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実半単純リー群 Gのヒルベルト空間上への (無限次元)既約許容表現
は，極大コンパクト部分群 Kが有限に作用する部分空間の上に，複素
化リー代数 g = Lie(G) 
R C , および，群Kの複素化KC が働く既約な
Harish-Chandra (g; KC )-加群を定める．ユニタリ化可能でない加群の
完備化に関わる位相的な性質を除けば，この対応は Gの既約許容表現の
同値類と既約Harish-Chandra加群の同型類の間に一対一対応を与えるこ
とがよく知られている．
随伴多様体と等方表現．KC のリー代数 kが定める gの対称分解を g =

k� pとするとき，群KC は pに随伴表現により作用する．いま，Xを既
約な Harish-Chandra加群とする．Xの既約KC -部分加群 (�; V� )から展
開環 U(g)の標準フィルターづけを経由して定まるKC -安定な (Xの)良
いフィルターづけにより，gの対称線形環 S(g)と群KC が整合的に働く
次数つき加群 gr�Xを構成する．この有限生成 (S(g); KC )-加群 gr�Xの
台 V(X) := Supp(gr�X)は，� のとり方に依らず，pにおける冪零KC -

軌道たちの有限合併集合がなすアフィン代数多様体となる．これを X
の随伴多様体と呼ぶ．より精密に，多様体 V(X) = [iOiの各既約成分
Oi における gr�Xの重複度miを付加することで得られる随伴サイクル
C(X) :=

P
imi � [Oi]は，いわば，Xの第一次近似を与える冪零不変量

といえよう．このときに重要なことは， 『随伴サイクル C(X)に現れる
各重複度miは，単なる自然数ではなく，当該既約成分Oiに属する一般
的な冪零元Xi 2 Oi の固定部分群KC (Xi) := ZKC

(Xi)が働く等方表現の
次元として捉えられる』という事実である ([V1], [V2])．
(g; KC )-加群の冪零不変量である随伴多様体は，冪零軌道の量子化の研
究に礎を与える．また，随伴多様体 (サイクル)は，群Gの表現の超関数指
標の波面集合あるいは漸近台 (サイクル)といった実リー代数Lie(G)にお
ける冪零不変量と，冪零軌道のCayley変換 (Kostant-関口対応)をとおし
て対応していることが近年証明されており (Schimd-Vilonen, Rossmann)，
無限次元表現の Fourier解析的な側面のひとつを代数的な手法で理解す
るためにも，Harish-Chandra加群と等方表現や随伴多様体の関係につい



て，研究の深化が望まれる．そのためには次の二つが重要になろう：
(1) Harish-Chandra加群の等方表現や随伴サイクルを記述すること．
(2) 随伴多様体や等方表現が元々の既約Harish-Chandra加群 (Gの既
約表現)の如何なる表現論的性質を制御しているかを明らかにすること．
ここでは，ユニタリ最高ウェイト加群や離散系列表現など，既約な随
伴多様体 (既知)をもつHarish-Chandra加群を主に扱う．つまり，V(X)

が唯ひとつの冪零KC -軌道Oの閉包となる場合: V(X) = O，に焦点を
絞り，上記 (1), (2)に向けての研究 ([Y1], [Y2], [Y3])を紹介する．
等方表現と勾配型微分作用素．次数つき (S(g); KC )-加群 gr�Xの同型
類は，Xのフィルターづけを定めるKC -型 �の選び方に依存し，一意に
は定まらない．しかし，gr�Xの零化イデアル I� := AnnS(g)(gr�X)が根
基イデアル (Oに対応する素イデアル) となるような �が存在するとき，
Xの等方表現Wは，点X 2 Oに対応する S(g) の極大イデアル m(X)

を用いて，W = (gr�X)=m(X)(gr�X) と表される．このとき，KC -有限
な双対空間 (gr�X)�を実現する (p上の) 勾配型不変微分作用素Dの主表
象写像を用いて，等方表現の双対加群W�を記述することが可能になる．
命題． I� =

p
I� のとき，Dの主表象写像 � : p � V �

� ! W � (W は D
から定まる有限次元KC -加群)は，V(X)に台をもつKC -ベクトル束

F =
a

X2V(X)

Ker�(X; � )

を自然に誘導し，点X 2 OにおけるFのファイバー空間Ker�(X; � )に
W�が生じる: W� ' Ker�(X; � ).
さて，ユニタリ最高ウェイト表現あるいは離散系列のHarish-Chandra

加群Xは，唯一の端的KC -型 � をもつ．この � に対して等式 I� =
p
I�

が示され (最高ウェイト表現の場合は [J], 離散系列については [Y1]．但し
後者の証明にはパラメータに若干の制限が必要)，上の命題が適用できる．
具体的には，エルミート型単純リー群Gのユニタリ最高ウェイト表現

について，リー代数 Lie(G)が古典型 AIII, CI, DIIIの場合には，Weil表
現 (Fock模型) のテンソル積の分解による表現の構成を用いて，等方表
現を特定する ([Y2]，双対対が安定域にある場合の重複度については [N-

O-T])．例外型を含む残りの場合には，上の命題と落合・加藤による重複
度の記述結果 ([Kat-O], [Kat])を併せ用いることで，随伴多様体が特異
的であるユニタリ最高ウェイト加群の等方表現が記述される．これらの
考察から，特に，次のことが分かる．



定理．特異なユニタリ最高ウェイト加群の等方表現は常に既約であり，
それらは具体的に特定できる．
一方，離散系列の場合には，旗多様体上のD-加群としての実現を用い

た随伴サイクルの研究があるが ([C1], [C2])，我々の手法は，リーマン対
称空間G=K上での離散系列の構成法 ([H-P])に基づき，等方表現への初
等的アプローチを与えようとするものとも位置付けられる ([Y3])．
一般化Whittaker模型と等方表現．一般に，(�; V� )を既約 (g; KC )-加
群Xに現れるKC -型とし，双対Harish-Chandra加群X�が対称空間G=K

上のベクトル束G�K V �
� で定義されたG-不変微分作用素 ~DのKC -有限

な核空間として実現されるとき，C1に誘導された種々のG-加群 �への
(g; KC )-加群X の埋め込みX ,! �は， ~Dが空間 HomK(V� ;�)上に自
然に誘導する微分作用素 ~D�の解と対応する: Homg;KC

(X; �) ' Ker ~D�

(核型定理).

この事実に基づき，ユニタリ最高ウェイト加群X に対して，複素解
析的な冪零KC -軌道に付随した一般化Whittaker模型と等方表現との間
の相互関係を考察する．そのために，まず，エルミート対称空間 G=K

の正則接空間 p+(� p)に含まれる KC -軌道たちを，次元が小さい順に
O0 = f0g;O1; : : : ;Or (dimOr = dim p+) と並べておく．第二に，Om

(0 � m � r)から Kostant-関口対応をとおして定まる実リー代数 Lie(G)

の冪零軌道OR

mに付随して，一般化されたGelfand-Graev表現 �(OR

m)

を [Kaw] に従って構成する．第三に，Xの随伴多様体 V(X) � p+にお
ける稠密な冪零KC -軌道をOm(X)とする ([J])．
定理．(g; KC )-加群の埋め込みX ,! �(OR

m) (m = 0; : : : ; r)の重複度
が零でない有限の値をとるのは，丁度m = m(X)の場合のみであり，そ
のとき，線形同型

Homg;KC
(X ; �(OR

m(X))) ' W�

を得る．つまり，随伴多様体と等方表現Wは，ユニタリ最高ウェイト加
群の一般化Whittaker模型X ,! �(OR

m)を制御している．
(一般化)Whittaker模型と波面集合・原始イデアル等との関係について，
最大Gelfand-Kirillov次元をもつHarish-Chandra加群や複素リー群の場
合に，Kostant [Ko]や松本 ([M1], [M2])による研究がある．上の定理は，
ユニタリ最高ウェイト表現という，特別ではあるが特異性・退化度の高
い実リー群の表現について，事情が明快であることを示している．
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