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A. 研究概要

私はCayleyグラフのエクスパンダー性評価につ

いて研究している．Gを有限群，S をGの部分

集合とする．Taoは重み付き Balog-Szemerédi-

Gowers の定理を使って Cay(G,S) のエクスパ

ンダー性を評価する手法を導入した．重み付き

Balog-Szemerédi-Gowers の定理とは，「N は正

の整数とし，G上の正値関数 f の畳み込み f ∗ f
の L2 ノルムが大きいとき，suppf が S と大体

一致し，|SN |/|S|が 1に近いような S ⊂ Gが存

在する」という定理である．

Taoは「(X,Y,E)が有限二部グラフとし，Dを

グラフ密度とすると，|A| ≫ D|X|，|B| ≫ D|Y |
となるA ⊂ X，B ⊂ Y が存在し，任意の a ∈ A，

b ∈ Bに対し a，bを結ぶ長さ 3の経路の個数が

O(D5)|X||Y |以上になる」という補題を使って
重み付きBalog-Szemerédi-Gowersの定理を証明

した．私は長さ 3以上の経路の場合でもこの補

題が成り立つことを示し，さらにX，Y が測度

空間の場合に一般化した．

また，私はこの補題を使わずに重み付き Balog-

Szemerédi-Gowersの定理を証明することで，定

理の評価を改良した．さらに，Gがユニモジュ

ラーな局所コンパクト群の場合に同様の定理が

成り立つことを示した．

I am studying the expanderness of Cayley

graphs. Let G be a finite group and S a subset

ofG. Tao introduced a method for studying the

expanderness of Cay(G,S) with the weighted

Balog-Szemerédi-Gowers theorem. The state-

ment of the weighted Balog-Szemerédi-Gowers

theorem is as follows. “Let N be a positive in-

teger and f a positive function on G. If the

L2-norm of f ∗ f is large, then there exists

S ⊂ G such that suppf is almost same as S

and |SN |/|S| is close to 1.”

Tao proved this theorem by using the follow-

ing lemma. “Let (X,Y,E) be a finite bipartite

graph and D its graph density. Then there ex-

ists A ⊂ X and B ⊂ Y such that |A| ≫ D|X|,
|B| ≫ D|Y |, and the number of paths of length

3 from a to b is more than O(D5)|X||Y | for all

a ∈ A and b ∈ B.” I proved that this lemma

holds even when the length of paths is more

than 3, and I extended the lemma in the case

where X and Y are measure spaces.

I improved the estimate in the weighted Balog-

Szemerédi-Gowers theorem by a different argu-

ment. Moreover, I generalized the theorem in

the case that G is a unimodular locally compact

group.
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