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研究成果の概要（和文）：変動指数をもつルベーグ空間上で極大作用素の有界性を示し、ソボレ

フの不等式、ハーディーの不等式、指数不等式について新しい知見を得た。さらに、最大値・

最小値原理を満たす単調関数で変動指数をもつソボレフ空間に属する関数の境界挙動に関する

結果を得ることができた。 

 
研究成果の概要（英文）：We prove the boundedness of the Hardy-Littlewood maximal 

opertors for Lebesgue spaces with variable exponent. As applications, we discuss Sobolev’s 

type inequality, Hardy’s type inequality and Trudinger ’s type inequality. Further, we deal 

with a boundary behavior of monotone Sobolev functions with variable exponent. 
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１． 研究開始当初の背景 

 関数の境界挙動に関する研究は、「単位円

上の有界な正則関数は円周上のほとんどす

べての点で非接極限値をもつ」とうい Fatou

の定理が出発点である。その後、Tsuji氏が、

有限な面積積分をもつ正則関数に対して

Fatou の定理が成り立つことを示した。正則

関数の議論を一般次元の領域で展開すると

きには、正則関数の自然な拡張である調和関

数や等角写像の拡張として H. Grötzsch によ

って導入された擬等角写像などを扱うこと

になる。平面の擬等角写像は、Beltrami の

微分方程式を満たし、高次元においてもある

種の重み付き非線形楕円型方程式を満たす。

そのため、偏微分方程式の解に関する研究が

重要となるが、偏微分方程式論において、解

の存在や正則性を論じるとき、ソボレフ関数

は極めて重要な道具になる。 

 古典的なソボレフ関数は、ユークリッド空

間上の領域で定義された関数で、弱微分がル

ベーグの可積分関数である。そのようなソボ

レフ関数のソボレフ型定理の研究が精力的

に行われてきた。近年、一般の距離空間上で

ポアンカレの不等式を満たすソボレフ関数

の研究が微分幾何学、確率論など応用を期待

して、フィンランド学派の数学者を中心に進
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められて、新しい展開を見せている。 

一方、変動する指数について、従来のルベ

ーグ空間論およびソボレフ空間論を展開す

る試みが、電気流動学などの応用をにらんで

精力的に行われている。変動指数をもつ関数

空間の研究は、1931 年の Orlicz の研究から

始まり、1990 年代初期の O. Kováčik と J. 

Rákosník の研究を経て、2004 年に発表され

た L. Diening 氏の論文を契機にこの分野の

研究が大きく発展した。 

調和関数の性質である最大値・最小値原理

を満たす単調関数の境界挙動に関する研究

は、水田氏、Manfredi 氏、Villamor 氏等に

よって行われてきた。これらは、変動指数を

もつソボレフ空間に属する単調関数に関し

てはまだ知られてなく、変動指数をもつ関数

空間の研究の発展に伴って、これらの研究が

発展することが期待される。 

 

 

 

２．研究の目的 

（１）2004年に発表された L. Diening の論

文  ”Maximal functions on generalized 
)(pL  spaces, Math. Inequal. Appl. 7, 2004, 

p.245-253” によって、Hardy-Littlewood極

大作用素が変動指数をもつルベーグ空間上

で有界となる変動指数の連続性に関する条

件が与えらられた。この条件は、log-Hölder

連続と呼ばれ、この条件のもとで、変動指数

をもつルベーグ空間の研究が大きく発展し

た。変動指数の連続性に関する条件を緩和し

たもとで、Hardy-Littlewood 極大作用素の有

界性を調べる。 

 

 

（２）変動指数の連続性に関する条件を緩和

したもとで、リースポテンシャルに対するソ

ボレフの不等式、ヘルダー連続性、Trudinger 

の不等式を調べる。 

 

 

（３）調和関数の性質の中で最大値・最小値

原理に着目して、Lebesuge は 1907 年に単調

関数を定義した。調和関数のほかに擬等角写

像の成分関数やある種の楕円型偏微分方程

式の解が単調関数であることが現在までわ

かっている。通常のソボレフ空間に属する単

調関数の境界挙動の研究をもとに、変動指数

をもつソボレフ空間に属する単調関数の境

界挙動を調べる。とくに、フラクタル境界を

もつ領域の単調関数の境界挙動を調べる。 

 

（４）多重調和関数や優多重調和関数の孤立

特異点の挙動を調べる。 

 

 

３．研究の方法 

 平成 19年度は、一定指数のソボレフ空間

に属する単調関数の境界挙動の研究をもと

に、log-Hölder 連続な変動指数をもつソボレ

フ空間に属する単調関数の境界挙動に関す

る研究を広島大学の下村氏と共同で行った。 

単調関数の境界挙動の研究と並行して、連続

性の条件を緩和した変動指数をもつ関数空

間に関する研究を広島大学の水田氏、下村氏

と共同で行った。また、単位円上の優重調和

関数のリース分解に関する研究を広島大学

の水田氏等と行った。 

 平成 20年度以降は、平成 19 年度に引き続

き、変動指数をもつ関数空間の研究を行い、

リースポテンシャルに関するソボレフ型定

理の研究を行った。また、変動指数の連続性

の条件を緩和したもとで、単調関数の境界挙

動に関する研究などを行った。 

 平成 21年 3月 6 日～3月 8日、平成 22年

3 月 8 日～3 月 10日、平成 22年 9月 6日～9

月 8日、平成 23 年 3月 5日～3月 7日の 4回

にわたり、大同大学においてポテンシャル論

若手セミナーを開催し、秋田大学の平田氏、

大分大学の大野氏等とともに、研究の相互理

解と発展の場を設けた。 

 

 

４．研究成果 

（１）最大値・最小値原理を満たす単調関数

の弱微分がルベーグの
pL 関数であるとき、

p>n-1 であれば、調和関数が満たす平均値不

等式と同様な不等式が成り立つ。この不等式

と球の連鎖を利用することによって、関数の

2 点の間の差を評価することができる。この

方法を利用して、log-Hölder 連続な変動指数

をもつソボレフ空間に属する単調関数のリ

ンデレーフ型定理を与えた。 

 

 

（２）L. Diening によって与えられた変動

指 数 の 連 続 性 に 関 す る 条 件 で あ る

log-Hölder 連続は変動指数をもつルベーグ

空間 )(pL 上で Hardy-Littlewood 極大作用素

を有界にする．この条件は、連続性の意味で、 

Hardy-Littlewood 極大作用素が )(pL 上で有

界である最良のものであることは知られて

いる。変動指数の連続性を緩和したもとで、

極大作用素は )(pL からそれ自身への有界性

は言えない。このとき、極大作用素は )(pL か



ら空間 X への有界作用素となるような空間 X

の特徴付けをした。リースポテンシャルは積

分領域を xを中心とした半径 rの開球とその

補集合の二つの部分に分解することができ

る。Hedberg の方法によって、前者は極大関

数で評価し、後者はヘルダーの不等式を使っ

て評価することによって、リースポテンシャ

ルの評価式ができる。この方法を利用して、

リースポテンシャルに対するソボレフの不

等式、ハーディーの不等式、指数不等式に関

する成果を得た。 

 

 

（３）ラプラス作用素を 2回繰り返して正と

なる関数である重調和関数のリース分解定

理を与えた。特に、単位球面上の優重調和関

数の球面積分平均が境界との距離の関数で

評価されるとき、優重調和関数を一般化した

ポテンシャルと重調和関数の和で分解でき

ることを示した。 
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