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A. 研究概要

Gを実簡約代数群, P をその極小な放物型部分

群, H を Gの実代数部分群とする. このとき P

開軌道が等質多様体G/H 上に存在する,もしく

はそれと同値なことであるが G/H 上の P 軌道

の個数が有限であるならば,正則表現C∞(G/H)

がGの各既約表現を高々有限回ずつしか含まな

いことが小林・大島により代数解析を用いる手

法で証明された. また小林は一般放物型部分群

Qに対しても, もし Qが G/H 上に開軌道を持

たなければC∞(G/H)はQから誘導されたある

退化主系列表現を重複度無限で含むというより

精密な結果を, ポアソン変換の一般化を用いるこ

とで証明している. これらを踏まえ本年度私は

「G/H上にQ開軌道が存在するがQ軌道が無限

個存在するとき C∞(G/H)に重複度無限でふく

まれるQから誘導された退化主系列表現が存在

するか? 」という問題に取り組み, 向き付けに関

するある仮定のもとでは, 上の問題は肯定的であ

ることをドラームのカレントの理論を用いて証

明した.

Let G be a real reductive algebraic group, H

a algebraic subgroup of G. Then it is proved

by T. Kobayashi and T. Oshima that the regu-

lar representation C∞(G/H) contains each ir-

reducible representation of G at most finitely

many times if a minimal parabolic subgroup P

of G has an open orbit in G/H, or equivalently,

if the number of P -orbits on G/H is finite.

Moreover, T. Kobayashi proved that for a gen-

eral parabolic subgroup Q of G, there is a de-

generate principal representation induced from

Q contained in C∞(G/H) with infinite multi-

plicity if there is no open Q-orbit on X. With

these in mind, I wonder the following statement

is true or not. ”There is a degenerate princi-

pal representation induced from Q contained in

C∞(G/H) with infinite multiplicity if the num-

ber of Q-orbits on G/H is infinite even when

there exists an open Q-orbit on G/H.” I dealt

with this problem and prove that the statement

is true under the certain condition of orientabil-

ity.
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