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ωをN上の自由超フィルターとします。Murray-von Neumannによる性質 Γの導入
以来、II1型因子環Mの中心列環Mω・超積環Mωは von Neumann環論にとって重要
な研究ツールでしたが、群作用の分類やConnes Embedding問題等を通して超積の重
要性は益々高まっています。一方でトレースを持たない一般のvon Neumann環に対す
る超積環の研究は II1型の場合に比してあまり見通しが良くありません。最もよく知ら
れている構成はOcneanu [Oc]の方法です: Mω = Mω/Iω。ここで IωはM の有界列
で、0にω-強 ∗収束するもの全体、Mωはそのmultiplier algebraです。自然にM ⊂Mω

と考えられる為に中心列環M ′ ∩Mωが定義できます。しかしこれはConnes [Con]の
漸近中心化環Mω = Mω/Iωとは一般に異なります。ここでMωは有界列 (xn)nで、任
意のψ ∈ M∗に対して ||xnψ − ψxn||

n→ω→ 0を満たすもの全体です。M が II1型ならば
Mω = M ′ ∩Mωです。Mωは II1型の超積の自然な拡張と考えられますが、任意の有
界列がMωの元を定めるわけではない為、II1型の場合には無い困難が生じます。実は
Ocneanuの定義 (’85)より 10年ほど前 (’75)、ロシアではGolodets [Gol]が中心列環の
別の一般化-asymptotic algebra Cω

M -を提唱していました。彼は可分因子環M 上の忠
実正則状態 φから ℓ∞(N,M)上の状態 φ((xn)n) := limω φ(xn)を定め、そのGNS表現
(ℓ∞(N,M), πGol, HGol, ξ)を考えます。eωを πGol(ℓ∞(N,M))ξへの射影とし、補助環R

を
R := eωπGol(ℓ

∞(N,M))′′eω ⊂ B(eωHGol)

で定めます。そして asymptotic algebraをCω
M := R ∩ πGol(M)′と定めました。φは自

然に正則忠実状態 φ̃ ∈ R∗を定めます。Golodetsは φ̃のCω
Mへの制限 φ̇は実はφに依ら

ず、∆φ̇の固有値が荒木の性質L′
λ :M ∼= M⊗Rλを特徴付ける事、中心化環 (Cω

M)φ̇の非
可換性がMcDuff性と同値である事等を示しました。しかしCω

MとOcneanuのM ′∩Mω

やConnesのMωはどう関係しているのか、定義から読み取るのは困難です。Golodets

の論文はロシア語で書かれた為、国外でほとんど認知され無かったようです。
一方Groh(’84) [Gro]はMの前共役M∗のBanach空間超積 (M∗)ωをMのBanach空

間超積の双対 ((M)ω)
∗に、translation-invariantかつ等距離に埋め込める事を示し、これ

により (M∗)ωがある巨大なvon Neumann環M̃の前共役とみなせる事を示しました。し
かしこれではM̃が何者か、全く不明です。Raynaud(’02) [Ray]はより明快なM̃の構成
を与え、かつこの超積 (Groh-Raynaud超積と呼びます)がHaagerupの非可換Lp空間の
構成と compatibleである事Lp(M)ω = Lp(M̃) (1 ≤ p <∞) (完全等距離同型)等を示し
ました。まずMをHilbert空間Hに、任意の正則状態がベクトル状態であるように表現
します。次にMのBanach空間超積 (M)ωをB(Hω)に自然に表現します (HωはHの超
積): πRay : (M)ω → B(Hω), πRay((xn)ω)(ξn)ω := (xnξn)ω, (xn)ω ∈ (M)ω, (ξn)ω ∈ Hω.

そこで M̃ := πRay((M)ω)
′′とします。従ってこの構成は表現のとり方に依存しますが、

標準表現をとれば元の標準形 (M,J,H, P )の“Groh-Raynaud超積”が再び標準形になり
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ます。我々はこのRaynaudの結果を一般の列 (Mn)nの場合に証明しました。
以上 3種類の超積が現在までにそれぞれ独立に研究されて来ました。Ocneanuが目

指したように群作用の分類を考察する場合にはOcneanu超積Mωが、非可換Lp空間論
を考察する場合にはGroh-Raynaud超積 M̃が適しているように思われます。Golodets

の仕事をどう位置付けすべきかも興味深い点です。
本研究では、OcneanuとGolodetsの構成は同値である事 (Cω

MをM ′∩Mωに移す同型
写像π : R → Mωが存在する), またOcneanu超積はGroh-Raynaud超積の cornerであ
る事を、Ocneanu, Groh-Raynaudの構成より少し一般化した状況で証明しました。すな
わち (Mn, φn)をσ-有限von Neumann環と忠実正則状態の列とし、ℓ∞ = ℓ∞(N,Mn) :=

{(xn)n ∈
∏

n∈NMn; supn ||xn|| < ∞}, Iω = Iω(Mn, φn) := {(xn)n ∈ ℓ∞; ||xn||♯φn

n→ω→
0}, Mω = Mω(Mn, φn) = {x ∈ ℓ∞;xIω ⊂ Iω, Iωx ⊂ Iω}とし、Mω = (Mn, φn)

ω :=

Mω/Iω とします。Mω には忠実正則状態 φω が φω((xn)
ω) = limω φn(xn)と定まりま

す。Mnを標準Hilbert空間L2(Mn, φn)に表現しておき、等距離写像w : L2(Mω, φω) →
(L2(Mn, φn))ωをw(xn)

ωξφω := (xnξφn)ωと定めます。

Theorem 1. w∗ (
∏ωMn)w = (Mn, φn)

ω.

この定理の証明には次のMωやIωの代数的特徴付けが必要になります: ξω = (ξφn)ω
とし、pを (

∏ωMn)′ξωへの射影、Lω := {(xn)n ∈ ℓ∞; ||xn||φn

n→ω→ 0}, N :=
∏ωMnと

します。このとき、

Proposition 2. (xn)n/Iω 7→ (xn)ω−p⊥(xn)ωp⊥はベクトル空間としての同型ℓ∞/Iω →
pNp⊕ pNp⊥ ⊕ p⊥Npを与え、かつ

ρ−1(pNp) =Mω, ρ−1(pNp⊥) = Lω/Iω, ρ−1(p⊥Np) = L∗
ω/Iω

となる。さらにρ|Mω :Mω → pNpは*-同型となる。

これらを用いると、次の定理を得ます (Golodets-Raynaud型定理)：

Theorem 3. t ∈ R, (xn)ω ∈ (Mn, φn)
ωに対して、次が成立する:

σφω

t ((xn)
ω) = (σφn

t (xn))
ω.

特にR ∋ t 7→ (σφn
t )ω ∈ Aut((Mn, φn)

ω)は連続である。

この定理から超積状態φωのモジュラー作用素の性質に関して複数の系が得られます。
本講演ではそのいくつかについてお話させて頂きます。
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