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研究成果の概要（和文）：(1) 非有界自己共役作用素に対してWeyl-von Neumann型の定理が成り立つためのRの
閉集合の満たすべき完全条件を決定。(2) 有限型Polish群に関するPopaの問題の反例を構成
(3) III_1型因子環の包含に対するrelative bicentralizer環の上にbicentralizer flowと呼ばれる１パラメー
タ自己同型群を構成し、因子環の包含の構造を調べた。
(4) 作用素環のユニタリ群のPolish群としての種々の大域的性質を調べた。性質(FH)を持つが性質(T)を持たな
い群の多くの例を発見した。

研究成果の概要（英文）：The following are the main results of our project.(1) In the space of 
(possibly unbounded) self-adjoint operators, we determined exactly on which closed subsets of the 
real line the analogue of the Weyl-von Neuman theorme holds.
(2) We constructed a strongly unitarily representable Polish SIN group which is not of finite type 
(3) We constructed a one-parameter automorphism group of R_+ on the relative bicentralizer algebra 
defined for an inclusion of type III factors (the smaller one being of type III_1). We used showed 
that the properties of this flow are closely related to the structure of the underlying type III 
subfactors.(4) We studied global properties of the unitary groups of C* ana von Neumann algebras. In
 particular, we showed that there are many unital C* algebras A for which the identity component U_0
(A) of its unitary group has property (FH) (any continuous affine isometric action on a real Hilbert
 space admits a fixed point) but fails to have property (T) of Kazhdan.  

研究分野： 作用素環論

キーワード： 作用素環論　Polish群
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研究成果の学術的意義や社会的意義
Bicentralizer flowを巡る今回の研究は今後のIII_1型因子環のbicentralizer問題の研究に対する基礎になると
考えられる。(relative) bicentralizer flowとConnes--竹崎のflow of weightsが共役になるのではないかと予
想している。この予想はある程度自然であり、今後予想の検証過程で意外な発見もあるかもしれない。自己共役
作用素の摂動に関する研究はユニタリ群のPolish群としての構造やその性質に関する興味深い知見をもたらし
た。今後非局所コンパクトPolish群の大域構造を研究する際に今回の研究結果が応用できるかもしれない。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
(1)関数解析学と記述集合論は近年交流を深め、特に作用素環論における様々な同値関係の複雑
さを Borel reducibility の意味で定量化する研究が盛んにおこなわれてきた。しかし非有界自己
共役作用素達は自然な Polish 空間をなすにも関わらず、そこに登場する摂動問題の複雑さにつ
いては筆者と松澤泰道氏(信州大学)の１つの研究を除けばほぼ何も無かった。 
(2) Popa はコサイクル超剛性定理の研究に於いて、有限型 Polish 群のクラス(有限型 von 
Neumann 環のユニタリ群の強閉部分群に同型な Polish 群)を導入し、「ヒルベルト空間のユニ
タリ群の強閉部分群に同型(unitarily representable)で、かつ両側不変距離を持つ(SIN)Polish 群
は有限型か?」を問うた。私と松澤氏は以前の研究で、従順群などに対して肯定的解答を与えて
いたが、一般の場合は未解決であった。 
(3) 筆者と Uffe Haagerup, Carl Winslow 氏による一連の von Neumann 環の超積の一般構造
の研究以来、III 型環の研究にも超積のテクニックが有効である事が近年認識され、II 型環にお
ける Popa の剛性理論の一連の定理を III 型環に拡張する多くの研究が与えられていた。この際
しばしば重要になる事として、忠実正則状態でその「中心化環が大きいもの」が存在する、とい
う条件である。この条件は III_1 型環以外では常に満たされ、III_1 の場合には Connes の
bicentralizer 問題と呼ばれている難問であった。しかし bicentralizer 問題が他の問題と関わっ
ているかどうかは不明だった。この問題は、超積研究を開始した当初から気にしていた問題であ
った。 
 
 
 
 
２．研究の目的 
(1) 非有界作用素の摂動論の問題や、関連するユニタリ群の作用について調べる事。 
具体的な Polish 群のユニタリ表現の族を調べる事。 
(2) Popa の問題を完全解決する事。 
(3) 超積の研究を深め、III 型環、特に bicentrlizer 環の構造研究に活かす事。 
 
３．研究の方法 
当初想定していた研究手法は下記のとおりである。 
(1) スペクトル理論とボレル集合の構造を用いる。 
(2) von Neumann 環論と Polish 群の理論を用いる。 
(3) von Neumann 環の超積の理論を用いる。 
実際には研究の過程で予想外の道具が必要になる事があった（研究成果でより具体的に述べる）。 
 
４．研究成果 
(1) H を可分 Hilbert 空間とし、SA(H)で H上の(有界と限らない)自己共役作用素の空間に強レ
ゾルベント収束位相を与え、Polish 群と見做す。Rの閉部分集合 Fに対して、「本質的スペクト
ルが Fである任意の 2つの自己共役作用素は、コンパクト作用素による摂動を除き、ユニタリ同
値」であるとき、F上 Weyl-von Neumann の定理が成り立つ、と呼ぶことにする。私と松澤氏は
そのような Fの特徴づけを与えた。（なお、「コンパクト作用素」をシャッテンクラス作用素にし
た場合には、F=R のみが Weyl-von Neumann の定理を満たす事も分かる）Fの満たすべき条件は比
較的単純なものである。Weyl-von Neumann 型の定理が非有界作用素に対して全く成り立たない
事は既に松澤氏との先行研究で記述集合論の手法から証明できていたが、一方で F=R の場合に
は定理が成り立ってしまう事も気づいていた。しかしこのような特徴付が存在しうるという事
はしばらく想定しておらず、この事実を発見する事は証明を与える事よりも非自明であった。 
(1)に関連して、私は松澤氏と作用素環のユニタリ群の Polish 群としての種々の大域的性質を
調べた。特に性質(FH)を持つが性質(T)を持たない群の多くの例を発見した（そのようなユニタ
リ群の最初の例は、Pestov により与えられた）。また Hilbert-Schmidt ユニタリ群 U_2(H)が性質
(FH)を持つか?という Pestov の問を、より強い形で否定的に解決した：Mを可分半有限無限因子
環で、半有限忠実正則トレースを固定する。このとき 1<=p<¥infty に対して、U_p(M,¥tau)でユ
ニタリ u¥in U(M)で, u-1 がトレースに関して L^p であるもの全体のなす Polish 群(距離は L^p
距離で与える)とする。Gを U_p(M,¥tau)の閉部分群で、性質(FH)を持つものとするとき、ある有
限射影 q¥in M が存在して、Gは自然な包含写像を qで cut した写像により U(qMq)の強閉部分群
に同型である。特にこの事から次の事が従う：U_2(H)の閉部分群で性質(FH)を持つものは
compact Lie 群である。 
 
 
(2) 可算離散群Γの H への可逆変換としての表現πが一様有界であるとは、作用素ノルム||π
(g)||が g¥in Γによらない定数で抑えられる事を言う。一様有界表現πによりΓを Hに作用さ
せ 、そ の半 直積群 G を 考え る。 私 は 松 澤 、 Andreas Thom (TU Dresden), Asger 
Tornquist(University of Copenhagen)と共に次を示した: 



(i) G は常に unitarily representable かつ SIN 
(ii) G が有限型である事と、πがユニタリ表現に相似である事は同値。 
Γが階数 2 の自由群を含むとき、ユニタリ表現に相似でない一様有界表現を持つ事がしられて
おり、そのような表現から G を作ると、Popa の問題の反例になる事が分かる。この意味で反例
と一様有界表現のユニタリ化可能性は１対１に対応している。証明の鍵は Banach 空間論におけ
る Maurey—Nikishin の分解定理のΓ-同変版を証明する事にある。 
 
(3) 私は Uffe Haagerup, Cyril Houdayer, Amine Marrakchi と共に次の研究を行った。
Bicentralizer の概念は増田により III 型因子環の包含 N¥subset M に(N は III_1 型とする)対
して定義された。この相対 bicentralizer 環 B(N¥subset M,φ)(忠実正則条件付期待値と可換な
忠実正則状態φを固定する)上に、ある種の漸近条件により特徴付られる 1 係数自己同型群
(bicentralier flow)が存在する。この flow は共役を除き状態φの取り方に依らない。さらに次
が成り立つ： 
① M=N=B(M,φ)とするとき、Mが荒木・Woods の III_1 型因子環をテンソル積で吸収する事と、
bicentralizer flow が自明である事は同値。 
②包含 N¥subset M が既約(N’¥cap M=C)であるとする。このとき忠実正則条件付期待値の像と
なる AFD 部分因子環 P¥subset N で、P’¥cap M=C なるものが存在する事と、bicentralier flow
がエルゴード的である事は同値(本研究成果をまとめた論文が公表された数か月後に
MarrakchiM=N の場合に実際に flow がエルゴード的である事を証明した)。さらに、この同値条
件が成り立つとき、Pを II_1 型にとれる為には、B(N¥subset M,φ)=C が必要十分である。 
既約な AFD 部分因子環 Pで、正則条件付期待値の像となるものが取れるか?という問題は 1980 年
代の Popa の研究により半有限の場合には完全に解決されていた。また少し後になって III_1 以
外の III 型の場合も Popa により解決された。III_1 型の場合のみが未解決になっていたが、解
決の為には bicenralizer の自明性を証明する必要がある事がわかった。 
 
③ N¥subest M が既約であるとき、Nの極大可換部分環で、正則条件付期待値の像となるものが
取れる(強い意味で Kadison 問題が肯定的に解ける)為には、B(N¥subset M,φ)=C が必要十分。 
 
最後の③に現れる極大可換部分環の存在問題は、Kadison の問題として知られる古典的未解決問
題であり、この問題は N,M が III 型以外の因子環の場合には Popa の結果により、(可分性や正
則条件付き期待値 M→Nの存在下で)肯定的に解決されていた。III_1 型の場合、bicentralier の
自明性が(強い意味での)同問題が解かれるための唯一の障害となっている事が明らかになった。 
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