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1 はじめに

ひょんなことから考察し得られた成果について述べる．また，関連した話題や課題も取り上げ

る．主定理自体は昨年秋の学会でごく簡単に報告したので，その詳細と今後考えられる方向など

を重点的に述べる．

私は作用素環論の中でも自由確率論および関連して研究される作用素環の自由積・融合積（と

その仲間）を主に研究している．自由確率論の研究では，良く知られているランダム行列はもち

ろんのこと，所謂，実解析・複素解析の道具が本質的である．例えば，種々の極限定理の証明では

コーシー変換が主人公で，モーメント問題を取り扱う中で Nevanlinna–Pick の補間定理が利用さ
れる．すなわち，ほとんど関数論の研究になってしまう．また，１個の確率変数に対する自由エ

ントロピーは対数エネルギーそのものでほとんどポテンシャル理論の研究である．このようなこ

とから，自由確率論の研究を行っているとハーディー空間論や関連した作用素論に自然に注意が

向く．ところで，関数解析の専門家による著書（例えば，Conway 氏の教科書 [13]）のハーディー
空間論の取り扱いに私はある種の違和感を感じた．それは，有界ハーディー空間 H∞(D) を取り
扱う際に L∞(T) に埋め込んで L1(T) から入る汎弱位相を多用することである．これはフォンノ
イマン環の研究で σ-弱位相を自然なものとして用いることと全く同じであるが，フォンノイマン
環の場合はこの位相が固有のものであることが，所謂，前共役の一意性として知られており理に

かなっている．しかし，多くの著作物では H∞(D) に対する類似の結果についての言及がない．
調べてみると，７０年代後半に安藤毅先生の有名な仕事 [5] があり，H∞(D) の前共役が一意的で
あることなど，短い論文の中で H∞(D) の前共役のバナッハ空間的性質に関する多くの問題が解
かれていることを知った．（断っておくと，はっきり述べられないことが多いとは言え，安藤先生

の仕事は（特にバナッハ空間の）専門家の間では広く知られた結果であるようだ．しかし不幸に

もこの論文を入手するのは容易くない．私は九大図書館のサービスを使って富山大からコピーを

取り寄せた．）私は安藤論文で得られた前共役の一意性を自分なりに理解するために非可換拡張を

考えてみた．本講演ではその成果，すなわち，H∞(D) の前共役の一意性の非可換拡張について
主に述べる．また，それをきっかけに考え始めた未解決問題なども論じたい．
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2 背景

H∞(D) を開単位円盤上の有界正則関数全体のなす環とする．これは最大値ノルムによりバナッ
ハ環になる．H∞(D) 内の任意の関数 f に対してその非接触極限 limr↗1 f(re

√
−1θ) がほとんど

すべての θ に対して存在することが証明でき，H∞(D) は L∞(T) にバナッハ部分環として埋め
込まれることがわかる．この埋め込みにより H∞(D) を L∞(T) の部分環と見なすと汎弱位相
σ(L∞(T), L1(T)) により閉じており，H∞(D) は前共役 L1(T)/H∞(D)⊥ を持つことが直ちにわ
かる．ここで，H∞(D)⊥ は H∞(D) ⊂ L∞(T) = L1(T)⋆ の pre-annihilator（和訳を知らない）
を表わす．この事実において本質的なのは (L1)⋆ = L∞ という双対性であり，関数環 L∞ は一意

的な前共役 L1 をもつことが良く知られている．このような前共役の一意性は L∞ を非可換に一

般化したフォンノイマン環の枠組みで正しいことが知られており，この種の話題は Grothendieck
[17], Dixmier [14], 境 [29]（敬称略／以下同様）らよって１９５０年代に確立された．（ちょっと
注意すると，フォンノイマン環の前共役の存在と一意性を示したのは本質的に Dixmier [14] の仕
事である．前共役の一意性に言及する際にしばしば境の有名な仕事 [29] だけを言及することが多
いがそれは（本質的には）間違えで，境の仕事の価値は前共役の存在によりフォンノイマン環が

特徴づけられることを示したことである．こちらの方がはるかに難しい問題であることを指摘し

ておく．）現在では，H∞(D) も L∞ 同様に一意的な前共役を持つことが知られるが，それは安藤

[5]（及び少しあとになるがWojtaszczyk [37] も独立な仕事をした）により７０年代後半になって
ようやく証明された．

3 非可換 H∞

関数環 L∞ がその自然な非可換化としてフォンノイマン環というものを持つように，H∞(D)
もその自然な非可換定式化を持つのではないかというのは自然なことであろう．実際，H∞(D) の
非可換化は１９６０年代に Arveson [6] により (maximal) subdiagonal 環（訳せば（極大）部分
対角環とでも呼ぶのであろうか？）という名前で導入され研究され始めた．（私は Pisier と Q. Xu
による非可換 Lp-空間に関する概説論文 [27] を通して学んだ．この概説論文はよく書かれており，
私のような非可換 Lp-空間に明るくない素人の方には一読をお勧めする．）
本来はもう少し一般的に定義されるのだがもっとも理論が整備されている枠組みでこの定義を

述べると，まず忠実かつ正則なトレイス状態 τ を持つフォンノイマン環 M が与えられていると

する（これは H∞(D) に対する L∞(T) に対応する）．このとき，M の σ(M,M⋆)-閉（すなわち，
σ-弱閉）な（一般に対合で閉じていない）部分環 A が (maximal) subdiagonal 環であるとは

• A + A∗ が M 内で σ(M,M⋆) に関して稠密で，

• τ から定まる条件付期待値 E : M → A ∩ A⋆ が E(ab) = E(a)E(b), a, b ∈ A, をみたす

ことをいう．H∞(D) ↪→ L∞(T) がこれらの条件をみたすことを確認するのは簡単な演習問題で
しかない．実際，トーラス上の関数 en(z) := zn たちが L∞(T) の生成系をなし，en, n ≥ 0, が
H∞(D) (⊂ L∞(T)) の生成系になることなどに注意して計算すればよい．すなわち，上の定義は
この例 H∞(D) ↪→ L∞(T) の L∞(T) のところをフォンノイマン環に置き換えて定式化したものと
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考えれば納得できよう．この一般化により，行列値版の H∞ はもちろんのこと，作用素環の接合

積構成法に基づいて真似をしたもの（解析的接合積）などがすべて考察の枠組みに入る．本来はさ

らに上の２条件を満たすものの中で極大であるという条件があったのだが，Arveson から１０年
以上経って Exel によって自動的に極大になることが完全に証明された．フォンノイマン環を取り
扱う際に，与えられた作用素が考察のフォンノイマン環の元になっていることを言いたいという

状況にしばしば出くわすが，多くの場合，２重可換子環定理 (Double Commutant Theorem) を
使って解決する．極大性は同じ種類の問題に対して２重可換子環定理に取って代わるものである．

ここでは A = H∞(M, τ) と表し，気分を出してこれを非可換 H∞-環と呼ぶことにする．非可
換 H∞-環は特に解析的接合積の場合に詳細な研究がなされていたようだが，その基本的性質さ
えもいくつかの例外を除いて特別な構成に基づかない一般的考察がなされ始めたのは近年のこと

のように思う．最近だと Blecher と Labuschagne の連作（概説論文 [9] が出版されている）が目
立っている．

4 結果

H∞(D) の前共役の一意性の（どのような）証明において鍵となるのは次の事実である．L∞(T)
を Gelfand 表現により C(X) と同一視する．T 上の Haar 確率測度が定める正値汎関数から
X 上の一意的な正則確率測度 µ が得られる．このとき，任意の µ-測度が 0 であるような閉集
合 E ⊆ X に対してある元 f ∈ H∞(D) ↪→ L∞(T) = C(X) が存在して (i) ∥f∥∞ ≤ 1, (ii)
P := {x ∈ X : |f(x)| = 1} = {x ∈ X : f(x) = 1} かつ E ⊆ P , (iii) µ(P ) = 0 を満たす．ち
なみに，(ii) の前半部分の２つ目の等号の性質を満たす集合を関数環 H∞(D) ↪→ C(X) の峰集合
(peak set) と呼ぶ． 平たく言えば，峰集合は考察の関数環が「覚えている」X の部分集合であ

る．実際，fn は n → ∞ で特性関数 χP に各点収束する．この事実は（昔から何となく専門家

の間では知られていたのかもしれないが）Amar と Lederer の短報 [4] で初めて与えられた．私
は安藤の証明および関連する仕事を検討し，安藤の定理を非可換の場合に拡張するのに本質的な

のは上の事実の非可換板を示すことだと認識した．実際，残る部分は既存のどのような証明を参

考にしようとも本質的に非可換の場合でも特段の困難なしにうまくいく．（もちろん適切な変更／

非可換特有の取り扱いが必要なのは言うまでもないが，既存の手法を使って容易く切り抜けるこ

とができる．）

さて，まず必要なのは Gelfand 表現である．もちろん非可換の設定でそのものずばりは期待で
きない．しかしよくよく考えると，χP に当たる射影を捕まえるのに十分なM よりも大きい「器」

があれば良いことがわかる．L∞(T) = C(X) の X は実際には純粋状態全体である．そう考える

と，fn → χP の各点収束は，実際には L∞(T) 上の弱収束で収束先が第２双対空間 L∞(T)⋆⋆ に

入っていると考えればよい．以上の考察から目標を「何らかの良い性質（閉集合に対応するよう

な条件）をもった射影 e ∈ M⋆⋆ が 〈τ, e〉 = 0 を満たすならば，ある縮小元 a ∈ H∞(M, τ) と射
影 p ∈ M⋆⋆ が存在して 〈τ, p〉 = 0，e ≤ p かつ an −→ p in σ(M⋆⋆, M⋆) が成り立つ」と設定
してみた．ただし，〈·, ·〉 : M⋆ × M⋆⋆ → C は標準的なペアリングを表わす．ここまで考えてか
ら Akemann の仕事（[2, 3] etc.）を思い出した．Akemann はまさしくこのように考えて非可換
Gelfand 表現というべき理論と（開集合ならぬ）開射影や（閉集合ならぬ）閉射影などの「非可
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換位相空間論」を展開しているのであった．そこで，与えられた射影 e ∈ M⋆⋆ が閉射影であるこ

とを仮定すれば良いのでは？と考えた．しかし，「非可換位相空間論」特有の困難があり，また目

的が前共役の一意性の証明であることなどを考え以下のように定式化し証明した．

定理 1 A = H∞(M, τ) に対して次が成り立つ：ϕ ∈ M⋆ を竹崎 [32] の意味での特異汎関数とす
る．もし，ϕ ̸= 0 であれば，ある縮小元 a ∈ A と射影 p ∈ M⋆⋆ が存在して (i) ϕ = ϕ · p, (ii)
an −→ 0 in σ(M,M⋆), (iii) an −→ p in σ(M⋆⋆, M⋆) が成り立つ．

0 に収束したり 0 でない射影 p（p が 0 であり得ないことは最初の条件から従う）に収束した
り奇異に感じるかもしれない（証明をしようとしていた時点でも私自身はしばしば混乱した）．そ

うであれば，次のように考えて欲しい： an は M⋆⋆ 内で σ-弱で p に収束し，収束先の p は M⋆

内の汎関数のうち M⋆ に属するものに関してはいつでも 0 の値を取る．さらに，最初の p に関

する主張は p が ϕ の右台射影より大きいことを意味している．これは ϕ ∈ M⋆ = (M⋆⋆)⋆ の右台

射影を e ∈ M⋆⋆ としたとき，まさしく e ≤ p であることを主張している．つまり，実際に証明

した主張を最初に考えた定式化で言い直すと，「0 でない特異汎関数の右台射影 e ∈ M⋆⋆ に対し

て，縮小元 a ∈ A と射影 p ∈ M⋆⋆ が存在して，〈τ, p〉 = 0，e ≤ p かつ an −→ p in σ(M⋆⋆,M⋆)
が成り立つ」となる．ちなみに，p が Akemann の意味 [2, 3] で閉射影であることはすぐわかる．
次に証明について簡単に述べる．当然，フォンノイマン環に対する基本的な結果を使う．特に

境 [30]（富田 [34] も参照）による汎関数の極分解および竹崎 [32] による非可換ルベーグ分解を
本質的に使う．また，非可換位相空間論がうまく行かない代わりに，竹崎 [33] による特異汎関数
の特徴付けが重要な役割を果たす．そのため，最初に与えるものを閉射影から特異汎関数に替え

た．縮小元 a の作り方は基本的には H∞(D) と同じである．Amar と Lederer の証明だと指数
関数を使うが，これは非可換性により多くの困難を生じうまく行かない．代わりに１次変換関数

を利用する．これは [7] に動機づけられた．また，ヒルベルト変換の非可換版が必要だ．当然ヒ
ルベルト変換の一般論が必要になるが，古典的な場合の証明が非可換の設定でも概ねうまく行く．

ちなみに [19],[28] がヒルベルト変換の一般論を完全に整備している（前述の Pisier と Q. Xu の
概説論文にも簡潔な解説がある）．しかしながら，構成した a が A に収まることを言うのは可換

の場合と違って容易くない．原因の一つは D 上の有界解析関数の視点が消え去っているからだ．
そこで鍵となるのは極大性である．非可換性により H∞(D) の時ほど自明ではないが，うまく不
等式評価を行うことにより (i),(iii) を示すことができる．これは M の普遍表現に行って議論す

る．ゆえに M⋆⋆ 内の話になるのだ．(ii) を示すには，しかるべき不等式評価と Foguel [15] によ
る縮小作用素の分解定理を使う．

上の定理に PeÃlczyński によるトリック（の一つ）を使うと M⋆/A⊥ が Talagrand–Godefroy の
性質 (X) を満たすことが証明できる．すると，Talagrand と Godefroy の結果 [16] から次の定理
を得る．

定理 2 M⋆/A⊥ は A = H∞(M, τ) の（等長的に）一意的な前共役である．

ところで，Talagrand と Godefroy の仕事はある意味で安藤の H∞(D) の前共役の一意性の証
明の交通整理と見なすことができる．性質 (X) を示して前共役の一意性を示すのが，一般的な
手法としてはもっとも強力なようにに思う．しかし，フォンノイマン環の前共役が性質 (X) を満
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たすことを示そうとすると σ-有限性が必要になる．これは Godefroy が言っていること（任意の
フォンノイマン環に対して主張していた）と合わないのでおかしいと思っていたら，最近その不

具合を正す論文 [20] が出版されていた．昨年秋，講究録原稿を依頼されて個人的なノート [36] を
公開した．そこに性質 (X) などについての簡潔な概説を書いた．
ここで前共役の一意性の意味をはっきりさせよう．バナッハ空間 X が一意的な前共役をもつと

は，同型の意味ではなく等長的な意味で一意的であることをいう．しかしながら，証明できる場

合は前共役を X⋆ に埋め込んでその位置が一意的に定まることが多い．これは単なる一意性より

も強い主張なのでしばしば「強い意味の一意性」と呼ぶ．もちろんフォンノイマン環の前共役も

強い意味で一意である．それだけではなく，竹崎のルベーグ分解は M⋆ 内で前共役 M⋆ が L-直
和成分であることを主張する．H∞(M, τ) の前共役の一意性問題に取り組むにあたって私はフォ
ンノイマン環のそれを念頭に考え始めたので，当初，問題攻略の第一歩は M⋆/A⊥ が A⋆ 内の L-
直和成分であることを示すことだろうと考えた．この問題を当時の学生の瀬渡慎太郎君に提案し

たところ，Blecher と Labuschagne による非可換 F. & M. Riesz の定理 [8] を利用して肯定的に
解いた [31]．ただ，彼らの非可換 F. & M. Riesz の定理は D = A ∩ A∗ が有限次元のときのみ

成り立つので瀬渡君の結果もその場合に限られた．他方，定理１ではそのような条件は不要であ

り，実際に簡単な議論により次の命題を導くことができる：

命題 3 M⋆/A⊥ は A⋆ の L-直和成分である．ゆえに，PeÃlcyzński の性質 (V∗) を満たす．特に，
M⋆/A⊥ は弱点列完備である．

ここでちょっと残念なのは A⋆ からM⋆/A⊥ に落ちる L-射影が弱*点列連続になることが証明で
きなかった（これを書いている時点でもできていない）ことである1．フォンノイマン環に対して

これは正しく，Akemann の有名な論文 [1] で示されている．H∞(D) の場合は安藤論文の「２つ
目の定理」だ．ちなみに，前共役の弱点列完備性は歴史が古く，非可換の設定で言えば，まず有限

型フォンノイマン環に対して梅垣が証明し，そのすぐ後，境が一般の場合に証明した．Akemann
の L-射影の弱*点列連続性は特に前共役の弱*点列完備性を導く．現在では，Pfitzner の仕事 [23]
と PeÃlczyński の仕事 [21] から前共役が L-直和成分であることが言えれば一般論として前共役の
弱点列完備性が従う．また，[35] の論文をちょうどまとめ終わったときに，Pfitzner のごく最近
の仕事 [25] を知った．それによれば，M⋆ が可分であれば命題 3 の主張の最初の部分から定理 2
が従う．

また，次も証明できる：

命題 4 A⊥ は (A⊥)⋆⋆ の L-直和成分である．よって，もし M が極小射影を持たないならば，

M⋆/A⊥ の閉単位球は端点を持たない．特に M が極小射影を持たないときは A は第２前共役を

持たない．

以上により L-射影の弱*点列連続性を除けば2，安藤論文で示されたことはすべて非可換 H∞-
環に対しても成り立つことが分かった．定理１はより重要な応用を持つ．それは非可換 H∞-環す
べてに対して成り立つ F. & M. Riesz の定理である：

1講演時でもできていなかったが，その直後に証明できた．できてみれば安藤の証明より著しく簡明な証明が付いた．
但し，半有限の場合まではく拡張できていない．(4/5/09)

2前の脚注に注意．既に証明できている．(4/5/09)
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定理 5 任意の ϕ ∈ M⋆ に対して，もし ϕ が A 上で恒等的に値 0 をとれば，ϕ の正則部分 ϕn

と特異部分 ϕs も共に A 上で恒等的に値 0 をとる．

Blecher と Labuschagne による非可換 F. & M. Riesz の定理の主張は条件が必要な反面で我々
のものよりもほんの少しだけ強い．大雑把には A のところが A0 := KerE ∩A に置き換わる．ち

なみに，彼らのものは抽象 H∞-環に対するそれの自然な一般化になっている．すなわち，F. &
M. Riesz の定理に関しては非可換 H∞-環特有の現象が起こっていると言える．しかし，我々の
非可換 F. & M. Riesz の定理で応用上十分だ．実際，定理５は Blecher と Labuschagne [8] が D

が有限次元であるという仮定の下で示した事実すべてが一般に成り立つことを保証する．例えば，

非可換 Gleason–Whitney の定理（A 上の正則汎関数のノルムを変えないM への拡張が自動的に

正則で，さらに一意的にあるという主張）やある種の Kaplanskyの稠密性定理（M 内の任意の元

を A+A∗ 内の有界ネットで近似できるという主張）などを一般の非可換 H∞-環 A = H∞(M, τ)
に対して証明できる．

この節の締めくくりに直接的な課題を述べる．何度か尋ねられたことだが（M としてトレイス

を持たないフォンノイマン環を考えた）一般の (maximal) subdiagonal 環の前共役の一意性の正
否が気になる3．（ちなみに，σ-有限性の下で Exel の仕事（自動的に極大性が満たされること）が
一般の subdiagonal 環に対しても成り立つことは竹崎双対を使って Q. Xu が証明した．）私は一
度この問題を肯定的に解決できたと思ったことがあったのだが勘違いだった．その後，深刻に考

察したのだが解くことができなかった．この問題には竹崎双対を経由する手法は有効ではないこ

とおよびヒルベルト変換に関係して非有界作用素特有のうるさい問題が発生することを指摘して

おく．次に，Wojtaszczk [37] は H∞(D) があるバナッハ空間の第２共役に同型であること（等長
同型ではあり得ない！ – 命題 4 を見よ）を示している．それ自身およびそこで示されたある種の
分解定理の類似が非可換の設定でも証明できるのかに興味がある．

5 いくつかの課題

非可換ハーディー空間の研究は Arveson の論文 [6] に始まりその題名には「解析性」という
キーワードが現れるが，非可換 H∞-空間の研究は断じて非可換解析性の研究ではないと私は考
えている．理由は色々あるのだが，具体的には非可換 H∞-環が H∞(D) ↪→ L∞(T) の枠組みで
非可換化したものだというのが主原因である．すなわち，非可換 H∞-環の枠組みは本来の D 上
の有界解析関数の視点を捨て去ってしまっているのだ．このように言うと，否定的なことを主張

しているように思われるかもしれない．しかし，ここで言いたいのは「非可換解析性」の研究と

思うのは間違えという主張であり，非可換 H∞-環の研究が面白くないということではない．こ
こで，H∞(D) はバナッハ空間論的興味から詳細な研究がずっと行われてきたことに注意しよう．
ずいぶん昔にたまたま図書館で PeÃlczyński のモノグラフ [22] を見つけてコピーして持っていた
が，非可換 H∞-環の前共役の一意性の問題に取り組む中でしばしば参照した．それから感じたこ
とは H∞(D) はバナッハ空間論研究の主要な対象物であり，そこでは実に様々な問題が取り扱わ
れまた提出もされている．その多くに見事に答えたのが Bourgain の８０年代に行われた一連の

3講演時補足：発表論文には書いていないが，定理２，命題３，命題４，定理５などはすべて τ が半有限正則トレイス
荷重の場合まで拡張できる．
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仕事である．以下では，バナッハ空間論の視点から興味が持たれる非可換 H∞-環に対する課題を
述べよう．具体的な問題を論じる前に一つ指摘しておきたい．非可換の設定でのバナッハ空間論

的研究は作用素空間の研究はもちろんのこと，近年，Junge に代表される人々による非可換 Lp-
空間の研究が盛んである．それらはもちろん面白いのであるが，非可換 H∞-環のバナッハ空間
論的研究は非可換 Lp-空間に対するそれより非可換特有の困難があって面白いのではないか？と
感じている．実際，非可換 H∞-空間の研究では自己共役元に着目した手法が使えない – つまり，
スペクトル分解に代表されるある意味で可換的な手法が使えない．これはちょっとしたことをす

るにも非可換特有の困難が生じることを意味する．H∞(M, τ) に対する結果を得るために，まず
M の中で細工し，それからヒルベルト変換を使って H∞(M, τ) の話に落とすのが自然な方法だ
と思われるが，これまでヒルベルト変換を使った本格的研究というのは皆無だったようだ．おそ

らく関数環の理論の立場が強すぎたのであろう．以下に挙げる問題にはヒルベルト変換（やその

仲間）が不可欠のように思われる．ちなみに，非可換 H∞-環の関数環の理論の観点から研究は
Blecher と Labuschagne の連作および §4 で述べた非可換版 F. & M. Riesz の定理の確立でいく
つかの例外を除いてほぼ完成したと言ってもよいように思う．

5.1 Cotype 問題

Bourgain の有名な Acta 論文 [11] において L1(T)/H1(D) が cotype 2 であることが証明され
た．この仕事はとても注目を浴びたようで，後に多くの別証明や一般化が与えられている．例え

ば，Kislyakov や Pisier の仕事がある．また，Pisier のモノグラフ [26] の中に解説があるし，ブ
ルバキ・セミナーでも取り上げられている．さらに前掲の Pisier と Q. Xu の概説論文において
は，非可換 H∞-環 H∞(M, τ) に対して類似の事実の正否を問うている．
バナッハ空間 X が cotype q (2 ≤ q < +∞) であるとは，ある普遍的な正数 C > 0 が存在し
て，任意の有限列 {xi}n

i=1 ⊂ X に対して(
n∑

i=1

∥xi∥q

)1/q

≤ C

∫ 1

0

∥∥∥∥∥
n∑

i=1

εi(t)xi

∥∥∥∥∥ dt

を満たすことをいう．ただし，{εi}∞i=1 は Rademacher 関数列である．少し問題の定式化につい
て論じておこう．この cotype 2 問題は Pisier と Q. Xu の概説論文では 「L1(M, τ)/H1(M, τ)
は cotype 2 か？　また，少なくとも有限 cotype か？」となっている．しかし，私が少し考えた
ところでは次のようにしておいた方がよいような気がしている．

問題 6 A = H∞(M, τ) の前共役 M⋆/A⊥ は cotype 2 か？　また，少なくとも有限 cotype か？

ちなみに，通常の A = H∞(D) の場合はどちらでも同じであることはほぼ自明である．しかし，
非可換（で対角環が非自明）の場合は同じかどうかは明らかではないように思う．さらに，非可

換 F. & M. Riesz の定理（§4 を参照）のことを考えるともっともらしく思えるのではないだろ
うか？

非可換 H∞-環は特別な場合として（有限）フォンノイマン環自身のほかに抽象 H∞-空間も含
む．すると，これらに対して上の問題が成り立っていないことには証明できるわけがないはずだ．
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ここで関連する仕事をいくつか挙げておく．フォンノイマン環の Lp-空間の cotype については
Tomczak-Jaegermann, Fack, Q. Xu により可換の場合と同じ結論が得られている．特に M⋆ に

対しては（ここでは M は一般のフォンノイマン環）cotype 2 である．これらについては，前掲
の Pisier と Q. Xu の概説論文を参照．抽象 H∞-環に対しては Bourgain の [12] で与えた証明が
大筋でうまく働くことが [18] で示されている．ゆえに M⋆/A⊥ が cotype 2 であることは間違え
ないと思う．むしろ異なる現象に出くわしたら非可換特有で面白い．

5.2 Grothendieck 空間，性質 (V)

これまた Bourgain の仕事 [10] であるが，H∞(D) が Grothendieck 空間であるという結果が良
く知られている．ちなみに，バナッハ空間 X が Grothendieck空間であるとは，X の双対空間 X⋆

において任意の弱 ∗収束列が弱収束することをいう．この性質は，任意の有界作用素 T : X → c0

が弱コンパクトであると言い換えることができる．さらに１つ性質を復習しよう．バナッハ空間

X が性質 (V) を持つとは次を満たすことをいう：任意の（有界）相対弱コンパクトでない部分集
合 K ⊂ X⋆ に対して wuC 列 {xi}∞i=1 ⊂ X が存在して sup{|ψ(xi)| : ψ ∈ K} ̸→ 0 となる．ここ
で，{xi}∞i=1 が wuC 列であるとは，任意の φ ∈ X⋆ に対して

∑∞
i=1 |φ(xi)| < +∞ が成り立つこ

とをいう．一般論として，前共役を持つバナッハ空間が性質 (V) を持てば Grothendieck 空間で
ある，というものがある．実際，Bourgain も H∞(D) が性質 (V) を持つことを示している．ゆ
えに次の問題が考えられる．

問題 7 H∞(M, τ) は性質 (V) を持つか？

この問題に関連する仕事をいくつか述べよう．問題の出所は当然 Grothendieckで，現在の整理さ
れた言葉でいうと C(K)-空間が性質 (V) を持つことを示した．特に関数環 L∞ は Grothendieck
空間である（Gelfand 表現を考える）．性質 (V) は PeÃlczyński [21] によるものであり，彼は
Grothendieck の議論の簡略化も与えた．非可換の設定でも Pfitzner [24] が，任意の C∗-環が性
質 (V) を持つことを証明した．これからやはり任意のフォンノイマン環が Grothendieck 空間で
あることが従う．非可換の設定では可換の場合の証明がそのまま働かず [24] では技巧に長けた議
論が与えられており注目に値する．非可換特有の困難の一端は Akemann による第２双対空間を
舞台に論じられる「非可換位相空間論」が普通の位相空間論ほどうまく行かないことにあるよう

である．とにかく，以上のことを考えると非可換 H∞-環が Grothendieck 空間であることが証明
できてもおかしくないと思う．むしろ，Grothendieck 空間でないことが示されたら驚きだし，逆
にとても面白い．
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C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 292 (1981), 323–325.
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