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【研究の目的および概要】

解析学の研究に於いて，図形（集合）の性質を調べることはしばしば本質的な結果を生みます。たとえば，ある
エネルギー汎関数の最小化関数の不連続性集合やフラクタル図形です。本研究の目的は，これらの図形（集合）に
ついての解析的性質を追及することです。不連続性集合とフラクタル図形はその Hausdorff次元が1であるか，1よ
り真に小さいか，によって本質的に分類され，目指す目標も大きく異なってきます。 簡単にそれらの目標を述べる
と次のようになります。
［1］不連続性集合の解析

変分問題に於いて現れる不連続性集合にはさまざまなタイプがありますが，本研究で特に目的とするのは関数の
不連続性集合と，一階導関数の不連続性集合です。前者はイタリア学派によって構築された特殊有界変動関数か
らなる SBV 関数空間上で定義されるエネルギー汎関数の値を最小化する関数に対する不連続性集合です。後者は，
一階導関数の不連続性集合は関数値が正である領域の境界として捉えることができるため自由境界と呼ばれていま
す。
［2］フラクタル図形の解析

力学系のエルゴード理論的性質はPerron-Frobenius 作用素のスペクトルによって特徴づけられます。そこで，具
体的な力学系に対して，Perron-Frobenius 作用素のスペクトルを求める方法の研究をこれまで進めてきました。そ
の方法は，力学系に対応する生成関数を定義し，それに対する再生方程式を構築することで，Fredholm Matrixと私
が呼んでいる行列 Phi（z）を定義します。この行列の行列式はnuclear作用素のFredholm determinantと類似の性質
をもちます。
［3］代数的手法による高次元連分数の研究

おもに以下の2つの方向での研究を目指す。
（a）高次元連分数の新しいアルゴリズムと数論（不定方程式，代数体の単数，ディオファンタス近似等）への応用
（b）進化した3次元ビリヤード列の複雑度

【研究の結果】

［1］自由境界を生じるタイプの，特性関数項を含むエネルギー汎関数のエネルギー勾配流について研究を進めま
した。その方法として，特異性をもつ特性関数項を滑らかな関数によって近似し，それによって考えられる放物型
偏微分方程式の解の族に対して，一様連続性評価を求めることにより近似指数を0に近づける方法と，特性関数項
を滑らかな関数によって近似すると同時に，時間変数を離散近似することにより離散化エネルギー汎関数を定義
し，そのおのおののエネルギー最小化関数の列において，まず特性関数の滑らかか指数を0に収束させたときの極
限関数の族を構成し，次に時間変数の離散近似指数を0に収束させる方法です。前者はすでに Caffarelli，Vazquezら
によって証明されています。これに対して本申請に基づく研究により，後者の方法によって空間方向のリプシッ
ツ連続性，時間変数に関するヘルダー連続性の，諸指数に寄らない一様評価が得られ，その結果特性関数の近似指
数及び時間変数の離散化指数をそれぞれ0に収束させることにより，一様収束極限として generalized Minimizing

movementの構成に成功しました。
［2］高次元の力学系に対して，Perron-Frobenius作用素のessential spectrum半径が，力学系のリアプノフ数から
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得ら円の半径に等しくなる新しい例を２次元のときに作ることには成功しました．同時に，この新しい例を用いて
２次元の良い性質を持つ乱数である新しい low discrepancy sequenceの構成にも成功しました。
［3］（a）任意の各 S（1以上）に対し，S次元の連分数のアルゴリズムからなるクラス C（S）で，Sが2以上のとき
C（S）は無限集合，C（1）は通常の単純連分数のアルゴリズム1個からなる集合となるような自然なクラスをまっ
たく新しい方法で与えました。

（b）進化しないビリヤード列の場合，2次元のときは Sturm 列になることはMorse-Hedlund の古典的結果と
してよく知られています。3次元のときは Rauzy の予想，4次元のときは筆者の予想があり，Baryshnikov によって
一般の次元で肯定的に解決されています。退化したビリヤード列の複雑度は方向に依存するという困難があり研究
されていない（と思われる）あるクラスの進化したビリヤード列の複雑度に関する結果を得ました。

【研究の考察・反省】

［1］研究の結果に於いて述べた Minimizing movement の構成の証明に於いて，帰納的に定義されるエネルギー最
小化関数の，特にエネルギー最小化を用いることが不可欠である点がこの結果の特徴と考えられます。しかしまだ
この特徴が，存の結果として得られているCaffarelli Vazquez らの解に比べ，エネルギー最小性の priority がどのよ
うに現れるかについて明確な結論が出ておらず，その解明が今後の研究の興味の対象になります。主に凸関数につ
いての考察が，イタリア学派のAmbrosio を中心として知られていますが，本研究で扱うエネルギー汎関数には，特
性関数項のため凸性がありません。この理由から一般論の直接の適用は難しくなります。そこで，凸性を仮定した
議論に於ける誤差評価や，Minimizing movement が一般距離空間上で構築される Curves of maximal slope であるこ
との証明を精査し，そのテクニックを学ぶことで，エネルギー勾配流として自然な性質を導出していくことを，今
後の主な目的とする予定です。また今年度の研究では，自由不連続性集合の時間発展に伴う考察はほとんど手がつ
けられませんでした。この問題は，1階導関数の指数（growth）が1の問題であり，Dirichlet積分を扱う場合と異な
り，空間も通常の Sobolev 関数空間ではなく，導関数が測度として存在するような有界変動関数の空間での解析が
必要になります。現在，この理論の知識導入を進めております。また，この2年ほどで growth が1の場合に適した
Curves of maximal slope の理論がイタリアの Dal Maso らによって構築されつつあり，フラクタル図形の時間発展，
エネルギー勾配流の研究 rate independent flowsが進められているという情報を得ました。その知識導入も込めて，
次年度に向け，Minimizing movement method による自由不連続性集合の解析にも着手していきたいと考えていま
す。
［2］研究の結果に於いて述べた成果を発展させれば，一般の高次元の場合にも拡張可能であると思われます．こ
のことについて，これからも研究を発展させていく予定です。
［3］素因子に関する付値の列は Toeplitz 列である，という予想をたてることができた。有理関係式による回帰列
に関する予想（あるいは結果）はないと思われます。

C(S)の特別の元として，3次（4次）の代数体に有効なアルゴリズムを含んでいるかどうか，今のところ謎であり，
さらに数ヶ月，数年の計算実験を要すると思われます。

【研究発表および成果】
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