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トホロソーとは、言うまでもなく、立体の幾何学的な性質を議論
する数学の 1 分野てある。これと、流体力学とがとのように関係し
ているのかということを、まず述へねはならないたろう。

「水は方円の器にしたがう」という諺とうり、流体は特有の形を
持たない。たた一つの例外は、表面張力や重力の作用て形成される
静的な形てある。 しかし、流体力学の大部分の問題は、流体の流動

を扱うものてあるから、静的な形を議論するたけては、不足てある。
流体のトポロソ…一 b を議論するならは、それは運動中の流体に定義さ

れる流線、渦度線、流血線、等の空間構造でなければならない。ま
た、執対流においては、対流セルの空間構造が問題にされる。電磁

流体においても、磁力線のトホロソー・
・一的な性質か問題にされるし、
液晶 (最近は電気流体と呼ふことが多い) ても電気力線や対流セル

の構造が研究されている。
そこて、流体力学におけるトポロジーの問題を、 , れに・ する

理量の空日 の 告の。H と定義してよいてあろう。そんなも
のか、は:たして重要なのかという疑問が生しる。しかし、それはこ

の際問わないことにしよう。本当に重要てあれは、将来それかおの
ずと認識されるてあろう。

今回の数理解析研究所の研究会「流体力学におけるトホロソ Se・…ib の

問題」ては、従来まて研究されてきた流体力学の諸問題に対して、
トホロソーという視点から再度議論してみようという主旨のもとに

行われた。そこて問題にしたトヒソクスを、本講究録の目次の順序
に従って列挙してみよう。

まず、電磁流体や電磁流体における磁力線、ダイレクタ SIP…一 (液晶
分子の向きを表す単位ヘクトル) の分布や欠陥、対流のセル構造が

ある。次に、流体中に浮遊している粒子が描く軌跡、すなわち流跡
線のカオス的な構造が問題になる。熱対流やその他のほほ周期的な
セル構造においては、流速分布を扱うよりは、周期性の破れを記述
する振幅や位相の変動を扱う方が便利てある。これから、位相ダイ
ナミックスという概念が生まれる。通常の流体においてトホロソー
が問題になるものては、渦構造が代表的てある。渦の発生、変形、
切りつなぎなとの相互作用、等、興味ある問題は尽きない。それか
複雑に絡み合った現象として、乱流がある。 トポロソーという視点
を加えることによって、乱流現象の理解が進むてあろう。

流体力学におけるトホロソーに関する研究集会としては、ケンブ
リノノ大学て 1989 年に行われ:た、 Topological Flutd Mechanics

かある。その報告集を見ると、その構成は、本研究会と共通の部分
が多い。[1] このような発想による研究が、今後盛んになると期待

される。本講究録が、その発展のきっかけとなれは幸いである。こ
こて、本研究会の企画てお世話になった、京都大学の木田重雄氏、

名古屋大学の桑原真二氏、羽鳥伊承氏、東京大学の神部 勉氏に感
謝の気持ちを表しておきたい。
なお、本講究録の内容は、研究会て発表された講演の全てを収録
してはいない。講演者の多忙のために原稿がないものもある。その

ために、付録として研究会のプログラムをつけておく。
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