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A. 研究概要

G を実簡約リー群、H を閉部分群とする。G の

極小放物型部分群が G/H に開軌道を持つとき、

H を実球部分群という。実簡約リー群に対する

非可換調和解析と表現の分規則の理論を背景と

して、小林俊行氏は整数論サマースクール 1995
において次の予想を提示した。「G を実簡約リー

群、H を簡約型実球部分群とする。G のある極

大コンパクト部分群 K と可換部分空間 a ⊂ k⊥

とが存在して、G = K exp(a)H が成り立つ。」

この予想について、(G, H) が対称対であると
きは Flensted-Jensen 氏 (J. Funct. Anal. 30
(1978))、Rossmann 氏 (Canad. J. Math. 31
(1979))、Lassalle 氏 (Ann. Sci. École Norm.
Sup. (4) 11 (1978)) によって証明されている。
また、エルミート対称空間上の S1-束の場合は笹
木集夢氏 (Geom. Dedicata 145 (2010), Proc.
Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 91 (2015))
によって、triple spaces の場合には Danielsen、
Krötz、Schlichtkrull三氏 (Geom. Dedicata 174
(2015)) によって証明された。さらに、簡約型と
限らない一般の実球部分群 H に対し、ある有限

集合 F , F ′ が存在して G = F ′KAFH が成り

立つことが Knop、Krötz、Sayag、Schlichtkrull
四氏によって証明されている (Selecta Math. 21
(2015))。B. 発表論文 4では、小林氏の予想が一
般に正しいことを示した。

A real G-manifold of a real reductive group G is
real spherical if a minimal parabolic subgroup
has an open orbit on it. From the viewpoints of
harmonic analysis on homogeneous spaces and
branching problems for representations of real
reductive groups, T. Kobayashi introduced the
following conjecture in the 3rd Summer School
on Number Theory 1995. “Let G be a real re-
ductive algebraic group and H a real reductive
algebraic subgroup. Suppose that G/H is real
spherical. Then there exist a maximal com-
pact subgroup K of G with the corresponding
Cartan involution θ and an abelian subspace a

of g−θ such that G = K exp(a)H holds.” A

Cartan decomposition of the form G = KAH

is known for reductive symmetric pairs (G, H)
by M. Flensted-Jensen (J. Funct. Anal. 30
(1978)), M. Lassalle (Ann. Sci. École Norm.
Sup. (4) 11 (1978)) and W. Rossmann (Canad.
J. Math. 31 (1979)). In the non-symmetric
setting, a Cartan decomposition is given for
the circle bundles on the symmetric spaces of
non-tube type by A. Sasaki (Geom. Dedicata
145 (2010), Proc. Japan Acad. Ser. A Math.
Sci. 91 (2015)) and for the triple spaces by
T. Danielsen, B. Krötz and H. Schlichtkrull
(Geom. Dedicata 174 (2015)). Furthermore,
F. Knop, Krötz, E. Sayag and Schlichtkrull
(Selecta Math. 21 (2015)) proved that there
exist finite subsets F and F ′ of G such that
G = F ′KAFH holds for a general real spher-
ical homogeneous space G/H (H can be non-
reductive), where A is a split abelian subgroup
of a minimal parabolic subgroup P = MAN

with PH open in G. The paper B. 4 below
shows that Kobayashi’s conjecture is true in
general.
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