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大木谷 耕司

乱流現象を流体方程式の解の特異性と関連づける可能性は､認識されて久しい｡これは

流体力学の長い歴史の中でも､理論的な進歩の緩慢さと言う点では際だっているテーマの

1つである｡ここではnonlocality(非局所性),非線型性の逓減 (nonlinearitydepletion)

という問題点､あるいは困難さを再認識することで､今後の発展の基礎を与えることを目

指す1｡

講義の2つの柱は､特異性研究の-定式化として最近進展がある､Euler-Lagrange定

式化の紹介と､数学的に現在までに知られている特異点形成に関する拘束条件の概観で

ある｡

Euler-Lagrange定式化の基礎となる定式化にも重点をおき､従来いろいろな文献に散

見されていた理論の交通整理を行う｡数学的な結果から､物理理論にも有用であると思え

るものをピックアップする｡

1 序

1.1 Kolmogorov理論

標準的な記号で Navier-Stokes方程式は以下の様にかける｡

芸･(u･∇)u--∇p･ U△u,

V･u=0

ここで境界条件としては 全空間の場合､遠方で静止 u=oあるいは､数値実験の場合は

周期境界条件を用いる｡また､初期条件は滑らかな速度場を与える :

u(x,i-0)-uo(x).

全運動エネルギーは以下の様に変化する :

孟(響 )- 一 畑 2).

ここで､()は空間平均を表す｡よって､エネルギー散逸率 E(i)は

e(i)≡U(困2)

となる｡Kolmogorov理論の重要な仮定は､I/が小さくても､しばらく時間が経つと､E(i)
は有意の値 (つまり､ゼロではない)をとる､という観察である｡

1この原稿は平成14年度後期に九州大学応用力学研究所､金沢大学理学部において行った集中講義の

ノートに加筆したものである｡
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｢渦運動力学の基礎｣
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図 1:エネルギー散逸率

つまり､レイノルズ数 Rがいくら大きくても､ある程度時間Tc(R)が経てば

e(i)≡U(困2)-o(1) (3)

となる､という仮定である｡もっともこれは経験法則であり､数学的な証明はないが､数

値実験からはある程度､これを支持する結果が得られている｡図1は､一様等方性減衰乱

流の計算におけるエネルギー散逸率の時間発展の例である｡初期エネルギースペクトルと

して

E(k)∝k2exp(-k2)

を持つ､ランダムな初期条件から､発展するNavieトStokes方程式を〝-4×10-3,2.5×

10~3,1.5×10~3という､3つの動粘性率を用いて計算した｡粘性率を 2.7倍変化させた

ときエネルギー散逸率のピーク値は 15%ほどしか変化していない.

これを認めれば､Eとl/が独立なパラメータとなる｡さらに､局所一様等方性､局所相

似性の仮定を援用すると､ いわゆるKolmogorov理論が導出される｡特に､速度の構造

関数

Sp(r)-くく(u(x+r)-u(a))･f･)P),

に関しては､次元解析から

(令-舌)

sp-CPEP/3rp/3forE-1/4U3/4< r<L

となる.ここで p-2の場合は､フーリエ ･エネルギースペクトルの5/3乗側

E(k)-CE2/3k-5/3

と同じことである｡
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大木谷 耕司

また p-3のみは厳密で C3--4/5となる :

S3(r)-((6ulJ(r))3)

この式の詳しい意味は

lim lim lim S3(r)
rうO RうoOtう(刃 r
E:鷺:コ E3=コE3Ei

小スケール 高 R 準定常

4-IET-5

4
--E

5
(4)

である｡ここで極限操作の順序に注意が必要である｡上で述べた順番では Euler方程式

の解が爆発しても､しなくてもこの表式は有効である｡しかし､もしEulerが爆発しない

場合､任意に固定した tについてeう0(Rう ∞)である｡よって

Iim lim e=O
i-ナ∞R100

となり､極限操作の順番をむやみに入れ替えるとtrivialな結果となってしまう｡

もし(3)を満たすTc(R)があって別 こついて一様に有界となるなら､つまりRによら

ない定数 〟 があって

Tc(R)< M

となるならば､Navier-Stokes方程式の形式的な非粘性極限である､Euler方程式は特異

点を形成を避けることはできない｡この仮説と大きく矛盾するような数値実験の報告を知

られていないが､上の臨界時刻のレイノルズ数依存性は微妙すぎるため､決定することが

不可能に近い｡一方､

Tc(R)1 ∞(RJ ∞)

となる場合､Euler方程式の爆発は起きない｡たとえば差(R)∝log(R),loglog(R),…な

どの場合がこれにあたる｡最初の依存性は､2次元のエンストロフィー散逸開始時刻に類

似している｡

1.2 0nsager予想

実は､Kolmogorov(1941)の乱流理論 k-5/3は､同時期に3人の研究者によって導かれ

ていた｡残る2人は [Weisacker1948]および [Onsager19451である｡3人目は､統計力学

の大家で､2次元渦糸系の統計力学 【Onsager1949】を創始したことで知られている｡そ

の､論文の末尾あたりに3次元乱流のエネルギー散逸に関する興味深い記述が見られる｡

[Eyink1994]にも引用された最後の一節は以下のものである｡

Itisofsomeinteresttonotethaiinprinciple,iurbulenidissipationasdescribedcould

takeplacejustasreadilywithoutthejinalassistancebyviscosity.Intheabsenceofviscos-

iiy,ikestandardproofoftheconservationofenergydoesnotapply,becausethevelocity

- 39 4 -



｢渦運動力学の基礎｣

♪elddoesnotremaindiHerentiableIInfactitispossibletosjwwthatikevelocityβeldin

such"ideal"turbulencecannotobeyanyLIPSCHITZconditionoftheform

(26) lv(r/+r)-V(r')I<(const.)rn,

foranyorderngreaterthan1/3;Otherwisetheenergyisconserved.Ofcourse,under

thecircurTWtanCeS,theordinaryformulationofthelawsofmotionintermsofdiHereniial

equationsbecomesinadequateandmustbereplacedbyamoregeneraldescription,･for

example,theformulation(15)intermsofFourierserieswilldo.Thedetailedconservation

ofenergy(17)doesnotimplyconservationofthetotalenergyifthenumberofsteps

inthecascadeisinSniie,asexpected,andthedoublesum ofQ(k,k')convergesonly

conditionally.

Onsagerが乱流の統計理論 (Kolomogorov理論の等価版)を考えた暗

くlu(x+r)-u(x)l2)～ r2/3

から､乱流中の速度場は､およそ 1/3階だけ微分できるような特異なものであると解釈

した｡これが上の指数 n -1/3の予想の動機であるo

彼は､このように Euler方程式のエネルギー保存則に言及して､Fourier級数の収束

性が劣化すると､その証明は無効になることを指摘し (このこと自体は驚くべきことで

はない)完全流体でも､特異点が発生した場合､エネルギーは減衰し､そのような解で

Reynolds数乱流を表す可能性を示唆した｡物理空間での完全流体の方程式 (Euler方程

式)からエネルギー保存則を導く際､速度場などの変数は十分滑らかであることを仮定し

て､部分積分を用いる｡(速度場に対して微分可能性を要求しない､一般化された解の存

在を認めた上で､)この仮定をどれほどまで弱めることができるかが問題である｡

[Eyink1994]は､Onsagerの助言に従い､Fourier級数を用いて Euler方程式のエネル

ギー保存則が満足される十分条件を､2種類導いた｡

1.H61der,Cα,α>1/2

2･*-H61der,l酬 C.a-∑klklα恒(k)Iα>1/3

ふつうのH61derノルムでは､エネルギー保存則を示すにはα>1/3では不十分でα>1/2

が必要であった｡2のような､より強いノルムを用いると､α>1/3で証明することが出

来た.この解析は 【SF1975]の延長線上にある.そこでは､E(k)∝k~n,n>8/3であるな

らば､エネルギーフラックス はkJ ∞ においてIl(k)→ 0となることが示されている｡

Eyinkの結果は Onsagerの予想した巾より少し大きかった (普通のH61derの場合)o

これは Fourier空間での解析では位相情報の処理が困難なためと考えられる2｡予想され

2すべてのフーリエ係数がわかっても､位相情報が与える影響が微妙すぎるためLp-ノルム(p≠2)の評

価には実用上不十分なためである｡この困難をある程度回避する､Dyadic分解が Eyinkによって使われた

が､それでもシャープな評価は難しかった｡
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大木谷 耕司

る臨界の巾指数 1/3を自然なノルムで導くには､物理空間での解析を行なう方が便利で

ある｡この線に沿った研究が [CET1994】によって行われた｡それによればα>1/3に対

して

(lu(C+rト u(x)L3)1/3≦C,α (5)

となれば､エネルギーは保存される (日 は空間平均を表す)｡この論文で用いられた

Besov空間 (の特別な場合)は､Kolmogorovが乱流の統計性質を論じた時に用いた､速

度構造関数と良く似ている｡α-3であれば､エネルギーは減衰する可能性がある｡これ

は乱流の統計理論におけるKolmogorov4/5則

((uF'(x･r)-u't(x))3)-一芸er, (6)

を想起させる｡ここで 日 はアンサンブル平均を表す｡つまり､[CET1994]の結果は KoL

mogorov4/5則 のdeterministicversionとみなすことができる｡より詳しくは､[DR2000,

Eyink2003]を参照｡

2 渦力学の基礎

非粘性の保存量に注目することは渦運動力学を考える際､重要なことであろう｡2次の

保存量にはエネルギーの他に､ヘリシティ[Mo鮎tt1969]が知られている｡後者はより一

般的な､速度循環の保存則の1つの表れである｡またこれは､非粘性流体では渦線が凍結

していることと同値である｡

この保存則を､より簡明に表現するために以下のインパルスによる定式化を述べる｡こ

れがなぜ重要かというと､保存法則に幾何学的な見方を与えるからである｡つまり､渦度

は微小な線要素とみなせるのに対して､インパルスは微小な面要素とみなせる｡内積は微

小な体積要素を表すので非圧縮流で保存されるが､これがヘリシティ保存である｡幾何学

的に考えると一方だけを重視し､他方を顧みないのは不自然である｡また､インパルス定

式化は Lagrange表示において正準ハミルトン系をなすという特徴がある｡

この定式化を用いると､各流体要素の持つヘリシティの変化を簡明に評価できるという

特徴がある｡それと渦構造との関係も興味深い研究対象の1つである0[Ohkitani2004a]

2.1 インパルスによる定式化

非圧縮 Navier-Stokes方程式で記述される粘性流体の運動を考える.渦度Wを用いる

と､運動方程式は

憲･(u･∇)W-W･∇u･U△W.

-396-
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｢渦運動力学の基礎｣

非粘性の場合には､渦度は流体中の微小な線要素の方程式と同じ式に従って発展する｡

Lagrange表示を用いて渦度方程式を時間について積分することによりCauchyの第1積分

wi-Wj(0)a, (8)

が得られる｡また､Euler方程式を時間について積分することにより､速度に対してWeber

変換

uJ･(a,i)a
が得られる｡

普通の helicity密度 の時間発展は

-ui(a ,0)-一芸

芸u･W-W･∇(響 -p)･U(W･△u･u･△W)

(9)

(10)

となる｡非粘性流体については､この空間平均は保存されるが､局所 helicityは時間空

間的に揺らぐo上式の右辺に現れる､スカラ一畳Iul2/2-pは以下でたびたび現れる｡

LL1･∇は Lagrange表示において tに依らないので上式からhelicityの有限時間における

Lagrange的変化は次のように書くことができる｡

△(u･W)≡ u･LL,-u(0)･W(0)--W･∇4,,

4,(a,i)≡ Lf(
p(a,i/) -

Lu(a,i/)l2
)

diI

(l l)

(12)

ここで ていま

で定義され､Weberポテンシャル と呼ぶことにする｡

上で見たように､適当な境界条件の下で､全ヘリシティは保存されるが､その局所的な

密度は保存されない｡

芸u･W--(W･∇)(p-聾) (13)
この式を基にして､局所的に保存する 'ヘリシティ'を考えることにより (幾何ゲージに

よる)インパルスの定義が導けるo完全流体では､[蓋,W･∇]-0,であることに注意すれ

ば､上の式は

芸u･W-一芸 (W･∇)Lt(p一撃)dt/,
と書ける｡そこで4,を用いると

(14)

芸 (u･∇*)･W-0,

となる｡これは7≡u+∇両 こ対するヘリシティが保存することを示している｡

芸 (7･∇×7)-0･

この Tが､幾何ゲージによるインパルス変数である｡以下では､もう少し一般的にこの

変数について考察する｡
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大木谷 耕司

2.2 Kuz'm in-O seledets変数

一般に圧縮性をもつベクトル γを考え､そのHelmholtz分解におけるsolenoidal成分

を uになるようにとる

7-u十∇¢･ (15)

この定義は､前述のWeber変換の物理空間表示に他ならないことに注意 (ヤコピ行列を

かければよい)｡ここで

lE,V]--(vu)T･V
に注意すれば Navier-Stokes方程式から

芸 ･(u･∇)7- -(∇u)TT･∇吊 U△ 7,

L)a rul'-'
面 =p- rr +A+U△¢

(16)

(17)

を導くことができる｡圧力が陽に現れないように 条件 入-0を課すと､γの時間発展は

- -一蒐 ･U△7i,

D･:,

Dt

上人) luiLi'
面 = P一丁 +U△ ¢.

となる｡一方､¢の方程式は

(18)

(19)

となる｡これが Kuz'minandOseledetsによる定式化である (後述の､インパルス形式の

歴史を参照)｡図3に､非圧縮流の表現の相互関係をまとめてある｡インパルス表示は､

非粘性流体､粘性流体ともに一般的にカバーしている｡

γの発展に影響するという意味で ¢は､パッシブスカラーではないことを注意してお

く｡インパルスは､流体中の微小な面要素の方程式と同じ式に従って発展する｡Lagrange

変数を用いて時間積分すると

Ti-Tj(0)語 ･ (20)

が成立する｡前者のCauchyの公式に対して後者を Cauchy公式 ⅠⅠと呼ぶことにする｡

この定式化では､U-Oのとき γに付随する 'helicity'は局所的に保存される

D

扇7･W=O.

図2に､保存法則の関係を図式的にまとめてある｡

また ∇×7-∇×u-Wに注意する.

γの空間平均は

(lTl2)-(lul2)+([∇¢‡2),

-398-
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｢渦運動力学の基礎｣

となる､ここで ()空間平均を表す｡

Lagrange表示をとると､この定式化はxおよび Tを正準変数とする正準 Hamiltonian

系をなす｡
Dxi(a) 6H

Dt 6Ti(a)'

D7i(a) 6H

Dt 6xi(a)'

ここでハミトニアンHは全運動エネルギーである

H-ulul2dx-去/u･Tdx･

(23)は自明だが､(24)を確かめるには被積分関数の具体的な表現 (ダイポールポテンシャ

ル)を用いる｡

上で用いたゲージを含む､より一般的なゲージの選択があるo対応する､一般化された

Weber変換を書くと

¢(a,i)- p(a,i/)十人(a,i/) -

Tj(a,i)a

lu(a, i/)l2

- a,o)-一意

◎(a,i)≡4,-¢ニーft,ldtI

A(a,i')dt′+4,, (25)

となる｡

上のゲージの選択では4㍍ 4,である｡

特に､¢-4,(◎ニス-0)の場合､一再ま通常のimpulse(幾何学ゲージ)となる｡また､

もし4,-0(◎-4,)ならTは普通の速度uになる｡

速度が complexlamellarであるとき､つまり

u-f∇9-∇¢

8l volumeconservaヒ土on 8S

-399-
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大木谷 耕司

ん =0

丈

E-- L

Lliftw∫ 物

レ >0:

図 3:非圧縮流の表現

とかけるとき､速度場は Clebsch表示を持つと言うOこれらf,gの満たす方程式

p･写 一芸+揺 -o (29)

は Clebsch変換 と呼ばれる｡これは インパルス定式化から以下のようにして導くことが

できる｡

clebschポテンシャルで表現可能な場合､

Pi
Dt

および

二聖
Dt

が成り立つ｡(28)とu･との内積をとると

響 - (-.
Dt

回2
= p --2

困2-fu･∇9-伽･∇¢--fg-u･∇¢･

となる. (31)からu･∇4,を消去するとClebsch変換を得るo

-400-
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｢渦道動力学の基礎｣

大域的な complexlamellar表示が可能となる必要十分条件(Frobenius)は7･LJ≡0で

ある｡helicityの保存から､この条件は､初期に満足されれば Euler方程式の時間発展の

下でずっと成立する｡

なお､

u- -∇車

のとき (つまりf-0または9-COnStのとき)､weber変換がポテンシャル流に対する

Bernoulli定理に帰着する｡

2.3 インパルス形式の歴史

インパルス形式の実用例は､最近になって表れてきたが､この定式化そのものの歴史は

長い｡いくつかの文献をピックアップする｡

●LordKelvin

'Onvortexmotion',Tnans.Roy･Soc.Edinburgh,25(1867),pp.217-260.

循環の保存､インパルスの定義

●JJ.Thomson

'ATreatiseontheMotionofVortexrlngS',MacMillan,1883,London.

渦輪の運動

●P.H.Roberts

'AHamiltoniantheoryforweaklyinteractingvortices',Mathematika,19(1972),

pp.169-179.

渦輪の運動におけるHamilton系の認識

+S.G.Chefranov

'Dynamicsofpointvortexdipolesandspontaneousslngularitiesinthree-dimensional

turbulentnows',Sov.Phys.JETP,66(1987),pp.85-89.

離散化Hamilton系

･G.A.Kuz'min'Idealincompressiblehydrodynamicsofthevortexmomentumden-

sity',Phys.Lett.,96A(1983),pp･88-90･

V.Ⅰ.Oseledets〉onanewwayofwritingtheNavier-Stokesequation.TheHamilto-

nianformalism',Russ.Math.Surveys,44(1989),pp･210-211･

一般の非庄縮流におけるHamilton系の認識
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･AJ･Chorin'Vortexphasetransitionsin2idimensions',J･Stat･Phys･,76(1994),
pp.835-856.

T.F.Buttke'Velicitymethods:Lagranglannumericalmethodswhichpreservethe

Hamiltonianstructureofincompressibleaow',inVorteこrPowsandrelatednumerical

methods,C.d.J.T.Bealeetal.,Kulwer,Dordrecht,Boston,London,1993,NATO

Adv,S°i,Inst.Ser.CMath.Phys.S°i.,pp.39-57.

数値計算

･G.Russo-P.Smereka,'ImpulseformulationoftheEulerequations:generalproper-

tiesandnumericalmethods',J･FluidMech･,391(1999),pp.189-209.

いろいろなゲージの整理

･T.B.Benjamin'Impulse,且owforceandvariationalprinciples',IMAJ.Appl.Math.,

1984,32,3-68.

●橋本 英典､'渦運動の力学'､｢乱流現象の科学 その解明と制御｣巽 友正 編 の第7

章､東大出版会､1986年.

インパルスに関するレビュー

また､関連の深いEuler-Poincar6形式については､福本康秀 'Euler-Poincar6形式に

よる渦のトポロジーと力学',物性研究 81-3(2003)414,を参照O

3 Cauchy-Weber公式の粘性流体への拡張

3.1 加法的な拡張

Cauchy公式の粘性流体への一般化の1つは､[Carstoiu1946】によってなされた｡これ

は､以下に見るように加法的な拡張である｡この様な拡張によって､乱流中の渦構造の

形成に関して､渦伸長項と粘性拡散項の括抗の様子を定量的に評価することが出来る｡

[Ohkitani2004b]

ui(a,t,-(wj(a,0).指 U△wkdtI) aaj
(33)

この straightfbrwardな拡張は以下の様に導出できる｡最初に､非粘性流についての通

常の Cauchy則を証明する1つの方法は

&(wi;)-0

- 402-



｢渦運動力学の基礎｣

を確かめることであるo(右辺は蓋LJj(0)に等しいはずなのでこれを考えるo)

次に外力項 Fを持つ渦度方程式

憲･(u･∇)W-W･∇u･F

を考える｡この場合には､以下を計算するとよい｡

芸 掩 )-FiSz･

こうして得られたゼロでは無い量を時間について積分すればよい｡粘性流体の場合は F=

L'△LLlとおけば上に述べた Carstoiuの拡張が得られる0

Weber変換の､粘性流体に対する一般化も同様にして行うことができる｡結果は

または､

Tを用いれば

となる｡なお､

にも注意｡

u選 一ui(0)-一芸 +uft(△uj)Szdt′

一芸+uLt(△T,I)%dt,･

っ竃-Ti(0)-uLt(△,,)Sdi

ui;-uj(0,孟+uf(△uk)adt/i

(34)

(35)

(36)

3.2 乗法的な拡張 :Euler-Lagrange定式化

これは Weber変換を乗法的に拡張する点に特徴がある｡最近発見されたこの定式化

[Constantin2001,Constantin2003]について､簡単にその導出を述べる0

次の方程式

雷 ･(u･∇)7--(∇u)TT･U△7,

(ここで Tは転置行列を表す)を満たすインパルスJYを考える｡

Weber変換を念頭において､

7-(∇A)TV,

u-P(7),

つまり
∂¢

ui-設 vj一面
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と書く｡ここで､粘性散逸を伴った粒子ラベル Aを､次の定義によって導入する

DfAi-I,△Ai (41)

そしてVの時間発展を Weber公式で与えられるuがNavier-Stokes方程式を満たすよう

に決定しよう｡再び

lDt,ai]- -(aiuj)aj

に注意すれば､一般に

Dtui-(aiDfAj)vj+(aiAj)Dtvj-ai

となる｡Vの方程式を求めるため剰余項をRとおいて

Dtvi-I/(△ vi+Ri)

(響 +瑚)･

と書くと､これは

-I,((△aiAj)vj+(aiAj)△vj+(aiAJ･)Rj)-ai

(42)

(43)

(響 .DtQ)･ (44)

さて､右辺第1項が l/△(aiAj)vjの形にまとまる様にR を決めたいoそれには､この項が

(aiAj)Rj-2(ak(aiAj))(akVj)

となればよいが､これには

RJ･-2Clkj∂kVl,

Clkj-QJ･mak(amAl)

と取ればよいことが分かる｡

以上をまとめると､Aは拡散を伴う､粒子のラベル変数､ γ は擬速度 (非粘性の場合､

定数の初期速度に帰着)を表し､各々[Constantin2001】

筈 ･(u･∇)A-U△A,

および

芸･(u･∇)V-2uC :∇V･uAv,

満足するoここで C:∇Vの第 i成分はC-･k;意 で､そして

C-,k;i-謡 aax2,Pa:k
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である｡CはEuler的な微分とEuler-Lagrange的な微分の非可換性を表す:

[∇ii,∇笠1-cm,k;i∇冒

方程式系 (38,39,45,46)はNa〃ier-Stokes方程式と同値である｡(従属変数である) Aの

勾配は(∇A)~1を通じて定義される｡詳しくは [Constantin2001,Constantin2003]を参照

のこと｡

さて渦度の定義

W(a,i)-∇ ×u(x,i)

にならって､擬渦度を

((x,i)-∇A XV(x,i)

を定義すると,拡張されたCauchy公式

W-Det(∇A)(∇A)~1E

が成り立つことが示せる｡ラベル変数のヤコビ行列式は

(針u･V)

(47)

Det(VA)-UDet(VA)(Ci,k,;jCj,k;i+aiCj,i,;i) (48)

あるいは

(孟+u･∇-U△)
にしたがって時間発展する｡また

log(Det(VA))-l/Ci,k,;jCj,k;i

; Det(VA)-Cj･i,;i

にも注意｡

数値計算を行う場合は､(フーリエ変換などを用いるので)基礎方程式を

∂7
面 ニー∇(7･u)+uxw+U△JY,

(49)

(50)

(51)

と書き換えた方が都合が良い｡また､Cが Aの3次の量であるので､アライアス誤差の

問題があるため､ Vの発展を追うことは得策ではない.変位ベクトル

e=A-3:

を考えると､これは以下のパッシブな方程式

芸 ･(u･∇)e--u･U△e (52)

に従う｡ひとたびeが得られると､接続テンソル Cなどは逆行列演算などで評価するこ

とができる｡
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aAi ali

∂xj ∂xj
+6ij

非粘性の場合はdet(∇A)は定数であり､行列の可逆性は滑らかな時間発展の下で保た

れる｡粘性がある場合､一般に､この行列式は保存されない｡[Constantin2001]したがっ

て､有限時間の後に､これが0となり､粒子のラベル変数と空間座標との1:1の対応が

無くなり､∇Aは行列として特異になる可能性がある｡

数値実験によれば､これが実際に起きることが示された｡可逆性を保持するには､空間

のどこかで行列式の値が極端に小さくなった場合

e-0

と粒子ラベル変数をリセットを行う必要がある｡実際には

2-oifmin(det(∇A))≦E,

なった場合にリセットを行う､ここで Eは小さい正数である｡Eの値を変化させても､e

の振る舞いは定性的には同じであることが数値実験で確かめられている｡[OC2003]では､

渦のつなぎかえの現象が上のリセット現象によってとらえられることが示されている｡

この定式化では､eのリセットを行いながら､near-identity変換によってNavier-Stokes

流の発展を記述することになる｡そのリセット間隔から流れの小スケールについての時

間スケールを抽出することができるOこの解析方法は､乱流に関して応用することがで

きる｡

4 流体方程式の爆発の問題 (3次元)

4.1 Beale-Kato-Majda基準

Euler方程式の特異点発生を問題にするような大規模な直接数値計算においては精度保

証された計算法を利用する事は事実上不可能である｡しかし､数学解析から導かれた､い

くつかの判定基準が知られている｡数値実験結果を有限時間の発散を示唆していると解釈

するためには､これらの判定基準に合格することが必要になる｡そのうち､もっとも有名

な基準は次のBeale一加藤-Majda基準であろう｡[BKM1984]

Euler方程式の滑らかな解の存在は渦度の最大値によってコントロールされる｡

キ-となる不等式は s≧3に対して

IulHS(i)sblHs(0)exp(cexp(cL㌦頼 tI)dtI))

この定理は､もし特異点があれば､渦度の高階微分に隠れることはできないことを意味

する｡そして､特異点が発生する場合､渦度の増加する速さについて制限を与える :

-406-



｢渦運動力学の基礎｣

すなわち､LJ(i)-0
(t*-i)β

ならβ≧1である｡また､ ソボレフの補題

suplw(a!)i≦C恒IHs

より､もし爆発があるなら､H3ノルムが無限大になる｡エンストロフィーは爆発が起き

ても､(その時点では)有限にとどまるかも知れない｡

この定理の証明を理解するのに必要な予備知識を列挙しておく｡

｡ソボレフの埋蔵定理

u∈Hs(S>5/2)ならu∈C1ここで

帖 -(冒(1+fk･2S,."k,.2)1'2

･Galiardo-Nirenbergの不等式 (たとえば [DG1995】の付録参照)0

●Gronwallのレンマ

∫,¢が連続､¢が単調増加のとき

f(i)_<I(0)+ ¢(f(S))dsfort≦T

とする.9(i)を

の解とすると

雷-4(9),9(0)-I(0)

f(i)≦9(i), i∈[0,T].

4.2 渦度ベクトルの向き

非線型性の逓減が起きると､Euler方程式の場合には渦度の伸長に制限が加わる｡大雑

把に言うと､｢特異点近傍で特異点が発生する時間まで渦度の向きが滑らかに留まると仮

定すると､特異点は発生はしそうもない｣ことが知られている｡より正確には､以下の定

理がある｡

Theorem 4･1･Euler方程式の解の速度が i-Tまで有界で､かつ渦度の Lllocノルムが

有界､つまり

L-3supx
/yl<_L

lw(x+y)Edy< ∞

であるならば､渦度の向きEは t-Tまで一様Lipschitz連続となることはあり得ない｡
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Proof.lConstantin1994,CFM1996]を参照｡ 口

これを念頭におけば､もし渦度に特異点が発生するとすれば､その向き､すなわち渦線

は局所的に複雑な幾何学的構造を持ちそうである｡つまり､渦線の引き延ばしや､折り畳

みを繰り返した (大きなスケールから見れば)ギザギザした構造などが 1つの候補とな

る｡一方で数値計算において､時間発展の結果､精度が不足してしてくると場の構造が

ギザギザしてくることはよく知られている｡問題は数値実験だけから､こうして現れて

くる構造が､偏微分方程式の解の真の性質なのか､あるいは､数値計算上の単なる幻影

(artifact)なのか判断することが困難なことである｡

Beale一加藤-Majda基準では､渦度ベクトルの大きさのみを問題にし､向きを不問に付

したため L∞ ノルムが必要であった.上の定理は､向きを考慮することで､より弱いノ

ルムに関する条件に置き換えていることに特徴がある｡

局所的な相似解があったとすると､その特異点の強さは次のように制限される｡これは､

エネルギーの保存量を用いて､長さと時間の次元を読み変えることによって得られる｡

このことを示すためには 恒等式

LL)-P(LL))

(pはソレノイダル射影)から導くことができる不等式

suxp.再 (/･u(x,f2d x)1'2 (lp (i,,- 5′2 ,

ここで

Ip(i,-(忠 )読 ,帆 ≡SuiPy

である｡これより､渦度が

LJ～⊥ni*-i
の様に爆発するなら

lw(x)-LL)(y)I

Jx-ylp

(蒜 )

(i(i))~5/2dt-∞.

(0 <〃≦1)

(53)

つまり障)は l(i)∝(ま*-i)2/5ないし､それより速く0にならなければいけない.この

結果は､全エネルギーをパラメタ-とした次元解析による結果と一致する｡
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4.3 計算例

渦対を1個､2個､ないし6個用いることで､流体方程式の爆発解のモデルを作ること

が試みられている｡図4はこれらのモデルの概念図である｡

1 十 湯
Pumir-SiSSia,kTe什

---I-:-_i -: 濾 _=iri------fl:-:

図 4:渦対によるいくつかの爆発モデル

渦対モデル

反平行な2本の渦管の対は一般的な乱れた流れの中から自然に発生する傾向がある｡こ

の対の発生は自己誘導速度を考慮すれば理解することができる｡このような対は､特異

点形成の1つの可能性として研究されてきた｡この場合非線型性の逓減が起きてしまう｡

[ps1985,PS1987]において､Biot-Savartモデルを用いた渦管を基本とするEuler方程式

の数値計算が報告されている｡このモデルは有限時間で爆発することが数値計算で示され

ている｡

詳しくいうと､局所的な渦度が有限時間に無限に大きくなり､渦糸の長さも無限大に引

き伸ばされる｡エンストロフィーは有限のままである｡
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このモデルが Euler方程式のよい近似解を与えるのはある時間帯までしか確かめられ

ていないため､この結果をそのままEuler方程式の解の爆発と解釈することはできない｡

しかし､一般の流れにおいて反平行な渦度を持つ2本の渦管は自然に出現する傾向あるた

め､少なくとも前駆的な現象としては意味がある｡また､その後の発展が､非線型性の逓

減現象によりおとなしいものに変化するか否かを比較するための対象となり得る｡

渦糸法 (vortex鮎 mentmethod)という計算手法について基本的な考え方を説明する｡

【CK2000]

渦度が与えられば､速度はいわゆるBiot-Savart則から

u(x)-妄/R3
(x-y)×LJ(y)

匝-yf3
dy (54)

と決めることができる｡渦糸法では､この渦度を渦管の分布で

W(y)dy-Ileds

と置き換える｡ここで Sは渦管に沿った弧長で､rは渦管の強さ (循環)である｡また

e≡票

するとBiot-Savart則は

u(x)- 芸 /
(x-y(a))×e(a)

匝-y(S)l3
dβ

となる｡上の Biot-Savart積分を数値的に評価する1つの方法はカットオフを挿入するこ

とである

-r r (x(S)-y(S′))×e(S)
u(a)-i /lx(S)-y(S′)+J(S)2+C,(S′)2I3

局所的な渦管の体積が保存されるように

J(S)l芸=const.

d5/

とおくと1つのモデル (以下､Pu血トSiggiaモデルと呼ぶ)が得られる｡

渦糸法が流れを正確に表現するためには､コアの変形が小さいこと､および､コア半径

C'に比べて渦管の曲率半径rc､渦管間の距離pが大きいこと (グニヤグニヤしない条件)

が必要である｡

このモデルにおける解の爆発とは､コア半径がゼロになることである｡コアの時間発

展は

雷 -uIJ2地 dt
となる｡ここで

dlog(ぽl) r 1 r
max(p,J)p
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と見積もれば
dcT2- =L/-CIl
dt

が得られる｡この右辺の符号は負にとどまる可能性があるため､粘性がコア半径がゼロに

なることを防ぎ得るどうか明らかではない｡また､粘性がこのモデルの特異点を消去し得

る場合でも､その際のコア半径は

6- xp仁 const吉)

という著しく小さなものになってからであることが示されている｡あるいは､速度でい

うと

max困∝exp
(const;)

という程度に大きくなって初めて粘性が効果することに対応する｡これは速度の循環と動

粘性率が同じ次元を持っていることに起源がある｡

一方､拡張された粘性 (超粘性)項 -I/(-△)1+ckを考えると事情が全く異なる｡この

ときは､コアの時間発展は
dcr2 1//- = - - Crdt J2α

と見積もることができる｡､第 1項は常に非常に大きいので､右辺は正となり､特異点は

発生しないことが示唆される｡

証明こそないが､Pumir-Siggiaモデルが爆発することは､数値実験結果からほぼまちが

いないであろう｡しかし､実際のEuler方程式の流れ場のシミュレーションによれば､コ

アの変形のため､非線型性の逓減が起きる｡このため､このモデルの解の爆発は必ずしも

流体方程式の解の爆発を意味しない｡実際､PumiトSiggiaモデルでは

p2 1(X
20･2〉~const+log(crl)

となることが示されており､これは数値実験とも一致する｡ゆっくりとではあるがこの比

は減少し､最終的には0となる｡コア半径に比べて渦管間距離が小さくなることは､渦糸

法の破綻を意味する｡

たとえば､[ps1990]は渦対の必要に応じてメッシュを細かく更新する数値スキームを

用いて､(Biot-Savartモデルではなく)流れ場としての数値実験を行った｡そこでは渦度

は最終的には時間の指数関数程度で増加することを報告している｡つまり､これは爆発が

起きないことを示唆している｡一方､類似の計算を行った 【Kerr1983]は有限時間での爆

発を示唆する結果を報告している｡そこでは初期値の作成時に適当なフィルターを通用す

ることの重要性が指摘されている｡

有限時間での爆発に導くような強い渦伸長が持続するか否かについての数値実験結果は

議論があり､結論は未だ確定していないように見える｡
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Mo鮎ttモデル

上で述べた､渦対の時間発展では一般にコアの変形が無視できない可能性があるため､

長時間後のモデルがEuler方程式のよい近似になるか否か不明である｡そこで､コア変形

が弱くなるような流れを､いくつかの渦対を並べて実現しようとする試みがある｡

ここで取り上げるモデルは､90度ねじれた配置をもつ､2組の渦対の正面衝突現象で

ある｡読者は､各渦対が互いに他方の渦管を伸長する誘導速度を持っていることを確認さ

れたい｡

このモデルでは､コア半径と渦管間距離の比が定数であることが仮定されている

β
--const.
0'

これは､NavieトStokes方程式の爆発解のモデルとして考案された｡このモデルの基礎と

なっているのは､外力項として平均流を伴ういわゆる Burgers渦の厳密解である｡軸対

称座標系 (r,4,,I)において

U-(一芸7(i)r,0,7(i)I)
という形を持つ平均流 (7(i)-C(t*-i)-1,C>o)によって渦度

LJ-(0,0,LJ(r,i))

が引き伸ばされるとき､その時間発展は方程式

; -% ;(r2u)I;;(r; )

によって支配される｡簡単のため初期値

W(r,o)-U｡exp(-r2/602)

を考えると､その循環はr≡7TLJo6.2である｡解は

u(r,i)-
(C-1)r (C-1)r2

(55)

(56)

となる｡初期値の条件から

C-1+筈 ,1

となる｡渦度が有限時間で爆発する理由は､外力項の爆発のためだが､逆に､外力項が爆

発しても必ずしも渦度の爆発が伴うとは限らない｡[Mo鮎tt20001では､この解を少しだ

け非軸対称な場合に拡張した上で渦対の衝突の問題に応用している｡

初期時刻 t-Oに x- -a,y-士bに循環 士Ilを持つ渦対を､また x-a,I- 士b

に循環 士Fを持つ渦対を置く｡するとこれら2組の渦対は原点に向って並進を始める｡

[Mo鮎tt2000]では相似性の仮定
b(i)

布 =S
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の基に0.92< 5< 1.15である場合､爆発が起きる可能性が指摘されている｡

2組の渦対が緊密な相互作用をする微小嶺域では局所相似解が実現されると仮定 (内部

解)し､より広い領域で成り立つ正則な外部解と滑らかに接続できると考える｡このよう

な解を具体的に求めることは難しいが､内部解が満足すべき接続条件 (必要条件)を考慮

することはできる｡

2組の渦対が､互いに近づき相互作用することを基に考えられたこのモデルにおいて､

渦対には捻じれが生じるが､近接相互作用の結果解が自己相似的に振る舞うと仮定する｡

そうすると､速度は

u(x,i)-
ただし

a(X･∇xU十U)十U･∇xUニー∇xP+U△xU

となるOまた､渦度

W(x,i)-言古 o(x)

の満たす方程式は

∇xx((U+aX))+L/△x0 -0

(57)

(58)

(59)

(60)

となるolLeray1934】この方程式を満たす外部解 n(x)を求めて接合漸近展開 (matched

asymptoticexpansion)の手法で内部解 W(x)と､整合性を保つように

Iim fl(X)= liiJT ｡LJ(x,i)rXIー∞

と接続するo外部の境界条件としてn(X)cxIXI-n(lXl- ∞)を考えると､すべてのx

について

lil)(x,i)l cx:

1 1

(2a(t*- i))ll n/2回n
となる｡ n <2の場合､t→ t*のとき､内部解が定義されているすべての点で渦度が有界

ではなくなるon>2なら､ま→ t*のとき､内部解の定義されているすべての点で渦度がO

に収束する｡いずれの場合も不合理なので､興味があるのはn=2の場合のみであるoこ

の場合の速度場に対する境界条件はn(X)可 Xr2,U(x)cx:lXl~1となる｡[NRS1996]

によれば U(x)が L3(R3)に入っていれば U ≡oとなる｡上の n -2の場合はこれ

にはギリギリのところで入っていなかった.しかし､後の [Tsai1998]によって U(X)が

3<q<∞ なるLq(R3)に含まれる場合にも､ U≡0であることが示されたOしたがっ

て ㍑-2の場合に想定された上記のモデルはこのままでは通用しない｡【Mo鮎tt2001]

pelzのモデル

上に述べた非線形性の逓減効果により､一般の初期値から発展したEuler方程式の解で

は､渦構造の出現により､渦度の伸長効果がある程度抑制されてしまう｡そのため数値計
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算の精度が保たれていると考える時間帯で､有限時間での爆発を明確に示唆する数値解を

得る事が難しくなる｡

pelzのアイデアは､方程式の時間発展で保存するような空間的対称性をもつ流れをとり

あげ､この拘束によって非線形性の逓減を阻止しようとするものである｡もともと､Kida

によって見出された周期境界条件下における高対称流に端を発する｡KidaらはNavier-

Stokes方程式に従う乱流に興味を持っていた｡Boratavらは この流れのEuler方程式の

数値計算を実行すると､原点近傍に大きな渦度を持つ6組の渦対が近付いて来ることを見

出した｡[Pelz1997,Pelz2001aト また [GP2000,Pelz2001b]も参照｡

この挙動をつぶさに観察するため､彼は渦糸法(vortexfilamentmethod)という計算手

法を用いて数値実験を行った｡Pelzは一般には曲った渦管を､区分的な円柱渦管で置き換

え数値計算を行った｡断面は楕円と仮定することで､コアの円形からのずれを考慮した｡

彼の計算では､渦管の曲率半径はコア半径より大きく保たれ､時間の最後まで渦度分布は

円柱状に近いものになっている｡このことから､上の近似が妥当なものであることが示唆

されている｡これは､上で述べた､コアの形が偏平になってしまい非線型性の逓減が起き

ている､渦対の計算例と大きく異なる点である｡初期条件の選択に特徴がある｡原点近傍

で6対の渦管が対称的に配置され時間とともにこれらが原点にむかって進む｡爆発解の特

徴有限時間で､これら6対の渦は原点に収縮する｡

その際､解の時間発展が自己相似性を持つことを発見した｡その空間スケールは (t*-i)I/2

と求められた｡この指数はNavier-Stokes方程式の自己相似性を努努とさせるが､偶然の

一致かもしれない｡

このような対称的な渦の配置が実際に爆発することの証明はないし､この様な流れが

一般の初期値から自然に形成されるとは考えられない｡また､エンストロフィーの特異性

はあまり強くはない乱流の発生､ないしその間欠的な構造とは関係が深いとは思えない｡

しかし､とにかく爆発する1つの候補が得られたことは注目に値する0

5 流体方程式の爆発の問題 (2次元)

5.1 Euler方程式

(I,y)平面内の流れ u- (ul(I,y),u2(I,y),0)を考えると､渦度は LJ-(0,0,u)となり

この平面に垂直となる｡このため 伸長項-ゼロ､つまりL.)･∇u≡0という著しい性質を

もつ｡
∂u
百 十u･∇LJ=0 (61)

この渦度の保存から､滑らかな解がいつまでも存在することが証明できることが知られて

いる｡これは業界では周知の事実だが､自明なことではない｡(詳しくは [RS1978]にあ

る文献を参照のこと｡あるいは､上で述べた BKM 判定規準を認めればただちに分る｡)
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2次元Euler方程式とは異なる､興味深い2次元流体力学の方程式も幾つか知られてい

る｡渦度が保存しないことが､これらの方程式に共通する重要なポイントで､このため数

学的には解の爆発が起きる可能性が残されている｡また空間次元が低い分､数学解析に都

合がよいことが多い｡この2点が最近この種の方程式が盛んに研究されてきた動機であろ

う｡以下はその例である｡

流れによって運ばれるスカラー βを考え

∂β

房 +u･∇0=0

これが､一般に流れ場の時間発展に影響するものとする

aLJ
有 +u･∇u-F(0,∇0)

このフィードバックのため､(‖まアクティブスカラーと呼ばれる｡

(62)

(63)

5.2 磁気流体力学方程式 (MHD)

2次元磁気流体力学は､スカラー渦度 W(a,i),磁気スカラーポテンシャルa(x,i)によっ

て書き表せるob-∇⊥a-(aya,-axa),jニー△aそれぞれ磁場､電流である.基礎方程

式は

聖 =(b･∇)i,Dt

里望=o
Dt

あるいは後の式は
Db

757-(b･∇)u
とかいてよい ｡これは アクティブスカラーaに対して

F--(∇⊥a･∇)△a

(66)

という選択をすることに対応する｡

この方程式系の数値計算については､いくつか報告がある｡最近の高精度計算 [GM1998]

によれば､電流△αは高々時間の指数関数程度で増加することが報告されている｡つまり

爆発は起こりそうもない｡

この種の結果を受けて､数学解析によって解の正則性を証明しようと試みがなされてい

る｡BKM的規準は､3次元の場合を含めて [CKS97]に導かれている｡2次元の場合の基

準は次のようになる.i-Tで爆発が起きるなら

(=刷∞+lLjHl∞)di-∞
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でなければならない｡この積分が､実際有界にとどまるか否か理論的には分っていない点

は3次元Euler方程式の場合と同様である｡

一方､数値実験結果を参考に流れのパターン仮定することで､特異点形成のシナリオ

を仮定し､その可能性を吟味する研究がある｡例えば､【Klapper1998】では磁場のゼロ点

に付加条件を加えて､また､[CM2000]では､双曲的サドルの場合に正則性を示している｡

他のシナリオでの解の爆発の有無については答えていないが､部分的な正則性の結果とし

て意味がある｡

5.3 Boussinesq方程式

アクティブスカラーと‖ま温度である｡基礎方程式は

望 = O ,

Dt

で､渦度は保存されない

Du---∇p+Dt
DLJ aO

Dt ∂x'

(67)

(68)

(69)

この方程式の場合は

F-蛋
という選択に対応する｡

数学解析の第1歩としてBKM的規準は [ES1994ト [CN1997]によって導かれている｡も

しt-Tで特異点が発生するなら

かつ

LT

LTLt

fLA)l∞(i)dt-∞

lOxl∞(a)dsdt-∞

でなければならない｡この系は3次元軸対称流と軸を除いてほとんど同型の方程式であるた

め､多くの興味をもって研究されてきている｡数値実験の報告としては[PS1992日ES1994]

などがある｡最近の高精度の計算からは､正則性を支持する結果の報告が多いようであ

る｡しかし､爆発の有無については､数値計算結果の解釈のレベルでもまだ確定していな

いようである｡[TMMY2001,Ohkitani2002]
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aO.∂(0,4,)∂
∂t' (I,y)

=0

u-(-△)~1/2∇⊥β

5.4 準地衡近似方程式

これは､渦度方程式の形に書くこともできるが､上の方が分りやすい｡

この系は､3次元Euler方程式のBiot-Savart則と類似する構造的な特徴を2次元で実

現している｡

数値計算としては､最初にこの系の爆発問題をとりあげた 【CMT1994]ですでに報告が

ある｡そこでは､有限時間での発散を示唆する結果が報告された｡ その後､より精度の

高い数値実験によって 【OY1997ト [CNS19991で温度勾配は時間の2重指数関数で増加す

るという解釈が報告された｡このことは､温度勾配は非常に急成長するが有限時間で爆発

しないことを示唆している｡Super-exponentialな成長は有限時間における発散を意味し

ないことは言うまでもないが､このことを物理的に意味のある系で実現する､教訓的な例

である｡

数学解析としてBKM 的な規準は [CMT1994]にある｡

温度がサドル構造を持つ流れでは爆発は起こらないことが [Cordoba98]で証明された｡

粘性拡散項がある場合の流れの正則性は [CW19991にある｡

こうしてみると､スカラー渦度が保存しない流体方程式の研究において､相似性や流れ

のパターンなどを仮定して解の爆発を排除する議論がなされていて､これらの条件を取り

除く努力が現在も行われているようである｡

5.5 ストレッチ解

3次元空間において(x,y)平面上 [0,27T]2の街域で周期境界条件を課し､Z方向には無限

領域をとる｡そのとき

U(I,y,I,i)-
∴ (

u(I,y,i)

V(I,y,i)

zT(I,y,i)

という形の Euler方程式の解のクラスを考える｡2次元的な速度

u(I,y,i)-(u(I,y,i),V(T,y,i))

および,渦度は

U(I,y,i)-芸 一覧 ･
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である｡これらの変数､およびストレインTは以下の偏微分方程式を満足する｡

au
有 +u･∇u=-∇p,

∂〟
有 +u･∇LJ=Tu,

霊+u･∇7--72+2(72)･

ここで ( )≡赤 Idxであるoまた､divuニーTであるため､2次元的には速度は非

圧縮性を持たないことに注意を要するoLagrange的に見れば方程式 (74)は小こついて閉

じている｡その右辺第2項を無視すれば､7が有限時間で負の無限大に発散する解がある

ことは明らかである｡第2項は､空間積分を含む非局所的な項でこの単純な爆発メカニズ

ムを抑制する働きをもつ｡この競合の結果､解の発展は自明なものではなくなるため､こ

の点を理解すべく､擬フーリエ ･スペクトル法を用いた直接数値計算が [OG2000]で行わ

れた｡そこで取り上げられた初期条件は

70-Wo-Sinxsiny

である｡最大で格子点数20482までの計算を行ったところ､7の最小値は有限時間で -∞

へ発散することを示唆する結果が得られた｡その発散時刻はおよそ t= 1.4と見積もら

れた｡

この計算結果をふまえて､[Constantin2001】ではこのクラスの解で爆発することが証明

された｡これは変数変換により特性曲線法に帰着することが基本的なアイデアである｡こ

こではその証明のスケッチを述べる｡まず､

芸 +V･∇¢ニー¢2,

∇･V--4･+(¢),(¢o)-0･

という補助的な問題を考える｡そして6-¢(x,7-)-(4,)と定義すると

∂∂
百 十V･∇6--62十2(6)-2(i)6･

(75)

となる.ここで､変数変換 (a,T;V,6)- (x,i;u,7)を施せば､上の (74)に帰着する.

芸 -exp(-2LT(i)ds),"0)-0,

7(x,i)-eXp(2LT(4)ds)6(x,T),

u(x,i,-exp(2LT(i)ds)V(x,,)･
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このことから､Tの方程式はLagrange的に積分可能となり､最終的な結果は

7(x(a,i),i)-α(T(i))

α(T(i))-

(4,(T(i)))-

To(a)
1+71(i)To(a)

da
- 丁(t,,)),

1+T(i)To(a))
-2

To(a)da
(1+T(i)To(a))2

da

1+T(i)To(a)

(76)

となる｡

さて､数値計算によって得られた爆発の起きる時刻は正しいものであったのだろうか｡

このことを確かめるために

exp(-L'(i)(S)ds)-

を計算する｡今の初期値に対しては

L2汀dxL2打dy
を求めればよい｡第 1種完全楕円積分

〟(丁)-.∫

〟-ん
.

1

両

H

U

E
i
i-

α

iH
l

柑
u

O

′
の

T

T
+H

H

1+TSinこrSiny
T/2 dy

V/1IT2sin2y)

を用いると､時間変数の変換は

dt
右 芸 (K(T))2 ,

ここで t(0)-0となる.この常微分方程式を数値的に積分すればi(1)-1.41729…が得

られる｡この値は数値解の発散時刻に極めて近く､数値実験が正しく行われていたことを

意味する｡なお､厳密解によれば解の爆発が起きるとき､Tの最小値が -∞ に発散する

のみならず､同時にその最大値も∞ に発散することが分かる｡この解のクラスの爆発の

別証明としては [Malham2000]がある｡この解のクラスは後に､磁気流体力学の場合にも

拡張された｡[GO2001]数値実験の結果やはり､有限時間で解の発散が起きることを示し

ているOしかし､この場合 (2つの方向に進む Alfven波に対応して)特性曲線は2種類

あるため､上で述べた方法はそのままでは適用できない｡BKM判定基準を拡張した定理

は得られているが､爆発の証明はなされていない｡

6 Cordoba-Feffermanの理論

この理論は流体力学方程式の性質を深く用いて得られた結果ではない｡しかし､非圧縮

な速度で流されるスカラーや構造に対して広く成り立つものなので知っておく価値はあ

ろう｡
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6.1 2次元アクティブスカラー

渦度が保存されない流体方程式では､滑らかな初期条件から発展する流れに特異点が発

生する可能が残される｡これを完全に排除することは一般に難しいため､次善策として､

数値実験などの観察からもっともらしい特異点発生のシナリオを想定し､そのシナリオが

爆発に繋がるか否かを解析的に研究する立場がある｡

ここでは､そのような取り組みの1つとして2次元のアクティブスカラーの問題を取り

上げる [CF2002a]｡

スカラー場に対するレベルセット (等高線)に注目するoO≦t<T となる時間 壬に対

して､2つのレベルセット

Il土 -((xl,x2)匝2-fi=(xl,i),Xl∈[a,b])

を考える｡ここで

fj=∈Cl([a,b]×[0,T]),

f-(xl,i)<I+(xl,i),∀xl∈[a,b],i∈[0,T]

である｡r土は定義により流体と共に動く

芸(I- x2)-0,
つまり

u2(xl,x2,i)- ul(xl,x2,i)+
∂fj=(xl,i) ′ 八.∂fi(xl,i)

().J･1 ~‥､､▲■､~‥′一 功
atx2-fj=(xl,i)

が成り立つoここで t-Tで Sharpfrontをなすというシナリオを考える｡これはrj=が

合体して

tlimT(f･(xl,i)-f-(xl,i))-0,Vxl∈la,b],

げ 十(xl,i)-I-(xl,i))I< ∞ ∀xl∈[a,b],t∈[0,T)

となることである｡(図5､6)

さて､このシナリオを吟味するため､最大速度

U(i)≡suplu(xl,x2,i)h ∈[a,b],上(xl,i)≦x2≦I+(xl,i)

を定義する｡

定凱 2-筈 より明らかに

等 (xl,i)-蛋 (xl,fi(xl,i),i)

が成り立つ｡これに注意すると以下のことが示せる｡
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士<丁

⇒

壬=T

図 5:2Dスカラー爆発のシナリオ

子<丁

図 6:2Dスカラー爆発のシナリオ

Theore- 6･1･IoTU(i)dt<∞ であるならば t-Tまで sha,pf,ontsは発生しない｡

Proof･背理法によるoi-Tで Sharpfrontができたとして､次の面積を考える :

A(i)≡
.∫
!申)

(i)
(f+(xl,i)-I_(xl,i))dxl

ここで､仮定により適当な t*∈[O,T)に対して

a(i),5(i)∈[a,b],Vt∈[t*,T)

を選んで

a (i)-a+ ItT sup lu (x l,x 2 ,a)ld s ,

6(i)-b- jF suplu (x l,x 2 ,a )陣 .
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a 2 /

図 7.･面積 A(i)

とすることができる事を用いた｡

supは､xl∈[a,b],f_(xl,i)≦x2≦f+(xl,i)の条件下でとるものとする｡さて､面積

A(i)の時間変化を計算すると

-U(i)(i.(6(i),i)-i_(6(i),i))+U(i)(f.(a(i),i)-i_(a(i),i))
≡∂(5)>o ≡∂(丘)>0

II(bt',t'孟(f･(xl,t,-f-(xl,i))dxl

-[4,(xl,f.(xl,i),tト 4,(xl,I-(xl,i),i)]:(ltta(i)

(I+(xl,i)-I_(xl,i))
∂4,(I,r7,i)

この最後の項は､

-(f+(a(i),i)-I_(a(i),i))ul(a,r7(a),i)-
-6(a)

したがって

(f'(6(i),tトf-(6(i),i))ul(6,7(6),i)I
-∂(b)

dA
--(U(tト ul)6(6)+(U(i)+ul)6(a)≧0,∀t*≦t<T.
dt ､一一一′- .′ }

>0 >0
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/b(I+-f_)dxl≧A(i)≧A(t*)>0･

tー T-0のとき

これは､i-TにおけるSharpfrontの形成に矛盾する｡ ⊂]

さらに Cordoba-Fe庁ermanは､この結果をより精密にし､スカラー勾配の成長を評価

する研究を行った [CF2002b】｡

0(xl,fp(xl,i),i)-a(p)

となるレベルセットを

x2-fp(xl,i)forxl∈[a,b],fp∈C1([a,b]×【0,r])

と書こう｡

Uniformcollapseとは2つのレベルセットがある有限区間でi- t*のとき

fp2(xl,i,-fpl(xl,中 震 Lb(fp2(xl,i,-fpl(xl,i,,dxl

となることである｡

Frontの厚みを6(xl,i)≡ Efp2(xl,tト fpl(xl,i)Jと定義するosemi-uniformcollapseとは

min6(xl,i)≧cmax6(xl,i)fora≦xl≦b,∀t∈【0,t')

となることである｡

Theorem 6.2.準地衡近似方程式では､厚みは

6(i)>exp(-exp(At+B))

となる｡

Theorem 6.3.2次元 Euler方程式では､厚みは

6(i)>exp(-(At+B))

となる｡

証明は､原論文を参照のこと｡

- 423-



大木谷 耕司

6.2 渦管のシナリオ

以上の､2次元のアクティブスカラーの理論は､3次元流体にも拡張されている｡そこ

では､断面積が時間と共に収縮する渦管が､特異点形成の候補となるか否かを検討してい

る｡【CF2001]

Theorem6･4･非圧縮な速度u(x,i)によって移流される､正則な渦管を考える｡I.Tluldt<

∞ であるならば t-Tまで渦管の体積V(tHま

tliTm_｡V(i)>0

を満たす｡

したがって､有限時間で渦管の断面積が0となり､線分になってしまうことはあり得な

い｡証明は上の2次元の理論と類似しているので､ここでは省略する0

7 付記

ここでは触れることができなかったが､渦運動力学の関連する問題として､Contour

dynamics,Birkhoff-Rott問題などがある｡これらについては[Majda1991,Constantin1994,

MB2002]などをご覧ください｡

原稿に関して､有益なコメントをいただいた､松本 剛氏､武末 真二 氏に感謝します｡
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