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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。特

に簡約リー群 GR の簡約な部分群 G′
R への分岐

則を調べ、次のような結果を得た。

1. 正則離散系列表現の分岐則の安定性

2. 正則離散系列表現の分岐則の有限次元表現

の分岐則への帰着

3. 無重複な正則離散系列表現の分類

4. ある種の U(g)G′
-加群の既約性

1. 小林俊行氏の研究によって、ユニタリ最高

ウェイト加群の正則な対称対への制限は一様に

有界な重複度を持つことが示されていた。正則

離散系列表現の場合に、正則な対称対への制限

の分岐則が、佐藤文広氏によって「安定性」と

呼ばれた性質を満たすことを示し、重複度の最

大値をファイバーの言葉で計算する式を得た。

2. 正則離散系列表現の解析接続というよく知ら

れた手法を用いて、正則離散系列表現の分岐則

の性質を、有限次元表現の分岐則の性質に帰着

させることが出来た。

3. 上記の二つの結果を用いて、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。

4. (g,K)-加群の分岐則から、自然に絡作用素の

空間上の U(g)G′
-加群が得られる。(GR, G

′
R)が

対称対であるときに、次の二つの場合に対して

この加群の既約性を示すことが出来た。一つ目

は離散系列表現が離散分解する場合であり、二

つ目は正則離散系列表現の反正則型の対称対へ

の制限である。

I studied the branching problem of Lie group

representations. In particular, I considered a

branching law of a reductive Lie group GR with

respect to a reductive subgroup G′
R, and ob-

tained the following results:

1. stability of a branching law of a holomor-

phic discrete series representation;

2. reduction of a branching law of a holomor-

phic discrete series representation to those

of finite-dimensional representations;

3. classification of multiplicity-free restric-

tions of holomorphic discrete series repre-

sentations.

4. irreducibility of some U(g)G′
-modules.

1. T. Kobayashi proved that the restriction of a

unitary highest weight module with respect to

a symmetric subgroup of holomorphic type has

uniformly bounded multiplicities. In the case

of holomorphic discrete series representations,

I proved that the restriction with respect to a

symmetric subgroup of holomorphic type has

the property called ‘stability’ by F. Sato, and

obtained some formula of the maximum value

of the multiplicities.

2. Using the well-known method, analytic con-

tinuation of holomorphic discrete series repre-

sentations, I reduced some properties of the

branching law of a holomorphic discrete series

representation to those of finite-dimensional

representations.

3. Using the above two results, I gave

the classification of multiplicity-free restric-

tions of holomorphic discrete series represen-

tations with respect to symmetric subgroups.

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

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

of all intertwining operators. In the case of

symmetric pair (GR, G
′
R), I proved the irre-

ducibility of this module for the following two

cases. One is discretely decomposable restric-

tions of discrete series representations, and the

other is restrictions of holomorphic discrete se-

ries representations with respect to symmetric

subgroups of anti-holomorphic type.
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