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A. 研究概要

Lie 群の表現の分岐則に関して研究を行ってい

る。特に、分岐則に表れる重複度が一様に定数

で抑えられるような場合を考察している。エル

ミート型半単純 Lie群の正則離散系列表現を対

称部分群に制限する場合が、代表的な例となっ

ている。

正則離散系列表現の分岐則に関して次の 3つの

研究を行っている。

1. 正則な対称部分群に制限した場合の重複度

の記述

2. 複素化が内部自己同型で共役になるような

2つの部分群に対する分岐則の比較

3. 普遍包絡環の不変部分 U(g)H の作用の既
約性

1.小林俊行氏は可視的作用の理論を用いて、エ

ルミート型半単純 Lie群 Gの正則離散系列表現

を対称部分群H に制限する場合に、分岐則が無

重複になるための十分条件を与えた。私は、H

が正則という条件を満たすときに、この十分条

件が必要十分条件であることを示した。

2.連結半単純 Lie群Gの部分群H とH ′で、次

の条件を満たすものを考える。

「H,H ′ の複素化は Gの複素化の中で、内部自

己同型で移りあう。」

Gの有限次元表現をH とH ′に制限することを

考えた場合、Weylのユニタリートリックにより

Gの複素化の正則な有限次元表現に帰着するこ

とができる。したがって、Gの有限次元表現のH

とH ′に対する分岐則は、同じであるといえる。

正則離散系列表現は無限次元表現なので、その

ままの主張は成り立たないが、hと h′ が kの中

心を含む場合に、類似の主張が成り立つことを

示した。具体的には、正則離散系列表現を解析

接続することで、分岐則を有限次元の場合に帰

着することができる。そして、有限次元表現に

対してWeylのユニタリートリックを適応し、H

とH ′ に対する分岐則の間の関係式を得た。

3.V を (g,K)-加群、W を (h,KH)-加群としたと

き、HomH(V,W )には U(g)H の作用を入れるこ
とができる。V,W が共に正則離散系列表現にな

る場合に、この作用が既約であることを示した。

I study branching laws of representations of

Lie groups. In particular, I consider the case

that multiplicities in the branching laws are

uniformly bounded. A representative exam-

ple is restrictions of holomorphic discrete series

representations with respect to symmetric sub-

groups.

I study the following three subjects about

branching laws of holomorphic discrete series

representations:

1. description of multiplicities,

2. comparison of two branching laws if the

complexifications of two subgroups are

conjugate in the complexification of G,

3. irreducibility of U(g)H -action.

1.Using the theory of visible actions, Profes-

sor Kobayashi gave a sufficient condition for

multiplicity-freeness of restrictions of holomor-

phic discrete series representations with respect

to a symmetric subgroup H. I showed that

the condition is a necessary condition if H is of

‘holomorphic type’.

2. Consider two subgroups H and H ′ of con-

nected semi-simple Lie group G satisfying the

following condition:

‘the complexifications of H and H ′ are conju-

gate by an inner automorphism of the complex-

ification of G.’

Using Weyl’s unitary trick, we can re-

duce branching problems of finite-dimensional

representations of G to holomorphic finite-

dimensional representations of GC. Thus we

can see that the branching laws for H and H ′

are same.

I showed an analogous assertion for holomor-

phic discrete series representations if h and h′

contain the center of k. We can reduce the

branching laws to branching laws for finite-

dimensional representations by the analytic

continuation of holomorphic discrete series rep-

resentations. We obtain the relation between

two branching laws by applying Weyl’s unitary

trick for finite-dimensional representations.

3.Let V be a (g,K)-module, and W be a

(h,KH)-module. Then HomH(V,W ) is a

U(g)H -module. If V and W are holomorphic
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discrete series representations, I proved that

the module is irreducible.
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