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研究テーマ
• 偏微分方程式論
• フーリエ解析・調和解析

研究テーマの概要
専門は偏微分方程式論です. 主に数理物理に現れる非線形偏微分方程式を扱っていますが, 特に非
線型シュレディンガー方程式を代表とする非線型分散型方程式や, 非線型波動方程式を関数解析的手
法を用いて研究しています. このクラスに属する方程式の代表的なものとしては, 基本的なモデルで
ある波動方程式, クライン・ゴルドン方程式, シュレディンガー方程式の他, 弾性波動方程式 (地震波
の伝播), アインシュタイン方程式 (宇宙論), KdV 方程式 (浅い水面波) 等があります.

一般に非線型偏微分方程式は与えられた条件（初期値, 境界値など）に対し解を具体的に求めるこ
とは難しいため, まず関数解析的手法を用いて解の存在や一意性などを考察し, その後解の定性的性
質（滑らかさ, 漸近挙動など）を調べるといった形で研究がなされます. 特に, 分散型方程式や波動方
程式の解の性質を捉えるには, フーリエ解析・調和解析を駆使した解析が必要となります.

最近は波動写像や調和写像分散流（シュレディンガー写像）といった幾何学的背景をもつ方程式に
興味を持って研究しています. これらはそれぞれ波動方程式, シュレディンガー方程式を多様体間の
写像に対する発展方程式として拡張したものと見なせますが, 値をとる多様体の性質が解の時間大域
挙動に影響を与えることが予想されるなど, 幾何と解析にまたがる問題を含む興味深い方程式となっ
ています.
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学生へのメッセージ
博士前期課程における少人数クラスでは, 非線型波動方程式及び分散型方程式の解析, 及びそれら
に関連するトピックを主なテーマとします. 偏微分方程式論, 関数解析, フーリエ解析・調和解析に関
する基本的なテキストを読むことから初めて, テーマに関連する専門的な論文を読みこなすことが出
来るようになることを目標としたいと思います. 少人数クラスで扱うことを考えているテキストとし
ては,
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等があります. 少人数クラスを受講するにあたっては, ルベーグ積分, 関数解析に関する基本的知識が
望まれます. 知識が不十分な場合は, 例えば下記の文献等について, 必要に応じて少人数クラスと平行
して学習することが期待されます.
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尚, この分野の解説として, 下記のものがありますので参考にして下さい.
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また, 多元数理科学研究科では, ほぼ毎週専門家の先生をお招きして名古屋微分方程式セミナー
(http://www.math.nagoya-u.ac.jp/∼jkato/NDES/index.html) を開催していますので, 少人数
クラス受講者はこのセミナーにも出席することが望まれます.


