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次の空間 1次元非線形 Schr�odinger方程式(
i@tu� @2

xu = f(u);

u(0; x) = �(x);
(1)

を考える。本講演で考察する問題は、�がどのような条件の下で、解u
が実解析的になるかという問題である。Hayashi-Saitoh[5]により、初
期値�が keajxj�k <1を満たす時、解uは、t 6= 0で実解析的になるこ
とがわかっている。一方、Hayashi-Kato[3], Taniguchi-Kato[7]により、
k(x@x)

k�k � CAll!が任意の自然数 lで満たされれば、(1)は t 6= 0で時
空間変数に関し実解析的になることが示されている。
本講演では、後者と同様のことを解析接続を用いて示すことを目標

とする。主結果は以下の通りである。簡単のため、f(u) = u2とする。
初期値 �に次の条件を仮定する。

Assumption 1. 初期値 �はその Fourier変換 �̂がある正数 A > 0が
存在してD = f�+ i� 2 Cjj�j � Aj�jgで正則で、jaj � Aを満たす aに
対し

k�̂(� � ia�)kL2

�
<1;

を満たす。

Theorem 1. 上記Assumption1を仮定する。そのとき、あるT > 0が
存在して(1)の解 uが C([0; T ];L2)で一意的に存在し、uは空間変数に
関し解析的となる。

この結果自身は新しいものではなく、Taniguchi-Kato[7]に含まれる
が、ここでは、その結果の解析接続による別証明を紹介する。
証明は以下の 3つのステップで行なう。
(ステップ 1)
(1)を解くことは、次の積分方程式を解くことに帰着される。

û(t; �) = eit�
2

�̂(�) + i

Z t

0

ei(t�s)�2 û � û(s; �)ds:(2)
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もし、û(t; �)がDまで解析接続できると仮定すると形式的に方程式(2)
は次のようになる。

û(t; � � ia�) = eit(��ia�)2�̂(�) + i(1� ia)

Z t

0

ei(t�s)(��ia�)2 û � û(s; � � ia�)ds:

(3)

~ua(t; �) = û(t; � � ia�)とおくと、積分方程式

~ua(t; �) = eit(��ia�)2 �̂(�) + i(1� ia)

Z t

0

ei(t�s)(��ia�)2 ~ua � ~ua(s; �)ds;

(4)

が得られる。b > 0とし、各 0 < a � Aについて関数空間

Xa = ff(t; �) 2 C([0; T ]; L2)j sup
t

kebatj�jf(t; �)kL2

�
<1g

を用意しその上で積分方程式(4)を解く。
(ステップ 2)
U(t; ��ia�) = ~ua(t; �)と置き、U(t; �)がDで正則であることを示す。
(ステップ 3)
ステップ 2から、Cauchyの積分定理を用いると

(5) u(t; x) = (1� ia)=2�

Z 1

�1

eit(��ia�)2 �̂(�)eix(��ia�)d�

+ i(1� ia)2=2�

Z 1

�1

Z t

0

ei(t�s)(��ia�)2 û � û(s; � � ia�)eix(��ia�)dsd�:

積分方程式(5)に表れる eit(��ia�)2、ei(t�s)(��ia�)2の肩の部分が

it(� � ia�)2 = it(�2 � a2�2)� 2at�2(6)

であるから、t > 0のときは a > 0を、t < 0のときは a < 0を用いて、
積分方程式(5)より u(t; x)が t 6= 0で jxj < bのとき空間変数に関し解
析的であることがわかる。ただし、bを大きくとると、存在時間が小さ
くなるので、すべての xで解析性を示すには、この議論をもう 1度繰
り返す必要がある。
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