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主要論文の要旨

鈴木康平

主論文 [15] Convergence of stochastic processes on varying metric spacesを構成する以下の 2

つの主要論文の要旨を説明する.

[13] Convergence of continuous stochastic processes on compact metric spaces converging in the

Lipschitz distance.

[14] Convergence of Brownian motions on RCD∗(K,N) spaces.

1. 背景と目的

確率論の研究において, 「ある確率過程の列が他の確率過程に収束するか」という問題は, 極
限定理と呼ばれる問題で, 確率論の１つの重要な問題として古くから研究されてきた. 典型的な
極限定理として有名なのは, Donskerの不変原理 [6]で, d次元格子 Zd 上のランダムウォークは,

空間と時間に関して適切なスケーリング極限を考えると, Rd 上の Brown運動に収束することが
知られている. 一方で, 近年の距離空間上の幾何解析の発展に伴い, Riemann多様体のmeasured

Gromov–Hausdorff (mGH)極限空間に現れるような滑らかでない距離空間上での様々な解析学が
展開されている (例えば, Villani [16], Heinonen–Koskela–Shanmugalingam–Tyson [10]). そのよ
うな極限空間は, もはや多様体の構造は持たないが, 距離空間に測度を備えた測度距離空間と呼ば
れる構造を持つ. そして, そのような測度距離空間上で, 勾配作用素, ラプラシアン, 熱方程式, Ricci

曲率の下限, などの解析的もしくは微分幾何的な概念が導入されている. これらの解析的な対象が,

空間の収束に関して安定であるかどうか, という問題は幾何解析の重要な問題として研究されてき
た (例えば, ラプラシアンの固有値のmGH収束に関する安定性は, Fukaya [8], Cheeger–Colding

[4, 5], Gigli–Mondino–Savaré [9]). これらの解析的な対象は, 確率論的な観点から見れば, 拡散過
程と呼ばれる連続な道を持つMarkov過程のクラスと深く関係している. そのため, 空間が収束し
ている状況での, 拡散過程の安定性もしくは, 極限定理を考えることは確率論の問題として自然
な問いである. 実際に, 例えば, Ogura [12]では, Kasue–Kumura [11]の意味での熱核の収束に関
する, Riemann多様体上での Brown運動の収束の問題, Albeverio–Kusuoka [1]では, tube領域を
spiderグラフに収束させたときの, 確率微分方程式が定める拡散過程の収束の問題などが扱われて
いる.

このような背景から, 主論文を構成する 2つの主要論文 [13, 14]では, 距離空間が収束している状
況での, 連続な確率過程の収束を論じることが目的である. まず, [14]では, 測度距離空間が, リー
マン的曲率次元条件を満たす状況で, 空間がmGH収束するという幾何的な収束概念と, Brown運
動が法則収束するという確率論的な収束の概念の関係を調べることが目的である. 次に, [13]では,

空間が Lipschitz収束している状況での, 連続な確率過程の収束概念を定義して, その収束概念の
位相的な性質を調べることが目的である.
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2. 主結果

2.1. 主要論文 [14]の主結果. [14]では, 以下の問いに答えることが主目的である.

(Q) 測度距離空間のmGH収束と, Brown運動の法則収束は同値であるか?

測度距離空間 (X, d,m)が与えられた時に, その上のBrown運動B = ({Bt}t≥0, {P x}x∈X)とは, 以
下のエネルギー形式が, 正則なDirichlet形式を定める時に, そのDirichlet形式から一意的に定ま
る拡散過程のことを意味する:

Ch(f) :=
1

2

ˆ
X
|∇f |2wdm.

ここで, |∇f |wは, f のminimal weak upper gradientと呼ばれる概念で, 勾配作用素を測度距離空
間の枠組に一般化した概念である (Ambrosio–Gigli–Savaré [2]). 一般には, Chが正則な Dirichlet

形式を定めるとは限らないが (例えば, Finsler多様体では, Chは, 2次形式にならない), もし正則
なDirichlet形式を定める場合は, Brown運動は空間の情報 (X, d,m)のみから定まる拡散過程であ
るため, 空間の収束とBrown運動の法則収束の関係を問う問題 (Q)は自然な問いである. 例えば,

Ricci曲率を下から一様に抑えたRiemann多様体の列のmGH極限に現れる空間 (Ricci極限空間と
呼ばれる)などは, Chが正則なDirichlet形式を定めることが知られており, 対応する Brown運動
を考えることができる. そして, Ricci極限空間を含み, Chが正則なDirichlet形式を定めるような
測度距離空間のクラスとして, RCD∗(K,N)空間というクラスが近年導入された (Erbar–Kuwada–

Sturm [7], Ambrosio–Mondino–Savaré [3]). RCD∗(K,N)空間とは, “Ricci曲率≥ K, 次元≤ N”

という条件を最適輸送の理論を使うことで, 測度距離空間に一般化した概念である. RCD∗(K,N)

空間は, mGH収束に関して閉じているクラスであるため (つまり, RCD∗(K,N)空間の mGH極
限は, また RCD∗(K,N)空間になる), 安定性の問題を考える上では自然な枠組の１つであると言
える.

主結果として, 以下の仮定を満たす時, 問題 (Q)が肯定的に成立することが得られた.

Assumption 2.1 (主論文 [15]のAssumption 4.0.4). N,K,Dを1 < N < ∞, K ∈ R, 0 < D < ∞
を満たす定数とする. 任意の n ∈ Nに対して, Xn = (Xn, dn,mn)は測度距離空間で以下を満たす
とする:

• RCD∗(K,N);

• Diam(Xn) ≤ D;

• mn(Xn) = 1.

Theorem 2.2 (主論文 [15]の Theorem 4.4.1). N := N ∪ {∞}とする. Assumption 2.1の下で,

以下の (A)と (B)は同値:

(A) (空間の収束)

Xnは X∞に, measured Gromov–Hausdorff収束する.

(B) (Brown運動の法則収束)

あるコンパクト距離空間 (X, d), 等長埋め込み ιn : Xn → Xと, ある点列 xn ∈ Xn (n ∈ N)
が存在して, 以下を満たす:

ιn(B
n
· )#P

xn
n → ι∞(B∞

· )#P
x∞
∞ weakly in P(C([0,∞);X)).
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2.2. 主要論文 [13]の主結果. [13]では, 距離空間が Lipschitz収束しているときの, その上の連続
な確率過程の収束概念を定義して, その収束概念の位相的な性質を調べることが目的である. 具
体的に言えば, 距離空間X と, 連続な確率過程が定める法則 P の組 (X,P )全体 (同型類全体)に
Lipshitz–Prokhorov距離と呼ばれる新たな距離を導入して, その距離から定まる位相的な性質を調
べた. このような距離の導入を試みた背景を説明する. 空間が変化する状況での確率過程の収束概
念は, 標準的な定義があるわけではなく, 状況に応じて既存の (空間が変化しない)収束概念に帰着
しているというのが現状である. 例えば, 上述の論文 [14]のように, 空間列が与えられた時に, そ
の列ごとに, ある共通の埋め込み先の空間を取ってきて, そこに埋め込んで既存の弱収束に帰着す
るという具合である. しかし, 収束概念は本来, 列ごとに定義されるのではなく, 考えているクラ
ス全体に定義されることが望ましいし, 可能であれば, 距離化可能な位相を定めるのが望ましい.

そこで, [13]では一つの試みとして, 空間が Lipschitz収束しているという枠組で (少々強い仮定で
はあるが), 空間と連続な確率過程の法則の組 (X,P )の同型類全体に (列ごとにではなく), 距離化
可能な位相を定めた. そして, 位相的な性質として,「部分集合が相対コンパクトになる十分条件」
「相対コンパクトな点列が収束するための十分条件」を調べ, 応用として, Riemann多様体上の拡
散過程が, Lipschitz収束極限先の空間上の拡散過程に収束する十分条件を与えた. 具体的に説明
すれば, PMをコンパクト距離空間X と, X 上の連続な確率過程が定める法則 P の組 (X,P )の
同型類全体とする. dLP を, 主論文 [15]の Definition 5.2.1で定義される Lipschitz–Prokhorov

距離とする. この時以下が成り立つ.

Theorem 2.3. 以下の (A)–(C)が成り立つ.

(A) (PM, dLP ) は完備距離空間となる. (主論文 [15]の Theorem 5.2.5 and Theorem 5.2.7).

(B) 部分集合 A ⊂ PM が以下の (1)(2)を満たせば, dLP が定める位相に関して, 相対コンパ
クト (主論文 [15]の Theorem 5.3.4):

(1) ある正の定数K,V,Dがあって, 任意の (X,P ) ∈ Aに対して, X ∈ R(n,K, V,D). た
だし, R(n,K, V,D)は, n次元完備 Riemann多様体M で, |sec(M)| ≤ K, vol(M) >

V > 0, diam(M) ≤ Dを満たすものの等長類全体.

(2) 任意の (X,P ) ∈ Aに対して, P は, X 上の拡散過程から定まる法則で, 熱核 p(t, x, y)

が, 主論文 (5.3.3)を満たす ϕによって上から抑えられる:

p(t, x, y) ≤ ϕ(t, d(x, y)).

(C) (B)の条件 (1)(2)を満たす相対コンパクトな集合A内の収束点列 (Xn, Pn)が, 以下の条件
(3)(4)を満たせば, (X,P ) ∈ Aに収束する (主論文 [15]の Theorem 5.3.9):

(3) XnがX に Lipschitz収束する.

(4) Pn と P が対称 Dirichlet形式から定まる拡散過程の法則で, 対応する Dirichlet形式
Enが E にMosco収束する.
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