木村

芳文

(きむら よしふみ／ KIMURA, Yoshifumi)
研 究

室

多元数理科学棟 401 号室

教授

(内線 2819)

電子メール

kimura@math.nagoya-u.ac.jp

所属学会

American Physical Society, 日本物理学会, 日本数学会, 日本流体力学会

研究テーマ
• 理論および数値流体力学
• 渦運動と乱流
• 地球流体力学

研究テーマの概要
流体力学における様々な問題に対し，解析学的，幾何学的考察と数値解析的手法を組み合わせて新
しい知見を得ることを研究の目的としています．流体の速度場の時間空間変化は Navier-Stokes 方程
式（或はその非粘性極限である Euler 方程式）と呼ばれる非線形偏微分方程式で記述され，その解析
には無限次元力学系としての取り扱いが必要になります．一方、流れの中には渦や波のような安定な
構造（素励起）が存在し，それらが互いに相互作用を及ぼし流体の運動やそのエネルギーの散逸など
に影響を与えています．そのような構造が乱流などの複雑な流れの統計性にどういった役割を果たし
ているのかなどの問題に興味を持っています [7] .
右図は２次元の Navier-Stokes 方程式を周期境界条件の下
で擬スペクトル法を用いて積分し、ある時刻における渦度
（青：時計廻り、赤：反時計回り）の等高線を図示したもの
です．領域内に多数の渦度の集中した領域（渦）と引き延ば
された筋状の渦度領域が観察されます．もし渦度が非常に強
く集中している場合にはそれぞれの渦度領域をその中心に
δ 関数的に渦度が集中したような渦で置き換えるモデル（点
渦モデル）を考えることができるでしょう．N 個の点渦の
図 1: ２次元乱流における渦度の等高線
運動方程式は常微分方程式系で与えられ，自由度 N のハミ
ルトン系を構成します．点渦の運動を含めた２次元の渦運動を一般の曲率を持った曲面上に拡張し，
その上での流体の運動に興味を持っています [2] .
一方，空間の次元が３次元になると流れの舞台は大きく変化し
ます．３次元の問題としてはスーパーコンピューターを使っての
大規模並列計算による Navier-Stokes 乱流の解析も行なっていま
すが，そこでも渦や波といった構造の役割に注目しています．左
図は３次元の渦糸ソリトンの周りを運動する粒子が描く軌跡を図
示したものですが、軌跡が渦糸に絡み合ったトーラス面を構成し
ていることが分かりました [4] . ３次元では流れの自由度は格段に
大きくなり，渦運動とそれによる流れも大変複雑になることが分
図 2: 渦ソリトンの周りを運動する
かります．空間の次元に関係して興味を持って研究していること
粒子のつくるトーラス [4]
に大気や海洋の運動を研究する地球流体の問題があります．地球
流体の舞台は地表付近の薄い球殻でその流れは２次元と３次元の
中間的な性質を持っています．そこに密度成層や回転の効果が加わって複雑な運動が実現されます．
そういった地球流体乱流のエネルギー減衰率やスペクトルの問題について大規模数値計算を基に考察
を行なっています [1] ．

その他，流体力学の数理科学的な問題として (1) 渦衝突と流体方程式の特異性の問題 [5] , (2) 流体
方程式の可積分性と保存量の問題 [6] などにも興味を持って研究を行なっています．
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学生へのメッセージ
少人数クラスのテーマは,「微分方程式の数値解析 — ソリトン方程式と流体方程式—」で, 参加
者の興味に応じてソリトン方程式, あるいは流体力学の基礎を学び, それらを数値解析を通して実感
してもらうことを目的としています. 数値解析については初歩から解説することとし、常微分方程式
の数値積分から始まって、熱方程式、波動方程式などの数値解析を通して, １年間で 1 + 1 次元のソリ
トン方程式, あるいは簡単な流体方程式の数値積分ができるようになることを目標にしています．少
人数クラスのテキストとしては例えば以下のようなものを考えています．
1. 『流体力学 前編』今井 功 裳華房 (1973).
2. 『流体力学』巽 友正 培風館 (1982).
3. 『乱流力学』木田重雄，柳瀬眞一郎 朝倉書店 (1999).
4. 『ナヴィエ-ストークス方程式の数理』岡本 久 東京大学出版会 (2009).
5. 『非線形波動』和達三樹 岩波書店 (1992).
6. 『非線形波動とソリトン』戸田盛和 日本評論社 (1983).
7. Vortex Dynamics, P. G. Saﬀman, Cambridge University Press (1992).
8. Wave interactions and fluid flows, A. D. D. Craik, Cambridge University Press (1985).

流体力学の研究は応用数学, 理学, 工学にまたがった広い分野で行なわれています. 研究を進めて行
く上では様々な流体現象に興味を持ち, その奥にある数学的, 物理的な「理」を追究していくことが
大切だと思います．流体力学を通して数学をより幅広く勉強したい人の他，コンピューターを使って
数学を考えたい人や後期課程に進んで研究を続ける意欲のある人なども歓迎します．

