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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
形状記憶合金の熱弾性と擬弾性の方程式について吉川([Y])が、流体力学方程式について三浦([M])が、弾性曲

線の問題について岡部([O])が研究を行い、以下の結果が得られた。 
[Y] (1) 多次元の熱弾性型の形状記憶合金方程式の定常状態の Lyapunovの意味での安定性を証明した。 
(2) 形状記憶合金は高温相で擬弾性と呼ばれる弾性挙動を示す。このモデルとして Falkの熱弾性モデルから派生し
て導かれる消散型梁方程式を考え、この初期値問題の小さな解の存在と一意性を示し解の減衰挙動を調べた。 
[M] (1) 3 次元 Navier-Stokes 方程式の定常解に対する点特異性の研究を行い、その特異性がある意味で、「十分
小さい」ならばその特異性は Landau解と呼ばれる自己相似解の特異性によって良く近似できることを証明した。 
(2) 3次元全空間における Navier-Stokes方程式の非定常問題の解の爆発時刻における挙動を研究し，その渦度の
方向のなすベクトル場が連続にはなりえないことを証明した。また境界のある領域における問題についても考察し、
Navier境界条件と呼ばれる問題においては全空間と同様の結果が得られることを示した。 
[O] 適当なエネルギー汎関数の勾配に運動を支配される平面曲線の挙動に関して研究を行った。本研究で対象とし
た汎関数は、弾性エネルギーと曲線の長さ汎関数の和として定義されるものである。この汎関数を扱った先行研究は
幾つか知られているが、それらは有限の長さをもつ閉曲線に関するものである。本研究では、片端を固定した無限の
長さをもつ非閉曲線の運動について考察した。無限の長さをもつため、対応する汎関数は無限大となる。そのため、よ
く知られているエネルギー有界性を利用した解析は困難である。そこで、局所化した汎関数に対する勾配流を構成し、
その大域的極限として解を構成した。 
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欧文概要 ＥＺ 

We obtain the results related to the thermo-elastic system of shape memory alloys ([Y]), the 
Navier-Stokes equations ([M]) and the elastic curve ([O]).  
[Y](1) The stability in the Lyapunov sense of the steady state for the multi-dimensional thermo-elastic 
system of shape memory alloys is proved. (2) We obtain unique global existence of solution for initial 
boundary problem for the damped beam equation which is the limit case of the Falk type thermo-elastic 
system of shape memory alloys under high constant temperature, and also asymptotic behavior of the 
solution.  
[M](1) We study the point singularity of the stationary solution for the three-dimensional 
Navier-Stokes equations. Our result is that the singularity can be approximated well by the singularity 
of the self-similar solution called the Landau solution if the singularity is very small in some sense. 
(2) We are also interested in the behavior of the solution for the evolutional problem of the 
three-dimensional Navier-Stokes equations in whole space. We show that the vector field of vorticity 
cannot be continuous near the blow-up time, and the same result as in whole space holds in the domain 
with boundary which satisfies the Navier boundary condition.  
[O] The behavior of the planar curve of which the movement is ruled by the gradient of an adequately 
energy functional is researched. The functional is defined as the sum of a length functional of the 
curve and the elastic energy functional. Although there are many results concerning the closed curve 
of bounded length, there seems not to be a result for the non-closed infinite length curve. We consider 
the movement of the non-closed infinite length curve in which the one end is fixed. The functional with 
infinite length is infinity. Therefore, we cannot apply the well-known analysis using the boundedness 
of energy. Our result is obtained by constructing the gradient flow into the localized functional and 
limiting the localized flow tending to the global one.  

 


