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A. 研究概要

Gを A型でない実単純リー群とし，K を Gの

ある Cartan 対合の固定点全体からなる部分群

とする．g := Lie(G) とする．極小表現とは，

Hilbert空間上のGの既約K-admissibleな表現

で，付随して得られる (g,K)-加群の零化イデア

ルが Josephイデアルという特別な両側イデアル

になるもののことをいう．Kirillov–Kostantの軌

道法の観点からいうと，ユニタリな極小表現は極

小冪零軌道に付随するはずだと考えられている

もので，Torassoや Brylinski–Kostantらによっ

て様々な手法で構成されている．

私は極小表現が既に構成されているものの何れか

と無限小同値か，ということを研究した．Quater-

nionicな E型の群に対してはGan–Savinによっ

て肯定的に答えが与えられており，ユニタリな極

小表現に限れば Salmasianや Huang–Liによっ

て多くの実単純リー群の極小表現が尽くされて

いることが知られている．私はGan–Savinの議

論を一般化することで，ユニタリとは限らない

一般の実単純リー群の極小表現が，知られている

もので全て尽くされていることを示した．結果と

して極小表現はユニタリな極小表現と無限小同

値であること，どんなGに対しても高々4個しか

存在しないこと，Torassoや Brylinski–Kostant

による極小表現の構成は漏れがないことが従う．

Let G be a real simple Lie group not of type

A with g := Lie(G), and K the invariant part

of a Cartan involution of G. An irreducible

K-admissible representation of G on a Hilbert

space is called minimal if the annihilator of the

associated (g,K)-module is some special ideal

called the Joseph ideal. From the viewpoint

of the Kostant–Kirillov orbit method, minimal

representations are supposed to be attached

to the minimal nilpotent coadjoint orbits, and

have been constructed in several ways mainly

by Torasso and Brylinski–Kostant.

I studied whether any minimal representation

is infinitesimally equivalent to one already con-

structed. For quaternionic groups of type E

it was shown to hold by Gan–Savin, and uni-

tary minimal representations are exhausted by

the result of Salmasian and Huang–Li. Based

on the idea by Gan–Savin, it is proven that

minimal representations which are already con-

structed exhaust all not necessarily unitary

minimal representations. Consequently, mini-

mal representations are infinitesimally equiva-

lent to unitary one and any simple Lie group

G not of type A admits at most four mini-

mal representations, and the constructions by

Torasso and Brylinski–Kostant exhaust all pos-

sible minimal representations.
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