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研究成果の概要（和文）：　単位開円板上の有界解析関数よりなるバナッハ環の閉イデアルで、その共通零点集合が非
自明のグリースン部分の合併集合に含まれるとき、その閉イデアルおよび可算個の関数で生成される閉イデアルの構造
を決定した。また有界解析関数空間上の荷重合成作用素の空間で、作用素ノルム位相および本質作用素ノルム位相によ
る弧状連結成分を決定した。更に、有界調和関数空間、デスク環等の上の荷重合成作用素の空間においても決定した。
　バイデスク上のハーデイ空間において、クロス交換子のランクが１である自明でない逆不変部分空間の構造を記述し
た。またある条件を満たす内部関数列から作られるルージン型（逆）不変部分空間のランクを決定した。

研究成果の概要（英文）：It is determined the structure of closed ideals and countably generated closed 
ideals whose common zero sets in the maximal ideal space of the Banach algebra of bounded analytic 
functions on the open unit disk are contained in the union set of nontrivial Gleason parts. It is also 
determined the path connected components of the weighted composition operators on the space of bounded 
analytic functions with respect to the operator norm and essential operator norm topologies. Moreover the 
path connected components are determined on the space of bounded harmonic functions and on the disk 
algebra.
 The study of the Hardy space on the bidisk, some backward shift invariant subspaces having rank 1 cross 
commutator are described. It is also determined the ranks of Rudin type (backward) shift invariant 
subspaces associated with sequences of inner functions satisfying some conditions,

研究分野： 関数解析学
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１．研究開始当初の背景 
 有界解析関数空間 H∞の構造の研究、解析
関数空間上の荷重合成作用素の研究、２変数
のハーデイ空間 H2 の（逆）不変部分空間の
構造について、研究代表者、分担者は多角的
にそれらの研究を進めてきた。H∞の研究を
中心にしてそれらの研究を完成させる環境
が整いつつある。 
 
２．研究の目的 
 有界解析関数空間 H∞の構造の研究、解析
関数空間上の荷重合成作用素の研究、２変数
のハーデイ空間 H2 の（逆）不変部分空間の
構造について、研究代表者、分担者の今まで
の研究結果の上に立ち、その研究を更に発展
させることを目的とする。次の研究を柱にし
て進める。 
（１）H∞の閉イデアルの構造を決定する。 
（２）H∞とその作用素論への応用について
総合的に研究する。 
（３）H∞上の荷重合成作用素の一次結合の
作用素ノルムと本質作用素ノルムの値を決
定する。またそれぞれの位相に関する弧状連
結成分を決定する。 
（４）デスク環上の荷重合成作用素の作用素
ノルムに関する弧状連結成分を決定する。 
（５）内部関数列で作られる H2 のルージン
型（逆）不変部分空間のランクを決定する。 
（６）H2 において、クロス交換子のランク
が有限になるときの（逆）不変部分空間を記
述し、クロス交換子のランクを決定する。 
 
３．研究の方法 
（１）H∞の研究について、泉池（佑）と新
潟において日常的に研究討論を行い研究を
進めて行く。共通零点集合が解析構造を持つ
集合に含まれる閉イデアルの構造について
の研究を更に進める。 
（２）荷重合成作用素の研究については、大
野氏、泉池（耕）、泉池（佑）との共同研究
で進めて行く。H∞、有界調和関数空間 h∞
の作用素ノルム、本質作用素ノルム位相に関
する弧状連結成分を決定する。また合成作用
素の一次結合の作用素ノルム、本質作用素ノ
ルムを決定する。細川氏とは情報の交換を密
に行う。 
（３）H2 の（逆）不変部分空間の研究は、
泉池（耕）、泉池（佑）との共同研究で行う。
特に内部関数列より作られるルージン型不
変部分空間のランクの解明に向けて研究す
る。中路氏、瀬戸氏との情報の交換を密に行
う。 
 
４．研究成果 
（１）H∞の構造の研究： 
○1  有界解析関数に対して、有界可測関数環
の極大イデアル空間の中に、非解析的集合が
定義できる。それと、ＱＣレベル集合は、列
に関して強い性質の保存性があることを証
明した。（泉池（佑）と） 

○2  有界解析関数よりなるバナッハ環におい
て、可算個の関数より生成される閉イデアル
で、その共通零点集合が解析構造が入る部分
に含まれる時の構造を決定した。その時、２
個の関数で生成されることを示した。以前の
研究と合わせて、共通零点集合が解析構造が
入る部分に含まれる時の閉イデアルの構造
は解明できた。（泉池（佑）と） 
○3  ウルフの結果を利用して、ＱＣレベル集
合がスパース部分との関連で３つに分類で
きることを示した。（泉池（佑）と） 
○4  モルテイーニの極大イデアル空間に関す
る問題を解決した。（泉池（佑）と） 
 
（２）荷重合成作用素の構造の研究： 
○1  デスクからバイデスクへの解析写像で定
義される合成作用素が有界になるときの必
要十分を与えた。（グエン氏、大野氏と） 
○2  荷重合成作用素の有限個の和が、ＱＡ空
間をデスク環の中に移すときの特徴付けを
与えた。（泉池（耕）、泉池（佑）と） 
○3  H∞、h∞上の荷重合成作用素の空間の作
用素ノルム位相に関する弧状連結成分を決
定した。（泉池（佑）、大野氏と） 
○4  h∞上の合成作用素の一次結合の本質作
用素ノルムを決定した。（泉池（耕）と） 
○5  荷重合成作用素の性質は、デスクの内部、
境界で別々に記述される。対応する性質間の
直接証明を与えた。（泉池（佑）、大野氏と） 
○6  H∞、h∞上の荷重合成作用素の空間の本
質作用素ノルム位相に関する弧状連結成分
を決定した。今までの結果と合わせて、H∞、
h∞上の荷重合成作用素に関する連結成分問
題の完全解決である。（泉池（佑）、大野氏と） 
○7  指数が大きいハーデイ空間から指数が小
きいハーデイ空間へ写す荷重合成作用素の
空間の作用素ノルム位相に関する弧状連結
成分を決定した。（大野氏と） 
○8  デイリクレ空間からバーグマン空間への
作用素として、合成作用素の差のヒルベル
ト・シュミットノルムを決定した。（細川氏、
大野氏と） 
○9  内部関数をシンボルに持つハーデイ空間
上の荷重合成作用素が、有界になるためのい
くつかのウエイトに対する十分条件を与え
た。（泉池（耕）、泉池（佑）と） 
 
（３）H2 の（逆）不変部分空間の研究： 
○1  互いに素である内部関数列より作られる
ルージン型逆不変部分空間のランクを決定
した。（泉池（耕）、泉池（佑）と） 
○2  ある種のクロス交換子が０である逆不変
部分空間の特徴付けをした。（泉池（耕）と） 
○3  マンドレッカーの定理の一般化を与えた。
（泉池（耕）と） 
○4  混合型不変部分空間を、ある条件の下で
その構造を詳しく記述した。（泉池（耕）と） 
○5  １つの内部関数列より作られるルージン
型逆不変部分空間のランクを決定した。（泉
池（耕）、泉池（佑）と） 



 
（４）その他の研究： 
○1  ボイルリング型定理が成立する不変部分
空間の研究を更に進めた。（泉池（耕）、泉池
（佑）と） 
○2  ヘルダーの不等式を連続的に補間するク
オンの定理を拡張した。（泉池（耕）、大野氏
と） 
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