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図1：シェルピンスキーガスケットKと，それを近似す
　　　る第nレベルのグラフVn (n = 2)

研究の背景

　確率論研究の起源は17世紀頃にまで遡るものの，
現代数学としての確率論は，コルモゴロフによる公
理付けがなされてから80年が経った程度の比較的
若い研究分野である。「ノイズの影響を加味した微
積分学」とでもいうべき確率解析の理論は20世紀
半ばに創始され，これまでに大きな発展を遂げてき
た。特に伊藤清による確率微分方程式の理論は，数
理ファイナンスや物理学・工学などへの広範囲にわ
たる応用を持つ。その一方で，近年確率解析が対象
とする空間は，フラクタル集合や無限次元空間とい
った，構造が真に複雑なものへと広がりを見せてい
る。これらの空間において確率微分方程式は有効で
なかったり適用不可能であったりするため，新たな
解析手法が必要となる。ここ四半世紀ほどの間に随
分研究が進み，解析のための道具や理論は充実しつ
つあるが，まだ本質的に解決されていない課題も多
い。このような対象における基礎研究を通じて確率
論の一般理論を深化発展させることが，筆者の研究
の目指すところである。

フラクタル上の解析の小史

　フラクタルとは，何らかの自己相似性を備え，通
常のユークリッド空間と本質的に異なる構造を持つ
集合の総称をいう。図1の左側の図形は，シェルピ

ンスキーガスケットと呼ばれる典型的な自己相似フ
ラクタルである。このような集合上で解析学を展開
するという研究は物理学における問題に起源を持つ。
すなわち，「ガスマスクのフィルターはどの程度密
ならば毒ガスを通さないか？」「不純物の混じった
金属における熱の伝わり方は？」といった不均質な
物質における解析の問題を，自己相似性という性質
に基づき考察した1980年代の物理学者による研究
をふまえ，それを数学的に明確な形で理論化しよう
という潮流で生まれたものである。従って，ここで
は図1は理想化された不均質物質と考えて頂ければ
よい。このような集合上では通常の意味での微分演
算が存在しないため，解析する手段の開発というと
ころから研究を始める必要がある。ユークリッド空
間においては，熱伝導は熱方程式∂u/∂t =Δu，波
の伝搬は波動方程式∂2u/∂t

2
=Δuにより記述され，

熱方程式の解は典型的な確率過程であるブラウン運
動と密接な関係を持つ。シェルピンスキーガスケッ
トにおいても，ラプラス作用素Δ，ブラウン運動に
相当する確率過程が構成でき，それらに基づいた解
析を展開することができる。このような研究は，現
在では自己相似と限らない遥かに一般的な状況に拡
張され，確率論・解析学における研究の1テーマと
なっている。
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シェルピンスキーガスケット上のラプラス作用素

　ここでは図 1においてラプラス作用素Δがどの
ように定義されるか説明する [1]。アイディアは中
心差分極限である。手始めに閉区間 I = [0,1]の場合
を振り返ってみよう。Iを2n 等分した分点を0 = t0, 
t1, … , t2n = 1とする。I上のC 2-級関数 fに対して

とおく。すると，tが Iの内部に属する2進有限小
数のとき，Δn f (t) は n →∞において f ′′(t)に収束
する。これと類似の状況が図1においても成り立つ
のである。シェルピンスキーガスケット Kを近似
するグラフVn（図1右側参照）において，xをグラ
フの頂点（図の黒丸）のいずれかとしよう。K上の
連続関数 fに対して

と定める。ここで，和は xと隣り合った頂点 y（4
つ又は2つ）について取るという意味である。この
とき，何らかの意味で良い関数 f に対して，Δn f は
n →∞において非自明な関数に収束する。極限関
数をΔfとすることで，K上のラプラス作用素Δを
定義することができる。Δnの定義中にある5/3と
いう数が適切なスケーリング定数であり，分子の5
はグラフ V1上の単純ランダムウォークについて，
外側の三角形の頂点の1つから出発した粒子が他の
頂点に到達するまでの平均時間という確率論的な解
釈を有する。一旦ラプラス作用素が定義されれば，
これを元にして熱方程式や波動方程式が定式化でき，
その解の性質を調べるという問題設定が可能となる。
更に，グラフ Vn上のランダムウォークのスケール
極限として K上のブラウン運動 {X t} が構成でき，
熱方程式の解の考察を行うために確率論の議論を用
いることもできる。

より一般のフラクタルでは

　上記のアイディアは，ネステッドフラクタルやシ
ェルピンスキーカーペットといった他の自己相似フ
ラクタルにも，技術的な難易度の違いはあるが適用
できる。自己相似性の崩れた，より一般の集合をも
取り扱い得る枠組としては，ディリクレ形式の理論
が有効である。前述のシェルピンスキーガスケット

Kの場合を例にとって説明しよう。グラフVn上で

と定める。これは

とも変形され，Vn上の関数 fのスケールされたエネ
ルギーを表す。実はK上の任意の連続関数 fに対し，
εn( f |Vn )は nについて単調非減少であることが示
される。n→ ∞とした極限εn ( f )は f のエネルギー
を意味する。ここまででK上のラプラス作用素Δ，
ブラウン運動 {X t}，エネルギーεという3つの概
念が出現したが，これらは極めて一般的な状態空間
上に定まるある種の自己共役作用素 L，対称マルコ
フ過程{X t}，ディリクレ形式(ε, F )の間のほぼ1
対1の対応関係にまで一般化され，ディリクレ形式
の理論の礎をなす [2]。これら 3 つの概念のうち，
通常はディリクレ形式が最も扱いやすい。標語的に
は，関数のエネルギーを何らかの方法で定めること
ができれば，ラプラス作用素や自然な確率過程が構
成できることになる。ディリクレ形式の理論は確率
過程の一般論として従前から研究が進められていた
が，フラクタルのような特異な集合においても有効
な理論であることが認識され，現在ではフラクタル
上の確率過程の研究において最も標準的なアプロー
チの1つとなっている。

フラクタル上のノイズ

　フラクタル上の熱方程式の解の定量評価について
は多くの研究者によって深い研究が進められ，フラ
クタルの特異な性質が反映されることが明らかにな
っている（残念ながら筆者はこの方面の研究にほと
んど寄与していない）。以下では筆者が興味を持つ
フラクタル上のノイズの研究について紹介する。ユ
ークリッド空間上のブラウン運動に対してはホワイ
トノイズが対応するが，フラクタル上の自然な確率
過程に付随するノイズは質的に異なっているものと
予想される。しかしながら，「ノイズ」という概念
や「質的に異なる」という言明を数学的に解析可能
な形でどのように定式化すればよいかは全く非自明
なことであり，現在でも決定版といえる解答はない。
より詳しい内容を述べるには相当な数学的準備が必



図2：3次元シェルピンスキーカーペット
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図3：調和シェルピンスキーガスケットは図1の集合と同
　　　一視することができ，滑らかな構造が見出される

要なため，ここでは簡略な説明に留めるが，筆者の
最近の研究により以下の結果が得られた [3,4]。
・「ノイズの重複度」に相当するマルチンゲール次 
　元 dmという量に関して，ディリクレ形式を用い
　た特徴付けを与え，図1と同種類のネステッドフ
　ラクタルについては dm = 1，図2のようなシェル 
　ピンスキーカーペットに関しては1 ≤ dm ≤ ds（ds 
　はスペクトル次元）という関係式を得た。この証
　明には，熱方程式の解の定量評価式が重要な役割
　を果たす。

・派生した研究として，フラクタルに限らない一
　般の集合上で強局所ディリクレ形式が定まってい
　るという状況下で，その集合に仮想的な可微分構
　造が導入され，関数の微分という概念が定まるこ
　とを明らかにした。更に仮想的に考えられる接空
　間の次元がマルチンゲール次元に一致する事を示
　した。図3はシェルピンスキーガスケットにおけ
　る可微分構造の可視化である（この例自身は従前
　から知られていた [5]）。将来的には「フラクタル
　上の微分幾何学・（確率）微分方程式論」といっ
　た研究への発展を期待している。

実世界の現象とのかかわり

　純粋数学の研究においては，経験則として，表面
的な実利や応用を指針とするよりも，個々人が長年
の経験において培った数学観に基づき重要だと感じ
る研究を推進する方が，結果的には新たな展開をも
たらしたり有用な応用を見出したりすることが多い
ように思われる。そうは言っても，今後の研究に向
けて現実世界で関連しそうな例を念頭に置いておく
ことも意味があるだろう。既に実用化されているも
のとして，フラクタルアンテナが知られている。こ
れは携帯電話のアンテナにも使われており，アンテ
ナの形状をフラクタル状にすることにより性能が上
がるとのことである [6]。その他に，フォトニック
フラクタルの研究を挙げておく。図2の形状をセラ
ミックで作り，電磁波を当てると内部の空洞で長い
時間波が滞在する現象が観察されたという物理学者
の報告がある。これらについて，数学理論に基づく
解明はあまりなされていないようである。フラクタ
ルにおける電磁方程式の解の理解が進めば理論的な
説明ができるかもしれない。将来的な課題である。
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