-(p,4,)の安定性と,Elu,V]の停留卓としての mini一maximizing

propertyとの関わりについて調べていく.
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｢応用解析チュー トリアル｣

安定性とmini-maximizingpropertyの同様の関わりは,いわゆるTuringの拡散不安定

性についても観察される.第4節では,空間-様な定常解の Turingの拡散不安定性と,

W(u,V)の mini-maximizingpropertyの関わりについて考察する.

第5節では,歪勾配系の mini-maximizerの注目すべき性質として,凸領域における

mini-maximizerは空間-様なものに限ることを示す.この種の結果はスカラー反応拡散

方程式に関するCasten-Holland【1】や Matano[8ト 勾配系に関するJimbo-Morita【3】や

Lopes【71の結果の類似が歪勾配系に対しても成り立つことを表している.この性質と,

mini-maximizerの安定性に関する一般的な結果からいろいろな性質を引き出すことが可

能となる.

2 定義と準備

この節では主に歪勾配系について考え,Elu,V]の停留点に関する精密な定義とその

基本的な性質について述べる.

u-pが Elu,4,]の localminimizerであり,V-4,が Elp,V]の localmaximizerと

なるとき,(u,V)-(p,4,)は Elu,V]の mini-maximizerであるという.より精密には,

(u,V)-(p,¢)が Elu,V]の mini-maximizerであるとは,Hl(o･,Rm) (おおざっぱには,

下の脚注を参照 )におけるpフある近傍内のすべての と‖二村して

ElU,4,]≧Elp,4,]

が成り立ち,また Hl(o;Rn)における4,のある近傍内のすべての Vに対して

Elp,V]≦Elp,4,]

が成り立つことをいう.Elu,4,]の停留点 u-pが非退化であるとは,線形化作用素

(2.1) A:-CA+fu

に有界な逆作用素が存在することをいう.ただし,fu-fu(p,4,)は

fu:-∇uf-(監 )- (一誌 )

で与えられるm次の対称行列である.同様に,Elp,V]の停留点 V-4,が非退化である

とは,α1̀化作用素

(2.2) B:-DA+gv

n 上で定義された REに値をもつ実数値ベクトル関数で､1階導関数までが2乗可積分であるもの,

すなわち,∑;･=1(Iouj(x)2dx+Ioui･(x)2dx)< ∞ をみたす関数 u(I)- (ul(I),････,ue(x))の集まりを

Hl(o;RE)と表す.
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講義ノー ト

に有界な逆作用素が存在することをいう.ただし,gv-gv(p,*)は

gv:-∇vg-(莞)-(.畏)
で与えられる m 次の対称行列である.最後に,Elu,可の停留点 (u,V)-(9,4,)が非退化

であるとは,u-pとV-4,がそれぞれElu,4,]とElp,V]の非退化な停留点であること

をいう.

さて,Aを (2.1)で定義された作用素とし,固有値問題

･2･3) 〈芸 UU==:U :nnoao
の基本的な性質について考えよう.

補題 2.1 (2.3)のすべての 固有値は実数である.さらに,有限の多重度を持つ最大固有

値 入uが存在し,

Au- sup
U∈Hl(o;Rm )

/o(-(C∇U,vU)･fuU･U)dx

/OSU･Udx

によって特徴付けられる.またこの上限は 入uに対応する(2.3)の固有関数によって達成

される.

証明 fuが対称行列であることから,標準的な議論によって Aは自己随伴であり従っ

て(2.3)のすべての固有値は実数であることがわかる.さらに,自己随伴固有値問題に対

する変分原理により,有限の多重度を持つ最大固有値が存在して上のように特徴付けら

れる. 口

この補題より,最大固有値入uの値は Sに依存するが,その符号は Sと無関係であるこ

とが分かる.入u<0のときu-pは (1.7)の定常解として線形安定であるといい,入u>0
のとき線形不安定であるという.

補遺 2.2 (p,*)を (1.9)の解とすると以下が成 り立つ.

(i)u- pが (1.7)の線形安定な定常解となるのは,それが Elu,4,]の非退化な local

minimizerとなるとき,またそのときに限る.

(ii)もL u-pが線形不安定であれば,それはElu,4,]の localminimizerとはならない.
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｢応用解析チュートリアル｣

証明 U∈Hl(n;Rm)を固定し,E>0を微小なパラメータとする.甲は Elu,4,]の停留

点であるから,

E[p+EU,4,]-E[p,4,i

-/OG(C∇(p･EU),∇(p･EU)ド ;(C∇p,∇p)

･W(p･EU,*)-W(p･*))dx

-E2/n((C∇U,vU)-fuU･U)dx･0(E3)

が成 り立つ.もしpが localminimizerであれば,すべてのU∈Hl(∩;Rm)に対して

/o((C∇U･vU)-fuU･U)dx≧0

が成 り立つ.補遺 2.1より,これは 入u≦0であることを意味する.さらに,もしpが非

退化であれば入u≠0となる.従ってもLu-pが Elu,4,]の非退化なlocalminimizerで

あれば,入u<0となる.逆に,もし入u<0であれば,すべてのU∈Hl(∩;Rm)(U≠0)

に対して

/n{'C∇U,アワ'了fuU･U}血 ,0
となるから,u-甲は非退化な localmlnlmlZerである.よって (i)が示された.

次に 入u>0と仮定しよう.すると補題 2.1より,ある U∈Hl(0.,Rm)(U≠0)に対

して

/o((C∇U,vU)-fuU･U)dx<0

となる.するとE>0が十分小さければ

Elp+EU,4,]-Elp,4,]<0

となる.よって u-pは localminimizerではなく(ii)が示された. □

次に,βを (2･2)で定義された作用素とし,固有値問題

･2･4) 〈芸 vv==言v i.nnOao

について考えよう.以下の補選は固有値問題 (2.3)に対する補遺と同様にして示される.

補題 2.3 (2.4)のすべての 固有値は実数である.さらに,有限の多重度を持つ最大固有

値 入〝が存在し,

Av- sup
V∈Hl(n;Rn)

/nしくD∇V,VV).gvV･V)dx

/nTV･Vdx
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講義ノー ト

によって特徴付けられる.またこの上限は 入Vに対応する (2.4)の固有関数によって達成

される.

これより,最大固有値Avの倍はTに依存するが,その符号はTと無関係である.Av<0

のとき,V-4,は (1.8)の定常解として線形安定であるといい,入V>0のとき線形不安定

であるという.

補題 2.4 (p,4,)を (1.9)の解とすると以下が成 り立つ.

(i)V-4,が (1･8)の線形安定な定常解となるのはそれが Elp,V]の非退化な localmaxi-

mizerとなるとき,またそのときに限る.

(ii)もLv-ゆが線形不安定であれば,それはElp,V]の localmaximizerとはならない.

以上の補選より,(p,4,)が Elu,V]の非退化なmini一maximizerとなるのは,u-pと

V-4,が線形安定となるとき,またそのときに限ることが分かる.

3 定常状態の安定性

(p,4,)を (1.9)の解とする.(1.1)の定常解としての (u,V)-(p,4,)の安定性を調べ

るために,固有値問題 (1.10)を

(3.1) i
ASU-AU+fvV
ATV-BV+guU

と書き直す.ただしAとβ は (2.1)と(2.2)で定義される微分作用素とし,fv-fv(p,4,),

gu-gu(p,4,)である.(3･1)の固有値 入および固有関数(U,V)は一般に複素数値である

ことに注意しよう.

まず,(9,4,)が Elu,V]の非退化な minトmaximizerの場合について考えよう.

定理 3.1(u,V)-(p,4,)が Elu,V]の非退化なmini-maximizerであるとする.このとき,

任意の SとTに対し,(u,V)-(p,*)は(1.1)の定常解として線形安定である.

証明 まず,

〈

ASU-AU+fvV

京T∇-βV+guU

とfv--9£より

(3･2) /̂nsU･UdHVnT∇･Vdx-/nAU･百dx+/nβ∇･Vdx
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となる.SとTは正定借対称行列であったから,積分

/osU･Udx, /nT∇･Vdx

の値は正である.-方,部分積分を用いると

(3･3) /nAU･Udx-/a｡C£ U･Udx･/nし くC∇U,VU)+ fuU･U)dx

が得られる.右辺の第 1項は境界条件より消える.第2項は補選 2.1より

/n(-(C∇U,vu)+fuU･可 dx≦人心上sU･Udx

となる4.従って

/nAU･Udx≦入u/osU･Udx

を得る.同様に

/nβ∇･vdx≦Xu/OT∇･Vdx

である.補選 2.2,2.4より入u<0,人V <0であるから,ある 6'>0が存在して

/oAU･Udx･/nβ∇･Vdx<-6'(/nsU･Udx･/nT∇･Vdx)
が成り立つ.すると (3.2)より,ある 6>0に対してすべての固有値は 町 人)<-6<0

を満たすことが分かる.よって (u,V)-(p,4,)は線形安定な定常解である. □

次に,u-pは線形不安定 (従って甲は Elu,4,]のminimizerでない)場合について考

える.V-4,が線形不安定の場合も同様にして扱えるので,この場合については省略する.

定理 3.2 (p,4,)を (119)の解とし,u-甲は (1･7)の定常解として線形不安定であると

仮定する.このとき,各Sに対し IIrlHが十分小さければ,(u,V)-(p,4,)は (1.1)の

線形不安定な定常解となる.

証明 6>0を十分小さく取って固定し,^6を

^6:-(入∈C･,l入一入uI<6)

と定義する.仮定より入u>0であるから,すべての入∈A6に対して 町 人)>0として

よい.このときもL HT~1日が十分小さければ 入∈̂ 6に対して作用素 人T-β に有界な

逆作用素が存在する.このとき,(3.1)の第2式は

V-(AT-B)-1guU

4【/を実部と虚部に分けて補題 2.1を通用する.
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と書き直されるから,(3.1)の第 1式に代入して

(3･4) ASU-(A+Al(A,T))U

ただし

Al:-fv(lT-B)-lou-T-1fv(lI-BT-I)-lou

となる.

Auの多重度は有限であり,また Alは 入∈ 6̂に滑らかに依存するから,線形作用素の

摂動に関する一般論 【4]より,固有値問題

pSU-(A+Al(A,T))U

は 人∈A6とTに連続に依存する固有値 FL-FL(A,T)を持つ.さらに,lIT-lJl10のと

き11AIJl10であるから IIT~1日10のときA6で一様に p(A,T)十人uとなる.

以上より,もし =T-1Ifが小さければ 6̂からそれ自身への写像 入r-+p(A,T)が定義さ

れ,またこの写像は 人について連続である.従って Brouwerの不動点定理よりこの写像

は 6̂内に不動点を持つから,ある 人-A(T)∈A6に対して FL(A,T)-人が成 り立つ.明

らかに入-A(T)は (3.4)の固有値であり,また 沢(A(T))>0であるから (u,V)-(p,4,)

は線形不安定である. □

注 3.1定理 3.1および 3･2へW-W(u,V,I)が空間変数 x に陽に依存する場合や,ノ

イマン境界条件の代わりにデ イリクレ境界条件

u-E(I), V- り(I), X∈∂0,

(ただしE(I),T7(x)は与えられた境界値)に対しても上と同じ方法を用いて拡張できる.

注 3.2 たとえ iL-PとV-4,が両方とも線形不安定であったとしても,(u,V)-(p,4,)

は (1.1)の線形安定な定常解となる場合がある.以下で簡単な例をあげよう.

(2+1)一成分線形系

(3･5)

i

ul,l - △ul+ ul +2v

u2,t- △u2 -5u2+4v

vl - △V -2u1-4u2+ V

を考える.この系は

W (ul,u2,V)-一芸uf･芸u z･ 去V2- V(2 ul. 4 u 2)
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および

Elul･u2,V]:-/oG JVul(2･言 l∇u2f2- ;l∇vl2･ W (ul,u2,V))dx

に関する歪勾配系であることに注意しよう.

容易に分かるように (ul,u2)-(0,0)は

〈uu:,,tt == AA:H 5uu;

の線形不安定 (Au-1)な定常解であり,従って (ul,u2)-(0,0)は

Elul,u2･0]‥-/oG lVull2.去IVu2I2一言u巨 富u22)dx

の minimizerとはならない.またV=0は

vl-△V+ V

の線形不安定 (入V-1)な定常解であり,従ってV-0は

El0,0,V]:-/o(一芸JVvl2+芸V2)dx
の maximizerではない.

一方,(3.5)の係数行列

(

01

5

4

一

一

0

2

＼｣2

4

1

の固有値は -1,-1土ヽ乃iと計算できる.(3.5)は等しい拡散係数を持つ系であるから,固

有値間題

･3･6, lA:UUv:

のすべての固有値は

- AUl+Ul +2V

- AU2 -5U2 +4V

- AV -2U1 -4U2 + V

-1+FLk, -1土ヽ乃i+pk, k-1,2,…

と表すことができる.ただしpkは 領域 0上のノイマン型固有値問題 △U-ILUに対す

る k番目の固有値であり,すべての kに対してpk≦0である.よって (3.6)のすべての

固有値は負の実部を持つから,(ul,u2,V)-(0,0,0)は (3.5)の線形安定な定常状態である

ことが示された.
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4 拡散不安定性

(u,V)-(p,q)∈RmxRnをm+n次元力学系

(4･1)

i

Sue(i)- I(u,V)

Tut(i)-9(u,V)

の平衡点とする.すると明らかに (u,V)-(p,q)は反応拡散系 (1.1)の空間的に一様な定

常解である.平衡点 (u,V)-(p,q)に対し,固有値問題

i
ふSE-fuE+fvr7,
人T77-gut+gvr7,

を考える.ただし,E∈Rm,rl∈Rnであり,またfu,fv,gu,gvは (u,V)-(p,q)での微分

を表す.この固有値問題のすべての固有値が負の実部を持つとき,平衡点 (u,V)-(p,q)

は線形安定であるという.

もし,fuとgvが負定借行列となるとき,平衡点 (u,V)-(p,q)はW(u,V)の非退化な

mini一maximizerであるという.他の定義は第2節と同様である.

たとえ (u,V)-(p,q)が (4.1)の非退化な mini-maximizerであっても,それは反応拡

散系 (1.1)の空間的に-様な解として安定であるかどうかは自明ではない.この場合,不

安定性は拡散によって生じたものであり,これを拡散誘導不安定性 (あるいはTuringt14】

の不安定性)という.

次の結果は (u,V)-(p,q)が W(u,V)の非退化な mini-maximizerであれば,拡散誘導

不安定性は絶対に生じないことを示している.

定理 4.1 もし(u,V)-(p,q)が W(u,V)の非退化な mini-maximizerであれば,(u,V)-
(p,q)は (1.1)の定常解としてすべての S,T,C,Dに対して線形安定である.

証明 行列 ん は負定借であるから,補題 2.1より(2.3)の最大固有値はすべての Cに対

して入u<0となる.同様に,(2.4)の最大固有値はすべての Dに対して 入V<0となる.

従って,もし (u,V)-(p,q)が W(u,V)の非退化な mini-maximizerであれば,それはま

たすべての C とDに対して Elu,V]の非退化なmini-maximizerとなる.すると定理 3.1

より,(u,V)-(p,q)はすべての SとTに関して (1.1)の定常解として線形安定であるこ

とがわかる. □

次の結果は,もし(u,V)-(p,q)が W(u,V)の mini-maximizerでないとすると,ある

Cとβに対して拡散誘導不安定性が生じることを表している.
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定理 4･2SとTを任意に固定し,またfu(p,q)が正の固有値を持つと仮定する.このと

き,もし ‖CHと IID~111が十分小さければ,(u,V)-(p,q)は (1.1)の定常解として線形

不安定である5.

証明 △ に対する領域 n上のノイマン型固有値問題の負の固有値に対する固有関数を

0(I)とする.すなわち,ある p>0に対して

が成 り立つとする.ここで

とおくと,(1.10)は

(4.2)
i

U-α0(x),V-PO(a)

ふSα-(-pC+fu)α+fvβ

入γβ-guα+(-PD+gv)β

と表される.

Ao>0%

入SE-fuE, E∈Rm

の正の固有値とし,また

A6:-(lEC日̂ -AoT<6)

とおく.ここで 6>0を十分小さくとり,釈(A)>0がすべての入∈ASに対して成り立つ

ようにしておく.もLIIDllHが十分小さければ,作用素 人T+FLD-gvは任意の 入∈̂ 6
に対して有界な逆作用素を持つ.すると(4.2)の第2式は

β-(入T+pD-gv)-1guα

と表される.これを(4.2)の第1式に代入すると,

入Sα-(-pC+fu+fv(AT+pD一弘)-lou)α

が得られる.従って,もし =CH,‖D-1llが十分小さければ,定理 3.2の証明と同様にし

て,(4.2)の固有値 入-A(C,D)が A6の中に存在する.釈(A(C,D))>0であったから,

(u,V)-(p,q)は (1.1)の定常解として線形不安定である. □

59舟 ,q)が正の固有値を持つ場合も同様の主張が成り立つ
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5 凸領域

勾配構造を持つ反応拡散系に対し,limbo-Morital3】,Lopesl7】は,もし領域が凸で

あれば空間的に非-様な定常解は線形不安定であることを示した.言い換えれば,勾配系

の minimizerは空間的に-様なものに限るということである.

ここでは,これと同様の結果が歪勾配構造を持つ反応拡散系の mini-maximizerに村し

ても成 り立つことを示そう.

定理 5.1 0を十分滑らかな境界 (C3)を持つ凸領域とする.(p,4,)を (1.9)の空間的に

非-様な解とすると,入u>0あるいは 入V>0が成り立つ.

証明 Jimbo-Morital31の方針に従う.U∈Hl(n;Rm),V∈Hl(o;Rn)に対し,

JulU]-/o(-(C∇U･VU)+fuU･U)dx,

JvlV]-/n(-(D∇V,VV)･gvV･V)dx

と定義する.すると

Julpx,I]

JvlWxi]

/o(-くC∇町 ∇Px,)+fupx,･･px,･)dx

-/a｡cpx,･£px,･dx･/o(C△px,A+fupx,.)･px,dx,

/oしくD∇毎 ∇*2,･)十gvOxj･Wx,I)dx

Ja｡ D O x,･£OT,dxI/o(DAOx,I.gvOx,･)･Ox,.dx

が成り立つ.(1･9)を xJ･で微分すれば,

i

C△px,･+fupx,･+fv4,3,-0

D△4,I,･+gupx,･+gv転 -0

となる.従って fv-一g之より

(C△pxj+fupx,.)･px,･+(D△転 +gvOx,A)･転 --fv転j･Px,I- guPx,･･4,3,-0

を得る.よって

Julpx,･]IJvlOXj]--/an〈cpx,･･£pTjIDOx,･･£02,･)dx

となるから,jについて総和をとると

･5･1) ,fl(Julpr,･,･JvlOxj,)-一芸/ani((C∇p,Vp,+- ,∇･,)dx
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となる.ここで 0 の凸性とノイマン境界条件から

£(C∇p,∇p)≦O, £ (叩 ･瑚 ≦0

が成 り立つ (より精密な議論は 【8】を参照のこと).

ここで Au≦0および Av<_0と仮定すると,補遺2･1と補選2･3より,Julpx,･]≦0と

Jv晦 】≦0がすべてのjについて成り立つ･(5･1)の右辺は非負であったから,JulpC,]-0

とJv晦 ]-0がすべての jについて成 り立つことになる･

あるjについて pxj≠0と仮定しよう･補題 2･1より,U- px,･は (2･3)のAu-0に

対する固有関数だから,px,･は ∂fl上のある点において

∂
p x,･=btP ごj =0

が成 り立つ･よって Calder6nの一意延長定理 (例えば 【9】を参照)より,px,･≡0となっ

て矛盾である.

同様に,あるjに対して4,x,･≠0と仮定すると矛盾を生じる･よってAu>0あるいは

入V >0が満たされていなければならない. 口

注 5.1定理 5.1において O の凸性は本質的である.非凸な領域では空間的に非-様な

mini-maximizerが存在することがある.

定理 5.1からただちに次の結果が導かれる.

系 5.10を十分滑らか (C3) な境界を持つ凸領域とする.(p,4,)が (1.9)の空間的に非

-様な解であるとすると,ある SとTに対して,(u,V)-(p,4,)は (1.1)の定常解とし

て線形不安定である.

証明 定理 5.1より,入u>0あるいは 入V >0が成 り立つ.すると定理 3.2より,(u,V)-
(p,4,)はある SとTに対して(1.1)の定常解として線形不安定となる. □

注 5.2 もちろん,歪勾配構造のあるなしに関わらず,凸領域上の反応拡散系において空

間的に非-様な定常解が安定になる例は数多く知られている (たとえば [10,ll,13】など

を参照のこと).
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6 あとがき

本稿では主に mini-maximizingpropertyと定常解の安定性の関わりについて解説し

た.歪勾配構造を用いた定式化による一般的な議論は,1次元区間上の定常パルス解の安

定性 (Yanagidal15])や空間周期解の安定性 (Kuwamura-Yanagidal6】),shadowsystem

と呼ばれる nonlocalな方程式の有界領域上における定常解の安定性 (Yanagida[17】)な

ど,いくつかの成功例がある.これらはいずれも歪勾配構造が導く数理構造を利用したも

のであるが,それぞれ異なる技巧に基づ く解析である.これらの問題の間の相互の関係

や,他の問題への歪勾配構造の導入による一般的解析は今後の課題である.

歪勾配構造は反応拡散系などの非線形系のダイナミクスを数学的に調べる上で,一つ

の大きな新しい枠組みを与える試みであり,その研究は今後一層発展することが期待さ

れる.
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