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概 要

Rn内、または n次元リーマン多様体内の滑らかな k次元曲面が極小である

とは、その平均曲率が恒等的に 0になるときである。極小曲面は単純な理想

化された石けん膜のモデルであるが、極小曲面の研究から得られる知見は驚

くほど多くの物理的幾何学的問題に関係している。それらはNavier-Stokes
方程式や自由境界問題等から一般相対性理論の問題までを含むものである。

極小曲面に関して多くの研究手法があるが、汎用性および威力の面で優れて

いる方法のひとつとして挙げられるのは、幾何学的測度論と非線形偏微分方

程式の技術を用いた手法である。これは一般化された極小曲面の枠組みでそ

の存在や正則性を調べるものであり、1950年代頃にFederer、Fleming、De
Giorgi等によって創始され、そののち Almgren、Simon他多数の研究者に

よって研究が深められた。この講演では、特にそれら進展の正則性理論に焦

点を絞って話をする。そのため、まず幾何学的測度論における基本的な概念

である修正可能集合や一般化された平均曲率ベクトルなどを説明し、主要な

正則性理論のレビューをする。これらはAllardの正則性定理、面積最小曲面

や安定的な極小曲面の正則性理論である。その後、現在まで幾何学的測度論

の枠組みではあまり研究されていない、極小曲面の時間発展問題版とも言え

るBrakkeの平均曲率流について説明する。最後に最近の我々の平均曲率流

に関する存在と正則性の結果や、今後の課題について述べる。

1. 調和関数

本講演の主題である極小曲面や平均曲率流の正則性理論は、その元をたどれば調和関

数に行き着くことより、初等的ではあるがまず最初に調和関数についてのおさらいを

しよう。ちなみに本講義でいう正則 (性)とは regularityのことであって、holomorphic

ではないことに念のため注意する。

定義 1.1. ΩをRn内の開集合とする (n ≥ 2)。C2級関数u ∈ C2(Ω)が調和であるとは、
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がΩ上、各点において成り立つときである。

調和の定義はC2級であればとりあえず意味を成すわけだが、この方程式の解uは自

動的に実解析的になることはよく知られた事実である。他の調和関数の特徴付けとし

ては、調和であるといわゆるディリクレ汎関数を最小化しているということがある。つ
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まり任意の v ∈ C2(Ω)で、Ω内のコンパクト集合以外ではu = vとなる関数に対してZ
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が成り立つ。逆にこのような最小性をもつ関数は調和である。一般に、(1.1)のような

偏微分方程式の問題を解く為に汎関数の最小性(1.2)をその特徴付けに使う技術の総称

を変分法と言うが、この方法は様々な非線形問題にも適用でき、極めて豊かな研究テー

マとなっている。これに関連して、定義1.1では調和関数をC2級に限って定義したが、

もっと広いクラスの関数に対して弱い意味でも調和関数を定義する事ができる。

定義 1.2. Ω上定義された可積分関数 uが弱い意味で調和（弱調和）であるとは、Z
Ω

u∆φ dx = 0 (1.3)

が任意のφ ∈ C2c (Ω)に対して成り立つときである。ここでC2c (Ω)はΩ内にコンパクト

な台をもつC2級関数である。

ここで重要なのはuに対して何も連続などの正則性の仮定をしていない点である。も

しuが調和なC2級関数であれば、uは弱調和であることは（部分積分を用いて）簡単

に分かる。逆に、uが弱調和であれば、実はuは自動的に実解析的になり（Weylの補

題）、定義 1.1の意味で調和であることが結論できる。様々な変分問題において、元々

の方程式をこのように弱い意味で考えるのであるが、その理由はより広い関数のクラ

スで問題を考えたほうが解の存在が証明しやすかったり、解の空間のコンパクト性が

示しやすかったりするためである。広い関数のクラスは一般に式を各点で満たしてい

るかどうか分からない為、後からその正則性を示してやらないといけない。弱調和の

場合と異なり、一般の非線形問題の場合はすべての点で正則性を示せるとは限らない。

それは単に技術的な問題ではなく、実際に特異点集合を持つような解が、幾何学的あ

るいは物理的に正しい解である場合が多々あるためである。本講演では特に幾何学的

変分問題の重要な具体例である極小曲面と平均曲率流について、弱い一般化した意味

でこれら概念をどう定義し、それらがどの程度正則であるか、またその特異点につい

てどのようなことが分かっているかについての概観を与えることを目標としたい。様々

なアプローチがある中、特にここでは強力な幾何学的測度論のアプローチについて焦

点を絞る。

2. 極小曲面と平均曲率ベクトル

次に大まかに言って「調和な曲面」と言える極小曲面について話を進める。

定義 2.1. Ω ⊂ Rn内のk次元曲面M（ただし1 ≤ k < n）が極小であるとは、MがC2

級で、各点で平均曲率ベクトルが 0であるときである。ここでΩ ∩ ∂M = ∅とする。

第２基本形式のトレースである平均曲率ベクトルは、ラプラシアンのようなものな

ので、極小曲面は調和関数の曲面版類似物と考えられる。調和関数と同じように、極

小曲面は楕円型PDE正則性理論により自動的に実解析的な正則性をもつ曲面である。

極小曲面の変分的な特徴付けは、局所的にk次元曲面積を最小化していることである。

つまり任意の x ∈ M に対し、ある開球Br(x) = {y ∈ Rn : |y − x| < r}が存在して、



∂(M̃ ∩ Br(x)) = ∂(M ∩ Br(x))である任意のk次元曲面 M̃に対して

Hk(M ∩ Br(x)) ≤ Hk(M̃ ∩ Br(x)) (2.1)

となるときである。ここでHkは k次元ハウスドルフ測度である。この特徴付けより、

極小曲面は簡単な石けん膜の数理モデルとなっている。

次に一般化された意味で極小、ということを考える為に、少し天下り的だが以下の

事実を用いる。極小とは限らない一般の k次元曲面Mの平均曲率ベクトルhM は以下

の関係式を任意のベクトル場 g ∈ C1c (Ω;Rn)に対し満たす ([20, Sec. 7])。Z
M

divMg dHk = −
Z
M

hM · g dHk. (2.2)

ここで ·は通常の内積、divMg(x)はMの接空間TxMに制限した gの発散である。つま

りその点での接空間が正規直交基底v1, · · · , vkで張られたとすると、divMg =
Pk

i=1 vi ·
(∇vig)である。Mを速度場 gで連続的に動かすことを考えれば、左辺は k次元曲面積

の変化率にあたる量である。極小であればhM = 0であり、右辺は任意の g に対して0

となるので、これは最小性(2.1)と整合性が取れている。また、(2.2) は平均曲率ベクト

ルの特徴付けをもする。つまりM 上定義されたベクトル場 hM が、hM(x) ∈ (TxM)⊥
を満たし、かつ(2.2)を任意の g ∈ C1c (Ω;Rn)に対して満たしていたら、それは平均曲

率ベクトルに他ならない。よってC2級曲面に関しては左辺が常に0であればhM = 0、

つまり極小曲面であることが結論できる。

(2.2)はどのような正則性を持った曲面に対して極小性を弱い意味で定義できるかに

関し、示唆的である。左辺についていえば、Mの殆どすべての点で接空間が定義でき

さえすれば divMg は定義され積分できるので、特にC1級、あるいはリプシッツ級の

Mなら十分左辺は意味をなす。

3. 可算k-修正可能集合と一般化された極小曲面

次に前節の最後に述べたようなC1級の曲面を含む重要な集合族の定義を与える。

定義 3.1. 集合M ⊂ Ωが可算 k-修正可能 (countably k-rectifiable)であるとは、可

算個のC1級 k次元曲面M1,M2, · · · が存在してHk(M \ ∪∞i=1Mi) = 0となるときであ

る。この条件に加えて、MがHk可測集合でHk(M) <∞であるとき、

M ∈ Reck

と書くことにする。

言い換えると、Mは零集合を除いて、C1級曲面の可算個和によって覆える、という

ことである。この条件を満たしていればその任意の部分集合や、可算個和もやはり同

条件を満たすことに注意する。可算個であるとはいえ、C1級曲面に殆ど含まれている

ことより次が成り立つ ([20, 11.6])。

命題 3.2. M ∈ Reckならば、Hkで a.e.の点x ∈ Mに対し、測度論的な k次元接空間

TxMが一意に存在する 1。

1逆に、Hk(M) < ∞であるHk 可測集合が a.e.の点で測度論的な k次元接空間を持てば、M ∈ Reck
である。これよりReckは測度論的な接空間を備える最小クラスと考えられる。



ここでは「測度論的な」という点について詳細に立ち入らない。若干不正確だが、

genericな点 x ∈ M を中心にどんどんM を拡大していくと、M 上に制限された測度

HkbM は、HkbTxM に測度収束する、ということである。この接空間を概接空間 2とい

う。この事実と(2.2)を考えると、以下の定義は自然である。

定義 3.3. M ∈ Reck が一般化された極小曲面であるとは、任意の g ∈ C1c (Ω;Rn)に
対し Z

M

divMg dHk = 0 (3.1)

が成り立つときである 3。ここでdivMgはa.e.で存在するTxMに制限した発散である。

もちろん、MがC2級で定義 2.1の意味で極小であれば、定義 3.3の意味でも極小で

ある。一方でその逆は一般には成り立たない。例として、原点から出る３つの半直線

が 120°で交わる図を考える。すると任意の gに対して、(3.1) がなりたつことは部分

積分を使って簡単に示せる。原点は特異点と言えるので、これは極小だがC2級ではな

い例である。同様に、３つの半平面が直線上 120°で交わる図も、(3.1)の意味で極小

となっている。これらは局所的に最小面積になっていることに注意する。

後に使う概念として以下もここで定義しておく。

定義 3.4. M ∈ Reckに対し、M上でHk可積分なベクトル値関数hM が一般化された

平均曲率ベクトルであるとは、(2.2) が任意の g ∈ C1c (Ω;Rn)に対してなりたつときで

ある。ここで(2.2)の左辺のdivMgは概接空間に制限した発散として理解する。

もしこのようなhM が存在したら、M上a.e.の意味で一意であり、また、もしMが

C2級であればこれは通常の平均曲率ベクトルと一致する。このようなhM は常に存在

するとは限らず、その存在はMにある弱い意味での正則性を課している。

4. 一般化された極小曲面の正則性

一般化された極小曲面は例で分かるように、すべて滑らかであるとは限らない。しか

し以下で述べるように実は殆どすべての場所で滑らかである。M ∈ Reck は零集合分

の任意性のため、単純にその閉包を考えるのは適切ではないので、以下を定義する。

定義 4.1. M ∈ Reckに対し、Ω上の測度μMを次のように定義する。ボレル集合A ⊂ Ω
に対し、μM(A) = Hk(A ∩M)（つまりμM = HkbM）。また一般測度μの supportを

sptμ (= {x : μ(Br(x)) > 0, ∀r > 0})と書くことにする。定義より sptμは閉である。

次の定理はAllardの正則性定理 [1]の特別な場合である 4。

定理 4.2. M ∈ Reckが一般化されたk次元極小曲面であれば、Hk(S) = 0となるある

閉集合S ⊂ sptμM が存在して、sptμM \ Sは実解析的なk次元曲面である。

2 approximate tangent space
3本来は整数値多重度の重み付け関数を付した集合に対して極小性を定義すべきであるが、本講演では

簡単のためできるだけ多重度を 1とした設定で話を進める。
4Allardの定理はより一般に、定義 3.4のhM がM上で p乗可積分（ただし p > k）であれば、定理 4.2

（ただし「実解析的な」を「C1,1−
k
p 級の」で置き換える）を主張する。



ちなみにこの場合はHk((M \ sptμM)∪ (sptμM \M)) = 0 となることも分かるので、

測度論的に始めからM = sptμM と考えてもよい。SはM の閉特異点集合であり、そ

のk次元測度は零と定理4.2は主張しているわけである。M \ Sでは古典的な極小曲面

となっている。Sについてさらに何か言えるかというと、（k = 1以外で）さらに仮定

をしなければk = 2の場合でさえも本質的なことは何も知られていない。k = 1の場合

はSは孤立点集合であることが示せる [2]。一般にSは次元的に k − 1次元以下の集合

であろうと予想できるが、これさえ正しいかどうか分かっていない。

他方で、面積最小性や安定性等の下では様々な結果が知られている。極めて部分的

ではあるが現在までの代表的な結果を簡単に述べる。

(1) 向き付けされた面積最小曲面

Federer-Flemingは向き付けされた曲面の一般化といえる integral currentの枠組みで、

一般次元（1 ≤ k < n）プラトー問題の解の存在を示した [13]。同時期のDe Giorgi に

よる有界変動関数の理論も重要である [10]。これらによって得られる曲面Mは、与え

られた境界を持つ曲面の中で最小k次元曲面積をもち、定義3.3 の意味で極小である。

(1-a) k = n− 1の場合、つまり超曲面の場合は、n ≤ 7においてはSは空集合、n = 8

ではSは高々孤立点集合、n ≥ 9では一般に高々k − 7次元集合であることが知られて

いる（文献は長くなるので [20]を参照のこと）。

(1-b) k ≤ n− 2の場合、 Sは高々k− 2次元集合であることがAlmgrenによって示され

ている [3]。証明は極めて長く、現在もDe Lellisらによって証明をより良く理解する試

みが続いている。複素部分多様体は面積最小曲面であるが分岐点をもちえるので、こ

の特異点集合の次元評価はシャープである（例えば {(z, w) ∈ C2 w R4 : z2 = w3}）。
(2)安定的かつ超曲面（k = n− 1）の場合

この場合はSchoen-Simonの正則性理論 [19]があり、それに加え最近Wickramasekera[28]

による次の結果が得られている。M \ S上での安定性（曲面積の第２変分が非負）に

加えて、Sが局所的にC1,α級のk − 1次元集合になるような点を含まないとすれば、S

の次元は高々k− 7である。実際、直線で交差する３つの半平面は安定的な極小超曲面

で、S（この場合は交差）はk − 1次元であるが、このような交差がないかぎりSは小

さい次元の集合（あるいは空）であることを主張している。

(3) Simonの特異点集合解析

説明は省くが、上記の特異点集合Sの次元評価ではいわゆる接錐（tangent cone）の

概念が重要である。Simonは接錐周りの評価を注意深く行い、接錐のある種の可積分

条件下、Sが可算修正可能集合（次元は問題による）になることを示している [21]。

5. 関連分野についてなど

一般化された極小曲面の正則性理論や（ここでは述べていない）コンパクト性定理、ま

た関連する幾何学的測度論の概念や技術は陰に陽に他の「調和的な」変分問題に応用

されている。近いところから挙げれば、リーマン多様体間の調和写像、Yang-Mills場や

Einstein計量等である。しかし一見関係なさそうな問題でも影響を多大に受けていると

言えるものも数多い。特に重要な例をいくつか挙げると、Navier-Stokes方程式に対する

Caffarelli-Kohn-Nirenbergの部分正則性定理 [6]、自由境界問題に対するAlt-Caffarelli

の部分正則性定理 [4]、Huisken-Ilmanenによる一般相対性理論におけるPenrose予想の

解決 [15] などが思い浮かぶ。このように広がりのある理論であるため、極小曲面の正

則性理論の本質的な進展は有意義であることは間違いないが、逆にいえば大変困難な



ものであるともいえる。私のことを言えば、どちらかというと正面から問題にアタッ

クしているというよりは、斜めから特異摂動問題などを介して新しい視点から問題を

見つけてやっているといったところである。一方で次に述べる平均曲率流に関しては、

幾何学的測度論の枠組みでの研究が少なく、正面から取り組めそうな重要問題が残さ

れていると考えている。

6. Brakkeの平均曲率流

極小曲面が「調和関数の曲面類似物」であったとすれば、平均曲率流は「熱方程式の曲

面類似物」と言えるものである。{Mt}t≥0を時刻 tでパラメター付けされた滑らかな k

次元曲面の族とする。Mtの速度ベクトルをVMt で表すことにする。速度ベクトルは法

方向成分のみを考えることにする（接方向の動きは幾何学的には見えない）。このとき、

定義 6.1. {Mt}t≥0が平均曲率流（MCF=Mean Curvature Flowと以下略）である

とは、各点各時刻で

VMt = hMt (6.1)

がMt上、なりたつときである。ここでhMt はMtの平均曲率ベクトルである。

平均曲率はラプラシアンのようなもので、それが時間微分である速度に等しい、と

いうことであるので、MCFはこの意味で熱方程式のようなものである。よって滑らか

で閉じたM0を初期曲面として与えられたときにはしばらくの間は滑らかに(6.1)に従っ

て動く滑らかな曲面が存在するのであるが、非線形性のためにある時刻で特異点集合が

発生する。この特異点が最初に起こる時刻に、どのような特異点がどのように起こって

いるか、についての研究は極めて多い。これはHamiltonやPerelmanによるRicci flow

の研究からも推察されるように、幾何学的発展問題においては特異点の起こり方を詳

しく知ることによって得られる成果は大きいからである。しかしそれらは本講演の本

題ではないためあえて触れないことをお断りしておく。ここで考えたいのはBrakkeに

よって定義された幾何学的測度論の枠組みにおけるMCFである [5]。この概念は特異

点集合を持ちつつ動く現象、例えばネットワーク集合のMCFなどであるが、それら

を含む最も一般的な枠組みでMCFの解をとらえるものである。一方その一般性より、

滑らかなMCFに対してでさえも、極限問題等を考えるにあたって重要な概念となって

いる。もちろん、MCFが動いていない場合、つまり VMt = 0 の時は、極小曲面であ

ることを忘れてはいけない。さてMCFを変分的に定義するため以下を考える。MCF

のことはとりあえず忘れて、{Mt}t≥0は滑らかに速度ベクトルVMt で動いているとし、

φ ∈ C1c (Rn ; R+)を任意の非負値C1級関数とする。そしてφのMt上での積分値が時間

によってどう変化するかを見ることにする。すると一般的に、

d

dt

Z
Mt

φ dHk ≤
Z
Mt

(∇φ · VMt − φhMt · VMt) dHk (6.2)

が等式でなりたつ。一項目はφの方向微分、二項目は k次元面積要素の時間変化率に

対応している。逆に、始めから速度ベクトルとは定めないあるベクトル場 VMt が、任

意のφ ∈ C1c (Rn ; R+)に対して(6.2)の不等式を満たすならば、VMt は速度ベクトルで

あることが示せる 5。このことより(6.2)は速度ベクトルを積分不等式によって特徴づけ

5等式ではなくわざわざ不等式を考える理由は、技術的には等式では存在定理に困難が生じることと、

現象的には特異性の発生する時刻に急に面積を減らす必要が場合によってあるため。



ることが分かる。ここでMCFに特化してやって、さらに時間に関しても積分してやる

と、次の命題がなりたつことが分かる。

命題 6.2. 滑らかな{Mt}0≤t≤T がMCFであることと以下は同値である。

任意のφ ∈ C1c (Rn ; R+)と、任意の0 ≤ t1 < t2 ≤ Tに対してZ
Mt2

φ dHk −
Z
Mt1

φ dHk ≤
Z t2

t1

dt

Z
Mt

(∇φ− φhMt) · hMt dHk (6.3)

がなりたつ。

ここでMtがコンパクトと仮定してφ = 1を(6.3)に代入すると、

Hk(Mt2)−Hk(Mt1) ≤ −
Z t2

t1

dt

Z
Mt

|hMt|2 dHk (6.4)

が得られることに注意する。(6.3)と(6.4)の表現は(2.2)が極小曲面を一般化するのに

示唆的であったように、MCFを一般化するために示唆的である。(6.3)を定義するため

の最小の要請は、hMt が何らかの意味で存在して、かつ２乗可積分（右辺が有限である

ため）であれば両辺だいたい意味を成す。これを動機付けとして、一般化されたMCF

を以下定義する 6。

定義 6.3. Ω ⊂ Rn内の tによってパラメター付けされた集合族{Mt}0≤t<T（0 < T ≤ ∞）

がBrakkeのMCFであるとは、(1) a.e.の時刻 t ∈ [0, T )でMt ∈ Reck であり、(2)

a.e.の時刻 t ∈ [0, T )で
R
Mt
|hMt|2 dHk < ∞である一般化された平均曲率ベクトルhMt

（cf. 定義 3.4）が存在し、(3) 不等式(6.3)が任意の a.e.の時刻 0 ≤ t1 < t2 < T と任意

のφ ∈ C1c (Ω ; R+)に対してなりたつときである。

ちなみに一般化された極小曲面M ∈ Reckは定義で hM = 0であるので、自明な時

間に依存しないBrakkeのMCFである。Brakkeはこの概念を定義するとともに、極め

て一般的な初期 k次元曲面（例えばReck の元）を与えられたとき、その曲面を初期

データとして時間発展するBrakkeのMCFを初めて構成した 7[5]。他に超曲面の場合

（k = n − 1）、MCFの存在定理として有名なものに等高面法 [7, 11]があるが、上記の

MCFとは以下のように関係している。等高面法では粘性解の意味で各等高面がMCF

になっているのであるが、それは各点各時刻において(6.1)が満たされていることを保

証するものではない。一方でEvans-Spruckは compensated compactnessの議論を用い

て、殆どすべての等高面が上記BrakkeのMCFになっていることを示した [12]。つま

りすべてではないかもしれないが、genericな等高面は一般化された定義 6.3の意味で

MCFになっているということである。

BrakkeのMCFはある意味で最も一般的かつ豊富な構造を持つMCFの概念である。

これよりもさらに一般的なMCFの概念は定義できるが、次節のような正則性理論を構

成することは困難であろう。一方不満足な点は、定義のままであると一意性に極めて

乏しいことになってしまうことである。というのも、(6.3)は不等式であるため、例え

ばMtを任意の時刻 t以降に突然すべて空集合と変えてしまっても、それはやはり不等

6本来、BrakkeのMCFは varifoldの概念を用いて定義されるもっと一般的なものであるが、多重度を

許さない unit densityの仮定の下では定義 6.3のようにして何も一般性を失わない。
7Brakkeの構成したMCFは殆ど全ての点で整数値多重度を許すもので、定義 6.3とは若干異なる。非

自明な多重度がある場合、極小曲面の場合さえ正則性理論は極めて困難になることが知られている。



式を満たすのである。しかしそのような非一意性を許してしまう定義は現状のMCFに

対する理解がまだ十分に進んでいないからではないだろうか。解の存在に関してもま

だ基本的な点が未解明と思われる。

7. BrakkeのMCFの正則性

Brakkeは [5]で存在を示したのみならず、BrakkeのMCFの部分正則性理論を展開し

た。その主張は

定理 7.1. {Mt}0≤t<T を定義 6.3の BrakkeのMCFとする。すると a.e.の時刻 tに対

して Hk(St) = 0となるある閉集合 St ⊂ sptμMt が存在して以下がなりたつ。任意

の x ∈ sptμMt \ St に対して (x, t)を含むある時空の近傍 Ux,t ⊂ Ω × R が存在して、

{Mt}0≤t<T はUx,tの中でC∞級のMCFとなっている。

つまり、極めて弱い仮定の下定義されたBrakkeのMCFは、殆どすべての時刻にお

いて k次元測度零の閉特異点集合をのぞいたところでは、実は時空近傍で滑らかであ

る、ということである。これは一般化された極小曲面に対するAllardの定理、つまり

定理4.2の時間発展版の結果であるとも言えることに注意する。一方、Brakkeによる定

理7.1の証明は理解することが困難なものであり、そのせいもあってかよく引用されて

いる割には、結果を直接踏まえた本質的な進展はその後ほとんど無かったと言える。そ

の中、WhiteはBrakkeの議論を完全にバイパスした単純な議論を用いて、{Mt}t≥0が
滑らかなMCFの極限として得られる場合はBrakke型の正則性定理が得られることを

発見した [27]。Whiteの結果は多くの場合で十分な正則性の結果となっているが、一般

性および審美的観点からはやはりBrakkeの主張がそのまま証明されるべきである。私

自身の関わりあいとしては、1995年頃に等高面法に関するEvansの連続講義を聴講す

る機会があり、そのとき初めてBrakkeのMCFのこと、そしてその正則性理論はよく

理解できないものであることを知った。興味をもってすぐに [5]を勉強したのであるが、

その当時は正則性定理の証明を理解することはできなかった。その後この問題から離

れていたのであるが、フェイズフィールド法を用いて示したMCFの存在結果 [17, 22]

をきっかけにして、昨年度に定理7.1の見通しの良い新証明および自然な一般化 8を得

た [16, 23]。Brakkeと我々とが特に異なる点は、1970年代の当時は知られていなかっ

たHuiskenの単調性公式 [14]を随所に用いて議論する点であり、証明の全体的な流れは

Allardの定理の証明の熱方程式版とも言えるものになっている。

次に特異点集合Stについて一般的に知られていることとしては、tangent flowの不変

部分空間の次元による stratificationの結果がある [24]。tangent flowについて詳細は述

べないが、これは極小曲面の場合は接錐であったもののMCF版の概念で、parabolicな

意味での錐構造をもつものである。この stratificationの方法は接錐の場合にはよく知

られたもので、Federerの dimension reducing argumentと呼ばれる方法であるが、こ

の方法は同様にしてparabolic問題にも応用できる。Whiteはこれら一連の結果を用い

て、特に平均曲率が非負である場合の詳細な特異点の次元解析を行った [25, 26]。平均

曲率の非負性はMCFの下では保存され、また退化楕円型の問題とも見なせることが知

られている。

特異点発生初期時刻についての微分幾何学的な研究は極めて多いが、一方で特異点

8 [16, 23]では(6.1)に移流項をつけた場合に拡張した結果を得ている。Allardの定理の自然な拡張に

なっているほか、応用の一つとしてリーマン多様体内のBrakkeのMCFの a.e.正則性を示している。



集合を持ちつつ発展する一般的な枠組みで知られていることは意外に少ない。今後定

理7.1を基礎とした特異点周辺の正則性定理が示されることが期待され、現在私自身そ

の方向の研究を行っているところである。また境界近傍での存在や正則性の研究も進

行中である [18]。ただ、BrakkeのMCFをそのまま扱っている限り、他の条件無しの一

般化された極小曲面について知られている結果を超えるものは出てこない。というの

も、BrakkeのMCFはその一般化だからである。よって動的な意味で何らかの特異性

の安定性条件などを考える必要があると思われる。この方面ではいわゆる特異点に現

れる self-shrinkerの、entropy安定性の概念 [8]があるが、もう少し幾何学的測度論の立

場から考えたものを私自身は想定している。どのような条件が自然であるかは、その

条件を付けた解を構成できるかどうかにも依存しているため、やはり前節でも述べた

存在定理とも絡まった研究が今後展開されるべきと考えている。

8. 最後に

これまで話題となっていた一般化された極小曲面やMCFは、それ自体がもちろん興味

深い研究対象である。一方、これらは様々なフェイズフィールド法の特異摂動極限とし

て自然に出現するということがあり、その別方向からも興味深い対象である。k = n−1
の場合、それはModica-Mortola汎関数（Van der Waals-Cahn-Hilliard汎関数とも言わ

れる）の相分離面であり、k = n− 2の場合は超伝導のGinzburg-Landau理論における

渦糸である。これらについて説明する時間は無いのでこれ以上立ち入らないが、むし

ろ私の主な研究分野は特異摂動問題の方である。強く感じることは、一般化された極

小曲面やMCFについての意外な示唆が時として特異摂動問題における非線形構造から

得られる、ということである。言い換えれば、特異摂動問題自体はある意味で極限の

幾何学的問題の近似であるのだが、その近似自体に色々教えられることがある、とい

うことである。私にとって特異摂動問題は、幾何学的測度論を学ぶ上での良き案内役

となっている。

スペースの関係および私の知識不足のため引用すべき多くの文献が欠けていること

をお許し願いたい。特にこの講演では最も一般的な枠組みで何が言えるか、という点

にこだわって話をしているので、微分幾何学的な観点からの研究については殆ど言及

していない。その観点からの文献は大変多いわけだが、例えば最近のサーベイとして

[9]を挙げておく。

最後にこのような発表の機会を頂き、関係者の皆様方に深く感謝いたします。
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