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A. 研究概要

P を実簡約リー群 G の極小放物型部分群, H

を G の実簡約代数部分群とする. このと

き, 等質多様体 G/H 上の P 軌道の個数が

有限であることと, 任意の G/P 上の G 同

変ベクトル束 V ↠ G/P に対し cG(V) :=

dimHomG(C
∞(G/P,V), C∞(G/H)) が有限で

あることの同値性が小林・大島により示された

(2013年). ここで C∞(G/P,V)はベクトル束 V
の可微分な切断全体がなすフレシェ空間を表す.

またGC,HCをそれぞれG,Hの複素化としBを

GCのボレル部分群とすると, GC/HC上の B軌

道の個数が有限であることと, cG(V)が G同変

なベクトル束 V 全体に対して一様有界であるこ
との同値性も両氏により示されている. これを

踏まえ, 次の問題を考える. 「PC を P の複素化

とし, GC/HC 上の PC 軌道の個数が有限である

とする. このとき sup(cG(L)) < ∞が成り立つ
か？ここで supは G同変な G/P 上の線束 L全
体をはしるものとする. 」

今年度, 私はこの問題に取り組み, パラメータ付

きホロノミーD加群の理論を用いることで証明

を与えることができた

Let P be a minimal parabolic subgroup of

a real reductive Lie group G, and H a real

reductive algebraic subgroup of G. Then

it is proved by T. Kobayashi and T. Os-

hima in 2013 that the finiteness of the num-

ber of P -orbits on a homogeneous space G/H

is equivalent to the finiteness of cG(V) :=

dimHomG(C
∞(G/P,V), C∞(G/H)) for any

G-homogeneous vector bundle V ↠ G/P . Here

C∞(G/P,V) denotes the Fréche space of the

smooth sections of V. Moreover they proved

that the finiteness of the number of B-orbits on

a homogeneous space GC/HC is equivalent to

the finiteness of sup(cG(V)) where the supreme

is taken over all G-homogeneous vector bun-

dles V over G/P . Here we write GC, HC for

complexifications of G,H, respectively, and B

is a Borel subgroup of GC. Concerning this,

we consider the following problem: ”Let PC be

a conplexification of P and suppose that the

number of PC-orbits in GC/HC is finite. Then

whether it is true or not that there exists C > 0

such that cG(L) < C for any G-homogeneous

line bundles L over G/P ? ”

In this year, I studied and proved this problem

by using the theory of the family of holonomic

D-modules.
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