
協力研究員 (Associate Fellows)

北川 宜稔 (KITAGAWA Masatoshi)

A. 研究概要

リー群の表現の分岐則に関する研究を行った。簡

約リー群 GR の簡約な部分群 G′
R への分岐則の

以下の項目に関する結果を得た。

1. 正則離散系列表現の分岐則

2. U(g)G′
-加群の構造

3. 重複度の一様有界性

1. 小林俊行氏によるユニタリ最高ウェイト加群

の対称対への制限の研究 (1997年, 2005年, 2008

年) において、重複度が一様に有界になるため

の条件や無重複になる十分条件が得られていた。

佐藤文広氏による spherical pair に対する分岐

則の安定性の結果 (1993年)を一般化し、正則離

散系列表現の場合に適応することでその場合に

は小林氏による無重複になるための十分条件が

必要条件でもあることを示した。この結果と正

則離散系列表現の解析接続を用いて、対称対に

制限したときに無重複になるような正則離散系

列表現の分類を与えた。

2. (g,K)-加群の分岐則から、自然に絡作用素の

空間Homg′,K′(V, V ′)上に U(g)G′
-加群の構造を

入れることができる。(GR, G
′
R)が対称対である

ときに、離散分解する離散系列表現や、正則離

散系列表現の反正則型の対称対への制限の場合

に対してこの加群の長さ及び既約性を考察した。

3. (g,K)-加群や一般化 Verma 加群が離散的に

分解する分岐則を持つ場合に、重複度の一様有

界性と U(g)G′
の環の不変量の有限性との同値

性を示した。

I studied the branching problem of Lie group

representations. I obtained results about the

following topics related to branching problems

of a reductive Lie group GR with respect to a

reductive subgroup G′
R:

1. a branching law of a holomorphic discrete

series representation;

2. structure of some U(g)G′
-modules;

3. uniform boundedness of multiplicities.

1. In the study of the restriction of a uni-

tary highest weight module with respect to

a symmetric subgroup by T. Kobayashi (in

1997, 2005, 2008), he gave a sufficient condition

for the uniform boundedness and multiplicity-

freeness of multiplicities. Generalizing a sta-

bility theorem by F. Sato (in 1993) and ap-

plying it to the case of holomorphic discrete

series representations, I showed that the suffi-

cient condition for the multiplicity-freeness is a

necessary condition. Using this result and the

analytic continuation of holomorphic discrete

series representations, I gave the classification

of multiplicity-free restrictions of holomorphic

discrete series representations with respect to

symmetric subgroups.

2. A branching law of a (g,K)-module induces

a natural U(g)G′
-module structure on the space

of all intertwining operators Homg′,K′(V, V ′).

In the case of symmetric pairs (GR, G
′
R), I con-

sidered the length and the irreducibility of this

module for discretely decomposable restrictions

of discrete series representations and restric-

tions of holomorphic discrete series represen-

tations with respect to symmetric subgroups of

anti-holomorphic type.

3. I showed that uniform boundedness of mul-

tiplicities is equivalent to finiteness of an ring

invariant of U(g)G′
in the case of discretely de-

composable branching laws.
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