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44. 1 1月 27悶 (ホ) 松井 単氏(都立大理) 量子スヒ/果的Yリト ン ・セクター

45. 1 2月 1H日 (:>!<) .上田信生氏(京大総合人間) 射影空間上の複素力学系と小林計量

46 l月 純白 (水} 平井 武氏{京大理) 量子物理学に於ける微分間相鮮的ユニタリ費現

47 l月 16日 (木) V. V. Co]dbcrg氏(エ込ージャージー工科大 WcbGl'ollLct.ry: It，s JlI叫町 pl'C剛山削1<1futurc 

48 i月 20日 (月).情 元 氏(早稲聞大 ・理工) グレプナ一基底片面白い

4a l月記 !日 (火).佐々木 武氏(神戸大 ・理) 線織の犠何

50 l月 22日 (木). 小 林 昭 七氏(jJリフオJレニア大・慶応大) SI1l>varict.It..'S of TorI 

51 l月 29日 {水)・吉国正掌氏{九大・数理) 配置空間いじり

52 2月 3日 (月)・今野紀雄氏(摘浜国立大 ・工) 粧干系におけるハリス法と相関不等式

53 2月 :J日 (月}・種村秀紀氏{千葉大 ・理) 無限粧子系に対応す『るテ'ィリタレ形式的一意性

54 2月 3日 (月).竹田雅好氏(阪大・基礎工} Ou cxpoucut.ial tails of t.otal occupatioll ti抽出 forsy川lIctrI(;M叫<OVpl'OC回以，.

55 2月 4日 (大)・上野喜三雄氏(早稲田大・理工) 1'11=1における q超後何差分方程式的積分解について

56 2 月 I~ 日 (ホJ・訟下大介氏(東大・数理) 011 a rclat.ioll出uongluiuilUal lIlodds 

57 2月 12日 (ホ)本 S.Jau凶 zko氏(ワルシヤワ工科大) 011 sIugularit阿倍。f鳩山刀picSUUIIIl.Lllifold厄

58 2月 13日 [ 木 } 牟 備 本 磯武氏(大阪市立大理) 重力の正措理鎗の幾何

59 2月 17日 (月) S. JallC(;'l.ko氏(ワルシヤワ工科大) Sub-niclI'lal山 酔omctry削dlIoni阻 latcd叩 叩rlarit，icsof Lagmngiau projt.'diom; 

60 2月 17日 (月).西村尚史氏(機浜国立大教育) CI.剖叫tcriz山 011of riglit Icft.叫uivalclwcof sn叫01.11map gCI1l凶



1)1 2月 17日(月)寧l1anlluA 1Ia1出 10"氏(Ulliversityof JoclIsun) OU QII spaむt.'l'i

62 2 Jl 1 7日(月)宇佐久間 措 氏(高知高専) Elil1JIllatioll of :sillglllaritics aml SllIoot!J strudurcs uf 4-IIIl:¥uifolds 

63 日月 18日 (火).大 本 Z害 氏(廃児島大理) Isut.opy IllVal'Iaul.s of disCl'iuLill<.UlI.S 01'詰1110りt.hstitblc IlJappIlIgS 

6.1 2月 18日(火) 塚 田 孝 治 氏(北大 ・理院) Opt.ical rcticular LagnulgIeul SIllglllarIt，j出

65 2 Jl 2 1日(金).松 時 克 彦 氏(お茶の水女子大型) 経フックス群空聞の構造

66 2 Jl 2 4日(月)キ，1、薗 英 雄 氏(名大多元数理) N山川 Stokcs方程式的弱解の正則性について

67 日月 24日(月).望 月 情 氏(都立大・理} 8xist.cun: aud bchaviol' of soluti01凶 [01'a wcakly cOllplcrl !:iyst.clll 01' I'c<I(，ti()Jトcliffusiollcqnatiulls 

68 2月 26日(水)事伊 東 裕 也 氏(電気通信大) 不定値行列多項式の因数分解と圧電体的方程式へ的応用

60 :1 Jl 日日 (水)牟原 田 耕一間i 氏(オハイオ州立大筑波大) ムーンγ ヤイン加詳の既約分解の母函教について

70 九月 11 a (火) 橋 IR 道 彦 氏(岡山理科大理) ((IU， IJ J )-il.ualυguc of Cu(Z+) 

71 ユ月 1H日(火)キ千代延 大 造 氏(名大事元数理) 行列アンサ〆プノレにあらわれる汎函数に対 ，1-るある極限定理について
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QUANTUM COMPLEX GRASSMANNIANS AND BC TYPE 

MULTIVARlABLE q-ORTHOGONAL POLYNOMIALS 

~ I'\T川J S S. DtJI¥1I11眼目別

Dcpartllll'llt of 1¥-1拍tlu.!lunlil."匂 FlI('u!t)，of St'ICIIC('， 

Kobc Uni¥"C隠i，y.I¥obe. Jnpa.n 

Hcrc wc sha11 bc cOllccrncd with ha.nuouic山 alysis011抽出cquallluUlωlalogucs 
of thc compl叫 G，凶曲目白刷 U(吋jU(n-l)x U(l). .....hich is a compaCl irrcducible 

HermItia.n symmctrIC" spaee of ra.nk I問 1hSVUlIllCLηgroup G = U(n). LC1 U =;9 
dellole the space of Hermiti胡 nX fI illalnc匝 c紅 白 011U 、iathe adjoilll aClion 
X 1- TXT". LCl J εu be a Berm山制lIIalrixwilh twO distinctωgαIVaJUes 

O田 urnllg剛山Illultipliciti回 "-1叫 dI rt'spC<'tI¥'('ly. Tht'1l山..同bilizer剖 bgroup
。fJ in G is cOlljugate ill G with h-= U(1l)jむ(u時 1)x U(I) aud thc G.orbil of J 

凶 isomorphicwith the回凶plexGr叫印刷miallG'j h" 
、、'eshall 1I0W di:.c出 sa C(ual1tuIU allaJoguc of thc al>o¥'c piclure. Fix 0 < q < 1. 

Let Aq = Aq(U(11))配 11011.'thc quantiz吋aJgcbraof fUllcti。附 011tlu." lIuilaηgroup 
with canollIcal gCllcralors t，j' Si日出町 tothc cJassical situatioll、thcreis a qualltized 

aJgcbra Aq(h") togc山crwith a surjectin" Hopf *-algcbra mo叩hismAq→ A，(A") 
Tllcrc山1¥nat.urnl right冊 actiollof Aq (/，*) 011 ....tq 別、 <1，凶。ttbr A.，(Gj /¥-) the 
slIba.lgebra. of Aq(A")-ill¥"ariallt fUllctiolls iu Aq. Th“(' <叩。"川山H山 'Pμ》礼l出 t山"川川L“附刷u刈1I0llAqr咽 tncts 
to a lcft. c03rlIoII of Aq on Aq(Gjh'). 111 shorl、¥'t'1I0W I!"w' a qURntllm alla1ogu(" of 
the compl凹 G，出印刷1111削 GfA"岨 d山 tr:uIsi lI ，.c (;-( " )・actiou.Our main objcc肌 !c
wil1 be to anaJysc thc qualllum可mmclricspnn" (GjJ{)q制 dits zOllal sphcrkaJ 

fnnctiolls 
scfore proccedillg 10 clo this. Ict us first 1I0t(' Ilmt (GjA')q Clln also bc rcalizcd 

描 aqurultum adjoillf orbif in a qualltulll叩 areof q-Hrrmitiall matric田 Indc吋，
I.hcrc is a n叫 uraJ.-algebra Cq gellcralecl by I'ICUH"III錫 Zリ satisfyingzリ=.J:ji sllch 

山atill thc limit q --1 011("附O¥'crsthe algehra of polYllomi刈 fm淀川附 onU(II) 
Thc commut副 iOIlrelatiolls belwccll the .('J are gI¥'ell by a cert制 nmatnx叫 uat山 h
iu¥'oh'illg Jiml泊、R-malrixand X = (.r'j). Thi.. C<III山 011is kuo¥¥'1l ill C(ualltum 
intcgrablc systems thcor}'回 thcrcH配色ioncquatioll. Tl何時制gl¥lllcnlX 1-TXT¥ 
when wriucn out叫 termsof thc genl'rators rリ 凹 dIリ司 dcfiucsa lcft coactioll 
of Aq 011 山eaJgcbra Cq. Lct J実 dClloll'山C11 X fl lIIatn文 dcfIlJt'dhy JX 
diag(l，.. . ，1， O. __， .0) (the cntη1 occllrring fJ - I tilll問).Thcn J:丸田tisfil'St he 
刊 Hcctioll叫凶tiOfl(閉山 X rt'plac吋 b、，j'XJ). ill other words thc岨申IIIlClIl7'リ H

JiJ' dcfi悶 aC-¥'a1u吋恥a1gcbrahOlllo川 orphisnl011 1 h{' 11011∞IIIl11ulal川 alg<，bra
Cq • ¥Ve sha11 ca11 J'>O a "e出 sica1Jloinl.- In thl" ql間山川町lRCCof q-Hermilian 

matriccs. The algcbra of fu1tctious 011 thl' t."orrf"..岡山lilll)qualltUIIl orhit四 11be 
uaturally icJentified with A'I(Gjh') 

1 '>'I)<.~t by A.、.p.'I'DX
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Usillg the d脳 sicalbranching rules for the subgroup 11ピcG. oue C8U pro¥'e inぬ

f制 rlyslr削 ghtforwardway that. for auy げr(.dlldbll~ tiIlIte-dIlllellsiona1 coreprCScllta 
tioll V of A"山esubspa田 ¥'1¥ of .A，{ h' )-fixed ¥'I'cto阿倍 atU10st ol¥e-dimensIolla1 
The irreducible corcpr目印刷剛s，.wilh uou-zero A，(h')'fixed刊 ctorsare labellcd 

iηr the剛 lesubset pt. of dOlllillnllt weigl山描'"山 da晶 Ica1case. Let 1-{ dCIlOle 
the sllbalgebra of .Aq(h')-biil竹田副tfUlU:tIOIIS iu Aq. It h踊 acanonical m\lltiplicit~.， 
[，凹 simult胡帥附 eigenspacedecompo写山OZB，t=@AUTM(λ)uflder lh('町 tiollof 

the四 nl肘 ofthe (juantIz('d山川町制l側、マ10pIIIgぬIgebraU'I = Uq{gl{川).For c¥'er、
λE pt:， fix a Iloll-zcro c1enWIII向 ε討(λ)制 Idcal1 it a ZOllaJ sph('rical fllllnioll. lt 
CdJl be proved山al1f is gellerated by 1 ;ugebraItally Illdcpcndent alld cOlllmtuIlIg 
el叩陀Ilts111，ε判(1.::; i壬1). 111 partIclllar. 'H is comuml副 2吋 s.¥' sendillg m. 
to the ;-I.h el白nelllar)'symmt'1 ric polynomI:.I.1 III t IlI' a1gcbra q.rl .. .. ..r，] of pol)'-
sOllll叫，sin I ¥'a.rial品目 I'......&1守 011('oblaIus an algebra i~olllorphism of 'H 01110 
thc algebra of symmelric polYllomials ill the ，'ariables -'1.... ..r.I. t;lIder山凶施。

morph凶m.the zona1 spbericaJ functiolls <;.¥ are lllaplH~d 。川o a (scalar n1llhiple of) 
the multi...印刷elittle q-Jacobi polYllomia1s [SIJ for ce 
plic口叫"も叩YP'町r悶amet肥e悶 Th 田 "田u叫ltωS011 tl山B問"1中'叩，.問a削削n削1ロ山τn川n山叩"川川IIIGr悶a田"剖叩ma削a剖削n川川H川n刷"胤削a創叩n(GIJλvり)， 制削1吋dIIS 
zona必1Sl>凶》泊10，肝"陀calfllllCtIOIl悶sare JOIn川包 .....orkwith J 、Stokman slld will appcar ill s 
[0曲 目mingpapcr [051. The ca.se I = I ¥¥'岨 d白‘叫叫，礼川弘d山Itwi此thb旬yN拘。'"川川m臥1
蜘M問間ta蹴ιhi(卵NYMJ.h，山凶 case.thr同時 ofIhe町 山 田tricspace Gj 1¥' is t'(IUal坤 l
制 dthe corr田 pondingzOllal叩hericalfl1l1clIons are四戸田sed回 ollc.variablclil，-
tle q.JRcobi polYllomIals. which a.re R. slraight-rorward q.I¥Ila10gll(， of the dassical 

Jacobi polynomials 

Let回 de¥'otea few words 10 thc proof of I he above resul民 sinceit h国 some

lIltn附 cilltcrest aud is radically dilfer('nt from山 methodIISed in [NY~I I 担
d国 U騎 cdabo¥'c. the qualltum Gr描 sm山山an(G j h")q CR.lI be regarded拙 thcqu胡

tum adjoillt orbit COlltainillg the "d描 sica1POillt-J∞ lt tUrlIS out lhat山ereare 
。thcrqURlltum adjoIllt orbits of Gr国 smRlIlIIRIIりpcthat art 1I01l-isomorphic with 
(GIK)，. M。陀 prec悶 Iy，there is a olle--parametcr family of 11 X 11 rn剖 n師 J勺σ
r叫)satisfyiug the rcflcction eqllatiou. Each Jf7 dcfin田 a"classica.1 point" ill the 
quantum space of (J-8ermitiall Illst ric柑 anda correspolldillg <jllilllttllll orbit. Thcse 
quぬntul1lorbits， howc¥'cr， c山1I0tbc wrIllell ~凶 Ihf' quotIellt of t he quantulll ullita 

-2-
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mapped inj~ti\'cly onto (hc aJgebra of lr.in¥"ari刷 tLaurclIl pol)'lIomiaJs ill四 rl.811l

va.riabl回J'"I，... ，r" where 11' is tbe ¥¥'e)'1 group of the restricted rOOl s)'stem sC， 
o(the町mmctricspace G/h'. The ima.g<四 ofthc.y.¥ lIudpr rcs1rictioll 10 T coincide 

IIP to a田aJarmultiple with 8問 bf，胡ulyof llluJti、:uriablcAsk町-\Vil曲目 po1~'nolllia1s
IK2J dt'pcndillg 011 two contillllolls par細川同時 (T.T a.nd two d町 reteparamctc悶 n.

f. This call be pro¥'cd 1り.'computillg tlJC radial part of a SIIItablc Cas川町 dcmcnl
C εU，削 dshowiug山叫"師S剛 tial1ycoincid田川lhKoornwindcr's s目。nd.ordcr

partia.1 q-di 仔crcllceopcra 凶 r [K2]. wl 川'"山 1iagollalizedby 山CIII川m叫山iltiv.町叩1油 1c As止k占噌e叩y 、WiI出s開。IJ 1'01砂yn附。ωs叩m必山s. Th 凹 eresults on thc Cju 担削削"川lumGr 師制sllla削削n川川n
JOII川叫、w叫。出 w比川h包恥M.Nou叩n"】".叫a瓜ldT. Sugi比t加制剛'吋i則削B吋dwc町"叫.n山川nou山u凹 d川 INDS司J.A detailed 

trcallllcnt with fllll p問。fsof山erank one cas(' (qu川 ltumprojccti，'c spaces)， for (T 

e川 町 h山 orillfinitc， can he fou川 1in [D~J 
ln 11陀 00時 variablec回 e，比lIasb('cn kllown for SOIllC timc (cf. [K3])山叫 1it-

tlc q-Jacobi polYllomials (for thc full r札明eor paramcters) call be reC"ovcred from 
Askc，Y斗Nilsonpolynomials p，，(x; u. b. c. d J q) by suilably rescaliug tlle paralllete隠

α， b.c，d削 dthc variablc x and田 ldingonc of the paramCLers to zero. Stokm印

刷 dKo師、，vindcrISKj， IS2J問削1)山剛Ithat. in a similar .....ay， multi叩 able

littlc q-Jacobi I>olyllom凶 IS1J call bc rcga.rd叫回 alimiL問。fmllltivariablc 

Askey-Wil.son polYllomials /1¥21. The kc}' observation 1I0W is tl剛 山 由 limittrallsI-

1l01l四π曲 ponds011 tlte le¥'el of (juan1um Cr踊印刷nliaJlsto山e1imitσ 『∞ This

eni¥blcs onc回 pm刊巾叫 'His cotnmutatI¥'c aud po1Yllomial IlI f gencrators and to 

idclllify the zOll<l.l sphcrica.l fuuctiolls a.<i littlc q-Jacobi polYllomials 
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An approach七oMarden's conjecture for 
五nitelygenerated Kleinian groups 

大鹿健一

Lie群 PSD，Cの離散部分群を 1くlein群と称える。Klein群論における伝

も重要な未解決問題は次に掲げる Ahlfors予想である。

予想 1任意の有限生成 l¥lfill群について、その優限集合cCU  {田}は CU

{∞}全体であるか、 Lcbesguι?制度 0であるかの何れかであろう。

この予想は LarsAhlforsが30年以上前に述べたものであるにも拘わらず、未
だに解決されていない。容易な考察によ旬、この予想は lorsion.fr田な I<leill

群のみについて考えれば十分であることがわかる。この場合、 "101[0問予想
は、次の恥larden予想、を解 くことに帰着されることが、 Richard('剖laryに
よって、 1993年に証明された。

予想 2Gを任意の torsio/l-JJ陀c.有限生成 l、leill群とするとき、商多機体
H3/Gは almostcompllclであろう。

但 Lここで、開多様体がaJmost('ompactであるというのは、ある∞mpact
多様体の、内部と同相であるという翻である。

講演者はこの M町 den干想を肯定的に解決することを目指し研究を重ね
てきたが、解決の戦略の枠組みとして、次のようなものを考えた。先ず考え
なければならないのは、 H'/Gがcomprcssionbodyと同相な careを荷する
場合のみであることがわかる。そこで H'/Gを余次元 lの部分多機体となっ
ているような mclricballs C1 C C2 C のexhauslionとLて表す。一方、
H'/Gには disc-busting且叩d問問という、それと交わらずには Gの自由積分
解が行えないような閉測地線が存在することがわかる。このようなものを l
つ固定し守とする。きて H3/σがalmostcompa叫でな 〈なり得るのは、無限

のzについて、 C，の h町1dl叫がCi+1の中で、 knot或いは linkしている場合で
ある。しかLながら、このような h削 dlcの中にγがessentialに含まれなけれ

ば、 H'/Gはやはり almost叩 mpactになる。他方 knoLした bandJ<‘の中に、
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すが含まれることは、 geod四 icknolの simplicityに反する。また、 linkLた
handlcs中にすが問肥川日lに含まれるという事態が無限の Bについて生じたと

すると、極小曲面論を使い矛盾が生じる。従って、 H'IGはalmoslcompacl 
でなくてはならないことがわかる。

以上が証明方針の大要であるが、細部の検討は未だ完遂されておらず、今

後これを詰めていく所存である。
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相互作用のある拡散系の最近の話題

志賀徳造(東京工業大学理学部)

相互作用のある拡散Jf，、とは区聞の僻限直樹空間を状態~IIII とする拡散過

程のクラスであり、物理や生物的確率モデルに些笛な例をもっ。それは次

円形の確率微分方程式または発展方程式で与えられる。

Iを区間 [O，l[[0，∞) (∞，∞)のいずれかと LSをZdのような格子

空間とする。S上の実行列 A= (Aωi，jESおよび関数 α(x): 1→Rに対

して次の磁率微分方程式の定める確率過程 x(t，)= {町(t)}を相互作用の

ある拡散系という。

dx，(t) = L: A拘 (t)dt+ a(x，(t))dW，(t) (iεS) 
jεs 

ここで {W，(t)}姥Sは独立なブラウン運動である。この確率過程 x(t)= 

{x，(t)}の分布 u(t，dx)は次の発展方程式の解である。

ここで

EE(t，x)=LWA)(t E l，H IS)， 
ot 

L州 =;zald裂+DL:A拘)主
sεS --1 iES jES 

相互作用のある拡散系の興味は係数 a(x)と行列 Aによっていろいろ

な現皐があらわれることにある。この講椀では次の問題について相互作用

のある拡散系の最近の発展を論じたい。

(1)定常分布をすべて求める問題。(定常分布は一意とは限らないので

すべての定常分布を記述すること。)

( 2 )軌道の漸近的挙動。(とく に軌道のリヤプノフ指数のパラメータに

関する漸近解析)

( 3 )有限系と画限系的関係。(有限系と瞳限系のエルゴード的挙動は全

く異なるが、有限系をサイズに応じた時間スケールで見ることにより、無

限系のエルゴード的挙動を観察できる。)
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2次元力学系の周期軌道と組ひも不変量

1996.6.12 鳴 門 教 育 大 松 岡 降

近年.結び目 (knot). 組ひも(braid )のよう在低次元トポロジーの概念・手法を用いた力

学系理論の研究が活発に符われてきている。周期軌道がなす結び目の研究は. 1970年代末から始

められ，その中心を主すテンプレート理論は 3次元自励的常積分方程式系のアトラクターの幾

何学的構造を理解するために有効左手段と Lて活用さ札ている

ー方.周期軌道の組ひも不変量比結び自の場合より少し遅れ. 1980年代初め頃から盛んに研

究さ札るようになった 「組ひもJは 「結び目」とは非常に近い関係にある概念であるが，力学系

への応用という面では，全〈異まった個性をもち，両者の問題意鶴，研究課題，手法には眼とん

ど共通点が無いといってよいー

ζ とでは、組ひも不変量とその応用について，現在までの研究の流れを概観する.

1. 1次元力学系

組ひも不変量に関する Eれまでの研究Kよって， 2/J(元力学系の構造と 1/J(元力学果。構造と

の問に，大雪在蹟似点が存在するととが分かつてきた そ乙で，まず、 1次元力学系について知

られている主在事項を簡単κ紹介する

1/J(元写像町周期点の特性のうち最も簡単まものとして，そのm:小周期(以後， Jjj.tc周期とい

う)が考えられるが，周期に関Lて次の定理が成り立つ fを区間 Iからそ札自身への迎続写像と

すι

定理(Sharkov，;kii1964 )自然数全体に γ ヤルコアスキー順序と呼ばれる全願序が定義さ札る。も

1.. f~'周期が"である周期点をもてば， fはシヤルコフスキー順序に関J.."より小さい任意の自

然数'"に対L. 111を周期とする周期点をもっ

上の定理によ って fが周期が 2のべきで在加周期点をもっ在らぽ.fは無限個の周期点をもっ

Eとが分かるが1:札は fが力学系的K ‘痩緯 'である Eとを示唆している 実際，/J(の事実が

成り立つ。

定理(Dow('1l ;tlld Fra.J1k長 19i6組員illr('wicz1(79) 

fのトポロジカル ・エy トロヒーを h(f)とか〈とき、

"(f) > 0字=令 ftc周期が2のべきでまい周期点が存在する

周期より更に群Lν、情報をもつものと Lて，周期点の置換宣置があるが，置換型の群Lい研究，特

にνャルコフスキーの定理の精密ittc関する研究が現在進展中である。
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2. 2次元写像と組ひも不変量

1次元写億円周期点の特性は周期で表されたが 2次元の掛合，その特性仕組ひもを用いて表

書札る 以後，写像fの定義績は同仮 DとL.fは単射とする n本のひもからなる組ひもを"，究

組ひも(トbraid)という 連続変形で移り合う 2 つの"次組ひもを同値とみなすとき~の同

値関係に関する伺値額を，，/J(組ひも型(トbraidtypc)という

定穫 5をfの有限不変集合と L."を 5の個数 :5とする 恒等写像 idf)をftr.変形するイソト

ピ-!t'D -DIO壬t壬1)を1つ選ぶ (ζのようまイ Yトピーは常に存在する乙とが知ら札て

いる) ~のと曹，空間 D x 10. I1内の"本の曲線自然まり

U (/，(5) X (I}) 
0<'<1 

は"政相ひもを定義する Eれが定める組ひも型を 6115.f)と表L. 5の組ひも型という

既に見たように I/J(元の掛合，周期を禦閃数分解Lたときに現れる成分が重要主情報をもっ

てい止 (r周期"が 2のベきで無相官司 "を素因数分解Lfcときその成分に奇紫教が存在Jtr. 

注意). 2/J(元の樋合でも，組ひもを蕪竜ものに‘分解'する ζ とが重要である 乙の分解は，曲

面上町同相l写愈に関するニールセン ・サーストン分解と呼ぼれるものを，組ひもの言葉に翻訳す

る乙とによ って得ら札る とのとき，分解の結果として現れる既約成分(業主成分)として.有

限位数量，様アノソフ(ps('udo-Allosoy)型の 2彊額のものが存在する

定理{本質的に Thurstollによる) 5の組ひも型 61(5.f)が pA成分をもっ

=* ( 1) "(f) > 0 

(2) fは周期の異在る無限個の周期点をもっ

ζの定E盟仕次元で成立する事実が、「周期」を「組ひも」と置き換え，また「寄苦情数Jを rpA 
成分」と置き換えれば 2次元でも問禄に成立する ζ とを示Lている

以上町他に，組ひも型について次のよう在研究がfTわれてきた

( 1 )組ひもを既約分解するアルゴリズム払現在までに 3橿額開発されているが.一般にその実

行には膨大生時間がかかる

(2) pA成分をもっための簡単車充分条件が求められている (5の周期が奇素数>5のとき(Boy!am! 

19841. ，5~3 の掛告の必要充分条件 ()'latsnoka 1986)主ど)

( 3 )ンヤル ~7 スキーの定理の 2 /J(元版を作る試みが仔わ札 部分的な成果が出ている.

(4)組ひもの古典的主行列表現である Burau表現を用いて，周期点のらがロ y カんま性質(不

動点指数!1yク数)が鋼ベら札ている

(S)Durau行列のスベクトル半径を用いて fのエントロピーの下からの評価出与えられた(Fried 

1986 ) 

( 6 )組ひも不変量を用いて，、-::;t..トン力学系の研究において重要な役酬を畢たすツイスト写像

の力学系的構造が調べら札ているー更に， ツイスト写像の理論を一般の同環上旬力学系に舷張L

ている.( soylandら)

参考文献

P. Boyl出比1.Topologicalmcthods in surfilce dYIla.mics. Topolo田..a.lld ib Appl.. 58 (1994). 223 

298 
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Some app1ications of combinatorics (espec孟a1lyfinite geometry) 

to group cohomology 

Colloqui山古

Hokkaido University 
26 June 1996 

Stephen D. Smith 
University of 111inois at Ch】Lcago

Recent1y group cohomologists have become interested in sporadic simple groups， 
discovering connections with certain exotic behavior in algebraic topo1ogy 
Some of their work involves group geometries defined by p-1oca1 subgroups 
(nOrT田1izersof p-groups) ---which had already been studied to explain exotic 

phenomena in group theory 

The talk surveys three areas of applications of these geo田町四sto group cohomo 

logy 

1) Vanishing of Ĥl of certain modu1es 
2) Expressions of Ĥ*(GJ as the 1NTERSECT10N of Ĥ* of certain subgroups 
3) Expressions of Ĥ*(G) as the ALTERNATING SUM of Ĥ* of certain subgroups 

It is emphasized that not only can the group theory assist in computation of coh 

omo109Y， 
but a1so the cohom01ogy i11uminates the study of the group structure 
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北大理数談話会アブストラクト (7/3/96)
題目・心の幾何学
講演者 角田秀一郎(奈良女子大 ・理)

従来の科学は，基本的に「説明」することを目糠にしている とくに，自然科学では，
「なせ'J rどう して」がキーワードである.この立脚点は，すべてが物質(あるいはも
っと素朴に「ものJ)で構成されているという事実である.まさに，これは，物理学のお
おもとである.したがって，脳で意識などを説明するというのも， 大きく言って，この科
学の範聴に属する.自我を脳の働きで完全に説明することなどは，現時点では，困難だと
思われるが，その困難は科学の進歩によって，解消されていくと信じられているし，実際
そうなるであろう.

しかし，それはあくまで「われわれが物理世界に存在している」という仮説の上の話で
ある.この点については，誤解を招く恐れがあるので，少し詳しく説明する.物理世界と
そのなかのわれわれ人闘が存在することを疑っているわけではない.いまのところ，数学
の世界で扱う集合は，物理世界よりはるかに広い.そして，数字のなかの論理的世界が存
在することも事実である.得数正のような奇妙な世界を論理的矛盾があってそれゆえ存在
しない世界とはだれも思わない. (その研究に意味があると思うかどうかはまた別の問題
である)
物理世界があれば，そのなかで話を進めればよいように恩われるが，じつはそうではな

い.なぜなら，物理世界が，われわれが存在するためのただ一つの「モデル」かどうかわ
からないからである (ここでのモデルということばは素朴な意味で使っており，厳密な
意味を与えているわけではない)このことは，物理t世界を仮定しても，す寸にわかる.

まず，脳の働きでわれわれの意識をはじめとする精神活動が記述されたとする.これは，
ょうするに，脳でおこっているなにかが，意識と呼ばれるなにものに「対応する」という
意味である たとえば，完全な脳死状態では自分がベッドで寝ているという意識がない，
などを仮定していることになる.こう仮定すると，われわれは，脳を通じてしか，外界に
ついての情報をうることができないことになる.錯覚が示すように，外界が実際どうなっ
ているか，確かなことはわからないことになる.それどころか，直接間接に脳になんらか
の情報がこない限り，外界が存在することさえ不確実なのである.逆にいえば，外界がな
くとも，脳のなんらかの動きがあればよいことになる.なんらかの働きのモデルがあれば，
それがわれわれかもしれない.すくなくとも，物理世界は，われわれが存在するモデルの
なかで「極小」ではないことになる.もちろん，先に述べた仮説のもとでの話である.こ
の先，極小モデル目指して，モデルをどんどん小さくしていくことが可能であるが，ここ
でストップする.注意したいのは，脳の現象を科学的に説明しようとすれば，極小モデル
ではうまくいかないかもしれない.記憶などは，纏小モデルでは意味すらなくなる.
モデルが複数あるとすれば，モデルがどれだけあるかを知ろうとするのは当然のことで

ある.そのなかで，極小のものだけをとるのも自然である 物理世界に，それとは無関係
に論理矛盾のない「神様」を無数に付け加えることができるから，いくらでも大きくする
ことができる.これらは，ほとんど意味がない.
物理世界とはことなるモデルはあるかといえば，それは存在する.詳しく述べることは

しないが，いわゆる錯覚がじつは錯覚ではないというモデルが容易につくれる.もちろん，
これはほとんどすべての物理法則が成立しないモデルである.物理モデルがいろいろな意
味で，優れたモデルであることは人類の科学の歴史をみれば，自明である.ここで問題に
しているのは，モデル優劣ではなく，モデルになっているかどうかだけである.
心については説明が不要かというとそうではない.心についての説明は文系的説明と考

えられる.すなわち，事実の集約としての説明である
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さて，このような心の問題を記述する数学を考えてみる.モデルが変われば，数学も変
わりうるので，ここでは，物理モデルを仮定したうえで，考えられる極小モデルの記述を
考察する

この場合，数学として新しいものがでてきてはいない.しかし，重要なことは，いまま
での数学の見方は，巽なるのである.例でみてみよう .

りんごが落ちる状況は.2次関数で記述される.ところがわれわれが問題にするのは，
r2次関数とはなにか」ということである. 2次関数をつくるために実数は必要ではない.

適当な有界集合があればよい.また，実数濃度は必要ない.実際，十分細かい有限集合で
あれば，実数の場合と区別できない.このように. 2次関数とはなにかについてもいろい
ろな問題があるのである.
これで十分というのではな< (これも重要であるが).なにが必要かがむしろ中心議題

となる.
もちろん，いままの数学でもある定理の条件はどこまで落とせるかなどという形で，必

要性はある程度考慮されていた.しかし，証明のなかで外延性の公理が何回必要かなどは
ほとんど検討されたことがないように思われる

ここで，さらに，精神活動は，脳の状態のなかでもニューロンが発火(神経細胞の電位
変化)しているかいないかだけできまる，と仮定する.この仮定の妥当性には疑問がある
が，発火だけでどのくらい，意識を記述できるか，を考えていると思えばよい.

このように仮定すると，意識の記述は，糠数2の索体上のベクトル空間の点あるいは多
様体と考えることができる.これによると，心に関する多くの問題が，多様体の問題に帰
着する.

たとえば rりんごが木から落ちる」という現象の記述は，多様体の「デサント」とい
う概念で表現できるし r単語」は，多様体の族に対応する.人が「りんごが木から落ち
る」をみたときのニユーロンの発火パターンをすべて考える.それ全体は.$V$の部分多
様体となる.これを求めればそれでよいとも言える.ここにあるのは，現実のりんごの羅
列のみである しかし，ことばの問題としては，その部分多様体の本質的でない部分を削
るか，という問題が残る.つまり，アメリカであれ，中国であれ，北海道であれ，りんご
が落ちれば，それはりんごが落ちたことであるから，りんごのある場所は本質的ではない.
この部分を記述から落とすことは，多様体の理論では，デサントと呼ばれるものに対応す
る.簡単にいえば，変数を減らすことである.
もちろん，上で述べたように，この定義には. (時間輸に関する)普遍性がない.いい

かえれば，その時々によって rりんごが議ちる」という意味が変わりうる.時間普遍性
をもっ「りんごが落ちる」という概念を抽出しようというのは，別の学問分野，評論家，
に任せるというのが，われわれの立場である.
数学的には，係数2の代数多縁体の素体有理点だけを考えていることになる.この集合

は有限であるが，多様体としてのJ構造が入り，ハミング距継と呼ばれるユークリツド距
離に対応する距離もあり ，リーマン計最も定義できる(筆者の学位論文).じつは，標数
正の有限代数多様体で記述される現象が他にもある.人間に関係する現象の記述には，標
数正の多機体の方が相性がよいようである.とにかく，心の研究と多機体の研究は，すく
なくとも，しばらくの悶，相互に関連しながら進んでいくものと恩われる.
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エルミート対称、空間上の超幾何方程式

広島大学理学部 谷崎俊之

0， Gelf.nd ([2). [3))により導入されたグラZマン多様体上の一般超幾何微分方程式系

の群論的意味を明らかにすると共に，その新たな拡張を与えることが目僚である

1. Vを C上の有限次元ベクトル空間，X を V中の k次元部分空間全体からなるグ

ラスマン多様体とする X 上の直積型ベクトル束 Xx川Vの階数 lの部分束 Lを

WEXにおけるファイパーが八勺Vとなるものとして定めるーこのとき，群 G~ SL(V) 

が X に推移的に作用しており，また LはX上の G同蛮直線東である，Lの切断に作

用する微分作用素のなす環の層を DX.Lとする Gの Lへの作用を微分して，リー代

数の準向型 ，~ Lie(G)→ qx， Dx.Ll (a ~ Ð~) が定まる ， 0 の極大トーラス j( を一

つ固定L， ~ Lie(f{)とする いわゆるゲJレファント超幾何方程式は Lの切断を未知関

数とする線形徴分方程式であり，従って DX.L加群に対応しているが，それは次の形を

している。

(1) M( ~ Dx，L/(J +ε.E' Dx.dd; -e(a))) 

ここで Eは任意の{一つ固定した汁の指標，また Jは Dx.Lのある G不変左イデアル

である

2 次の観察が我々の出発古である DX.Lの G不変左イデアルの集合と，ある(ヴァ-

7加群と呼ばれる)，加群の部分加群の集合は 1対 lに対応 L. この対応の元でp 上

にでてきた Jは緩大真部分加群に対応する 従って，以下のような拡張が考えられる

GをC上の連結半単純代数群.PをGの放物型部分群とし，一般旗多棟体x~GIP 

を考える . ~ Lie(G). p ~ Lie(P)とおく pの指標 λに対して X上の捻れ微分作用

繁の層 Dx，aおよびリ一代数の準同型 g→ r(X， Dx.，) (α~ d;)が定まる([!J参照)

このとき ，Dx.>.の G不変左イデ71レの集合と，入に対応する l次元 p加群を誘導して

できる右 g加群 M(λ)の部分加群の集合とは. 1対 lに対応する み を Dx.，¥の G不

変左イデアJレであって.M(，¥)の極大真部分加群に対応するものとする '"を Gの閉

部分群と L. '~Lie(l{) の指標とを選ぶとさ ， 左 Dx..\ 加群

(2) M.λ，h'，( ~ Dx .. ，/(J， +乞g引 Dx.. ，(D;' -e(α))) 
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は(1)のひとつの拡張になっている しかし， (2)が面白い方程式であるためには G，p， 

λ • K，およびzの取り方をうまく与えなければならない実際， λが一般なら，J，dα=0 

である

以下，Pのべき単根基が可換な場合に話を限ることにする。この場合には pの指標か

らなる有限集合 Aがあって， λeAに対するみの具体的表示が存在する

我々の結果は次のとおりある種の入 eAに対して， Gの別の放物型部分群 Q= Q，お
よびLie(Q)の指標μ =仰であってj 以下の条件を満たすものがとれる Y =G/Q上の

捻れ微分作用繁の層であってμに対応するものを Dy，μ とする.左 Dy，μ加群Nに対してそ

のラドン変換 R(N);がDx，λ加群(の複体)として定まる Nμ町 =Dy，"/ ~己申 Dy.，(勾

~(α)) とおく このとき自然な準向型 M)"h"，(→R(N，川K.dが定まる (こ れは.~h.，K，(に

対応する微分方程式の解の積分表示を与える).またさらに，Yが有限価の K軌道から

なるならば，M>..K.!， はホロノミ一系である(これにより解空間は有限次元であることが

わかる).
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00 absolute CM-periods 

吉田敬之(京大理)

I(を CM体， Fを f(の最大集部分体とする yを2次拡大 f(/Fに対応するりの

lIecke cbaractcr， LF(S，X)をxの L函数とする

とお〈 このとき

CONJECTURE A 

L'F(O， ~) 
コ=exp(一一一 )

L;'(O， ~) 

p-πW，QI/' II PK(σ，σ) 
t1Eh< 

が予想される ここに PKは Shimur.[2]で導入された periodsymbolであり，f(による嵯

数畢怯をもっアーベル多機体の周期を分解することにより定義される Jnは Kから C町中へ

の向型写像全体の聾告をます α，bE Cに対Lα -bは bt 0， a/b E Qを去す

!を Kの integralid剖!とl-，I(の modulofの idealgroupを 1，(Ii)とかく λは

I，(I()の charac同rで

λ((α)) =口(EZ)teE
eεφ[0'] 

α三 mod)( f 

をみたすとする ここに φは liの CM-type，らは non-neg叫 Iveintegersであり，Pは

complcx conjugat旧nである (このような λを 1，(f()の量指標という)

TIIEOREM (SII'MURA [1]， [2]). m E Zが，'1，σE  φ に対して， m == tσmod 2， 

-t(f < m 主らをみたすならば

L(m/2， >.) - 計/'PK(L: t.σ，φ)， 
eεφ 

e = m[F : QJ + L: t. 
σε$ 

この Theorem を用いて， Conjecture Aを数他実験で拭すことができる 談話会では，筆

者が置初に試みたやや複雑な倒について述べたが，ここでは簡単な exampleを轡いておこう

盟塑 J( = Q(j3百舌 i)，F = Q(めとするー f(の糊は 2であり， id白 i

(、々 が冴岐した K の primeideal ~2 が non- p rincipal c1assを与える σE JKを

(13五v2i)' = 13コ五tで定める Theorcmで t(f =引 σEφ， 1= (1)とl-，

CM-typeとして φ={id，σ}， (id，σρ}ととって得られる I，(f()の characLerをそれぞれ

ん，んとする >.，はん(甲，)=士lに応じて 2通りの取り古がある Theoremにより

L(I，λ，) -π'/JK(2. id + 2. "， id +σ)， L(I，λ，) -，，"PK(2. id + 2σρ，id+σρ) 
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であるが，PKの性質を用いると(121，Theorem 1.1) 

L(I，A，)L(I，A，) -~8 II PK(σ，u) 
eε1K 

がわかる故に ConjcctureAは L(I，A.)L(I，A，)_ r，'P'と同値である数値計調により

互主主並色坐2_f 3/23， .1，(甲，)=λ，(甲，)= 1， 
(1 ) 

~' P' -lJ2/(2'.3)， .1，(甲，)= .1，(恥)=ーl

が成り立つことが強<suggcstされる(約 30桁一致する)

その他多〈の例から， (1)の左辺のような量の代数性を予制するには，PをGalois酵の作用

を畳けない“absoluteCM~period n とみて量指標んに形式的に Galois鮮を作用させるとよ

いことが示唆される この予想の iつの定式化を与えておこう

人1，>'2， >'11は J，(f()の量指原で， Shimuraの定理と Conjectl1reAから PKの性

質を用いて

II L(m/2， .1;) _ ~A P' 
1=1 

が尊かれたとする ここに A，e E 2-IZとする

CONJECTURE B.任意の σEAut(C)に対して， 1のベき桜 Cがあって

(HJL:刷 2，>'1) 匹守佐土~)
一一一寸言7一一)σ=c

π"r・ 7r"ï~

が成り立つ

PItOIlLEM. c はどの織に決まっているか

Cを決めることは，一種の相互法則である

TI1EOREM. [(が曜 2抗体のとき， Conjecture Bは成り立つ

この場合には Cはほぼ品体的に決定できる J(が一般的 CM悼の時も motive理論により

Cの形をある程度は干惣できる

文献

p] G. Shimura， 00 somc arithmetic prope山 由 。rmodl1lar forms of one and several 

variablcs， Ann. of Math.， l02(L9i5)， 491-515 

12] G. Shimura， The arithmetic of certain zcla fu山【

。叩nor叫th、。g。町叩na叫Igrou中ps民， Anll. of Math.， 111(1980吋)， 313一375 
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被約シュ ーア函数とアフィ ンリ 環の基本表現

山田裕史(北大 ー理)

最近、といってももう昨年のこととなりますが、 Ajyt型の77インリ一環

の基本表現の多項式環上の実現についてちょっと面白い現象を見つけましたの

で報告いたします。これは東京商船大の有木進氏と明海大の中島遠洋氏との共

同研究です。

きっかけは KdV方程式系でした。 Ait}、すなわちSI2の碁本表現が(大雑把

に言って)KdV方程式系の解の変換を与えるというのが1980年代初頭の京都

スクールの理論 (の一部分)であったわけですが、そこには特徴的な形のヤン

グ図形に付随するシューア函数が登場します。もう少しだけ詳しく書きましょ

う。 v=qち;)主 l，oddJという蛙限変数の多項式環を準備します。 V上の

作用索。18t;、む(かけ算)(j 2: 1， odd)は甚限次元ハイゼンベルグ リ一環を

なしますが、これに “頂占作用素"の斉次成分を付け加えたリ一環がAiりであ

る、正慌に言うとこれがAPのV上の基本表現を与える、というのが 1978年

のLepowskyと¥lVilsonの発見でした。基本表現というのは最高ウエイト表現

のひとつで、その最高ウエイトは通常Aoと舎かれます。この表現のウエイトの

分布は良〈知られていて、

p=  {̂ o-qd+pα1; P. q E Z， q三p'}

がその全体になります。ここでα。と向は単純Jレ ト、 d=句+町は基本鹿Jレー

トです。放物線q= p'上のウエイト Aは^H'1-pという意味で、極大ウエイト

と呼ばれます。極大ウエイトの全体は最高ウエイト A。を通る Weyl群の軌道に

なっています。京都スデールの発見は、 V上に基本表現を実現したとき極大ウ

エイ トのウエイトベクトルが階段型のヤング図形ι=(円?ー 1，7"- 2，_. .，2， 1) 
(r E 1¥1)に付随するシュー7函数で与えられ、これらは KdV方程式系の芳次

多項式解を尽くすという事実でした。ここでシューア函数と言っているのは、

いわ申る対称函数としてのシュー7函数を巾和む =(x~ +xl + ---)fjを用いて

書き直したものです。

そこで私は次のような問題を考えました。 Vの 般のウエイトベ7トルは

シュー7函数を用いてどのように書き表されるだろうかワもちろんシューア函
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数全体は Vを張っているので一次結合で舎かれることはわかります。“良い基

居室"を求めようというのが問題です。一般に、ヤング図形を与えるとそのシュー

ア菌数は t1!t21 t31 • •• の多項式になり、 Vの元とは限りません。そこでシュー

7函数において “手で "九=t4=ta=...=Oと置いて Vの元をつくります。

このような手続きで得られた多項式を ‘被約シューア函数"と呼びます。一般

に被約シュー7函数はウエイトベクトルになります。どのウエイトに属するか

は与えられたヤング図形の "2.∞rel)を見ればわかります。また、変数を落して

いるので一次独立性はくずれており、したがってウエイト空間の基底を選ぶに

は手続きが必要になります。そのために今度はヤング図形の“2.quotient"とい

う概念が必要となります。このようにして待られた基底で、一般の被約シュー

ア函数を展開すると、 Littlew∞d-Richardson係数が登場します。

この辺りのことをお話ししたいと思います。この結果は見方を変えれば、

対称群の指標表、モジュラー表現の分解行列に関するある情報を与えることに

もなっています。 Ai1)だけでなく、 AJ2やAEについてもほぼ同様の議論がで

きることもわかっています。ただし A21では、シュー7函数ではなくてシュー

アの ‘Q-函数"というものがウエイトベクトルとして受場します。やさしい話

で誰でも理解できると信じています。
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ヘッケ環の分解行列と量子群の表現

有木進

東京商船大学

町 iki@ipc.toshcトu.ac.jp

平成8年8月14日(水)
(於北海道大学)

1 複素鏡映群のへッケ環

最近 L苗∞四-Lecl町。Thlbonにより対称詳のへッケ環の qが 1のベき根の

場合に分解行列を計算しているのではないか。、と予想されるあるアノレゴ日

ズムが提案されました。これは実は量子群の標準基底を計算するアルゴリズ

ムです.この講演ではこの量子群を用いた分解行列の予想を解決する方法と

それが如何に77アインヘッケ環の場合に拡張されるかを説明します.そこ
で使われるのは77アインヘッケ環の表現の幾何的実現の理論ですが従来の

方法、すなわち特殊化77アインへYケ環を考えるのではうまく量子群の既

約表現ど結びつきません。キ」となるのは最近の私の研究のなかで導入され

た複素鏡映群 G(m，!，n)のへッケ環を用いることです。これを用いること

により、実質的には777インヘッケ環のすべての表現を扱いながら、他方

A11jl型の量子群の既約表現 (凶egrablehlgh副糊ghtrepr臨 脚 色ion)と結

びっくことが可能となります。まず、定義から.

定穫1.1パラメータ qE P および町，...，Vm εFが与えられたとき、

G(m，l，π)のヘッケ環とは、次の生成元と基本関係で定義される F-代数で

ある.

(α1 -V1)(a1 -v.，).・・(α1-h)=O，

(向 q)(向 +q-1) = 0 (i ~ 2)， 
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a】α，a，α，=α包alG.2ah

a;向+向 =αi+1向向+1 (iと2)，
向αj-町向 (j ~ i + 2)ー

さて一般に、 Rを可換局所環、 Kをその衛体、 Fを剰余体とし、 R上の

環 Aに対して、 rAOKは半単純だが、 AoFは半単純ではない。Jという

状況を考えると.分解写像とよばれる AoK-加群のグロタンデイエク群から

AoF-加群のグロタンデイエク群への写像が定義されます.このとき、各々

の既約加群を基底にとって行列表示したときの行列を分解行列とよびます。
今考えたいのは、 Aが G(m，l，n)のヘッケ環で、 q'が1の原始 T乗根、

町"..，11mが q'の幕、 Rとして、 C[VI1...，Vm，q)を点(q'・1，...，tTim，q)に
おいて局所化した環、をとったときの分解係数です。このとき、 AOK-加群

はいままでの我々の研究でよくわかっているので、この鵠演で紹介する定理
とあわせて既約 AOF-加群をグロタンデイエク群のレベルで完全に理解で

きたことになります。

2 量子群

我々が必要とするのは、 A121型の量子群です.また採用する結晶基底は.

low町田yst剖 b描 eのほうなので、余積としては次のものを採用します。

(A(e)-rh@e  
t.(/;) =五Ovh;+lOh.
t.(vh) = vh o vh 

テン'./1レ積のクリスタルグラ7はよく知られているように次の場合をも

ととして定義されます。

b， 

λ(b， oゐ)
。 一
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さて、 G(m，1，η)のヘッケ環のグロタンデイエク群との関係をみるには、

[2]と異なり、 L(A)をレベル1のフォアク空間の m 階テン:11レ積の空間に埋

め込みます。ここで必要なのは林孝宏氏による L(Ao)の実現と三輪哲二先生

等によるニの表現上の結晶基底の構成です。これらは完全にヤング図形の言

葉で配述されます。そして、この定理と結晶基底のテンソル積規則により、

レベル1のフォッタ空間の m 階のテン:11レ積への量子群の作用とその結晶

格子及び結品基底が具体的に与えられるわけです。

3 定理

さて以下では常に、 1の下乗担 q'と、 q'の幕、町 =q2・2，e，tJm=qmmが

固定されていると仮定し、このときの複素鏡映群のヘッケ環を Hnとかく こ

ととします.
もし、パラメータが上のように特殊化されていなければ、おなじ基本関

係が局所環 C[Vl，"'，V剛q](v¥-V¥，...，v...-Vm，q-q)の南体上の代数を定めますが
これをH，.とかくこととします。 以下位号ですが、 Hn-加群のなすグロタン

デイエク群を K(Hn)、H，.-加群のなすグロタンデイエク群を K(Hn)とかき

ます.ただしどちらの場合にも係数が Cに拡大されているものとします。そ

して、<Pn: K(Hn)→K(Hn)を分解写像とします。このとき、

補題 3.1 (I) H，.は半単純環。
(11) 1変約H，.-!JO群は、 {λ=(λ{11， e，λ(ml) 11λI=n)でパラメトライズされ

る。各 λに対L、対応する加群を {Sλ}とかく。

K(H)・とK(H)・をそれぞれ、K(Hn)と K(Hn)の双対空間の全てのね

にわたる直和とします。{[ŜJ)の双対基底を {λ}とかくことにします。ま

た、 <pTを、 <Pn の転置の直和だとします。
さて林さんの表現の v=lへの特殊化として、 K(H)・は77ァインリ一

環 g(A~~I) の作用をもちます。 すなわち、

定・ 3.1 ヤング図形 λ=(M11，e ，λ(ml)のセノレ zが、 λ(巾 11の α(x)行

b(x)列めにあるとき、値を Z/rZにとる、 Z の剰余というものを、

γ(x) = i<(%1ーα(x)+ b(x) (mod r) 

で定める.
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すると、これにカノレタン部分の作用を付け加えることによって、 K(H)・に

g(A;~I)-加群構造がはいる。

さて、以上の準備のもとで定理は次のようになります.

定理

(1) Im(<pT)は空なヤング図形で生成される K(H)・の巡回的部分加群.

(2) n，を v".・，Vm中の q'"の重複度とするo A=:Ln，Aiとおくと、 K(H)・
は最高ウエイト Aの既約最高整ウエイト加群 L(̂ lと同値。

(3) K(Hn)は既約加群からなる基底をもつが、これの双対基底は、上の向型
により、 L(A)の標準基底 (L出品igの品回目白1b田盛)に一致する.

主定理の命題自体は完全に代数的なのですが、恒明には、 (i)Luszt唱に

よる量子群の幾何的実現、 (u)Ginzburgによる7 7ァインへッケ環の既約加
群の犠何的構成、(出)位相的K理拾を用いた7 7アインへッケ環の標草加群

の幾何的構成、の3つの結果を必要とします.またこの定理をもとにして分

解行列を計算するアルゴHズムを与えることができます.これが m=1の

場合、 L田∞山:-Leclerc-Thibonの言っていたアルゴリズムになります.
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Schur duality for Cartan type Lie algebra Wn 
and trallsforlnatioll senlIgroup 'Im・

By Kyo Nishiyama 

Divisiotl or Maf.hcmatics， Facu/tJ' of 11ltegrated HUmaJl Studies， 
Kyot.o U川町四ity，Kyoto 606-01， .JAPAN 
。mail:kyo<Dmath.h.kyoto-u.ac.jp 

Cart副 1typc Lie algebras are Lie subalgebras of algcbraic vccLor hclds 011 a日叫 affinc

space IFrI
¥ wherc IF is a field of characteristic回 ro.They剖 ez.-graded， simple Lie algebr描

with J>olynomial growth 日ythe result of Ka.c and Mathieu， Lie algcbl掛 川 th5uch propcrtics 
arc known to be (L) fin山 dimensionalsimplc Lic algcbrasj (2) thcir 100p algebras; (3) Witl. 

algeb叫 and(4) Ca山 niype Lie algcbr出

Irrcducible repr田 cntationsof a Cartan type L陪 algcbra.p were studied extensivcJy by 
Rudakov and Kostrikin in 1970・S.If an irreduciblc rcpr田 cnLationaclmiLs a wcight decolll 
position with r田 pccLLo l~ lI ler's dcgrcc opcr叫 ors，thcn it is a lowesl weight Illodule 01' ils 

dual exccpt the ouly one case 9 = ¥>1'1' Thereforc， thc d田criptiollof thc irreduciblc rcp-
rcscntaもionsare quite casy. Howevcr， iL is rat.her dimcult. to do analysis on Lhcm becausc 

rcprcscntaLions of Wn arc noL sClllisimplc 
111 I.hc previo¥ls research， we found ，1山 川lereslingphenomenon on the tClIsor prodl.lct 

repres 白 11ations of 9 :=; トVn，wbic.h is onc of the four serics of Carta叩n、Lype Lμ"，e 丸叫1gebras.Si川ncc，， 
byde 日n山川E比山tion，W，凡Vni凶sa Lic algcb、ra of all tl山hede 叩q引仙;u山ti剛。印nson tbe p珂叫。凶Iyn叩。刷t打川Y

71.-γ-四削 巾bles叫，W，弘 a叫ct脂S11旧a叫tll叫 l旬yo凹n1'= 1'[ヤいz引1，'"I z"J. Fonn the t'l'l.-fold lcnsor prod¥lct 0川 p
Then the full COllllTIutant algcbra of 1'V" in 0'" P becomes a finite dimcnsional algcbra. So 
we expect simultaneolls decomposition of @mp as a module of ¥>Vn aud ils fillil.e dirnensional 

commutant algcbra 
To bc more precisc， let us assumc 山叫川 壬n.Theu the full commutrult algebra of W" 

in E1'ld(@mp) bccolll曲 lhcscmigroup ring of thc tr削 lsformationsemigroup古川 whichis a 
sClTl.Igroup叩IlS1叫ingof all t.hc maps from t.he finit.e set [rnJ :=; {1，2，... ，m} to itsclf. In lhe 
talk at 1I0kkaido UnIvcrsiLy， I discussed 01'1 thc dCCOUlI>osition of o'" p as a reprcsentation 

ofHln x宮"，'UufortunatclYl thc rcp四 scnl.al.ionsor Wn auclτm are nol scmisimple， and even 
worse， om P aJmil.s a compositioll serics or川lfinilefClIglh. Howcver， we c副 Isl.il1 get a control 
011 the inedttcible qnoticnls of @m p 

LcもUbe a rcpresentation of W" x 'I"， andπ@E an irrcducible rcprcsenLat.ion of 11九x'Im
Then we say that i!' @ E has {f110ficnt mllltiplicilV k in U if 

dim "'01'1'1.，凡 xT"， (UπC8I 2:) = k 

1101ds. FurLher， wc Si~y tl1at U is quotient川 Itltiplicityβ恕eif 

dim Homw"x宮'"(U，πC8I ~)壬 l
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for any irrcdllciblc r<.'pr出cnL叫1011π @ ~. ¥Vitlt tltcsc t.crminologics， we can sl.叫eour m剖 n

rcsult. 

Theorem 1 1I川 壬 仏 Ihen@mp 陪 quoticnlm.ulliplicity /J同('. 1'hc同時 αonc.lo.one却炉

問問削 lencrbclrurcl'l Ihe Sllbscls oJ in~d叫ible 町p哨e，Muttons 14rfヨπH~Eτ~J which is 
defil1cd by the Jollowing pt"01)Ct.ty 

dim lIomwnxτ'" (@mp，π@E) = 1. 

Not.c lh叫 theabove cOl'rcspolldcnce 1i H r c札口notbc bijectivc. 1I0wever， we can give 
U川 lermsof YOllng diagra01s or， equivalenLly to s;:¥)'， partiLions of various sizes. The 
correspondence is an cxplicit OUC， hen田 weobtain a realiz叫ionof irreducible repr田entations

of 11t.拙 irredllciblequoticnts or @mp 

LcL G'L" acL on ¥1 = (:" as its defining repr田 enl.alionand 15m ad on its m.fold Lensor 
prodllct em¥l hy the permutations of coordinaL田 ThenSchur duality says that there is a 
corrcspondcnce bctw田 nlhe irreducible repr田 cntalionsof GL" and 15m via Young diagr副ru;

¥Veyl became the firsL mathematician who point.ed ollL thc machincry works ror two mlltually 
commulanl algcbr描 whichare semisimple. Our Lh∞rcm is a gCllcralizalion of thcir山田ry

to non-semisimplc and inflnite dimensional algebras 
On Lhe othcr h削 d，our meLhod is l1nder strong inf1ucnce of scrI田 orworks or Howe 

IIc dcvclopcd corrcspondcnccs of rcpr田 cntationsof various p副問。rreductive groups， which 

are 日 llcd/1m町市wlity. Allhough thc groups a.rc問 dlldi叩.t1，eir (g， {，)-modul田， which 
a.rc infinite dimcl1sional， arc 1I0t scmisimple. So he needed to considcr irredu口bleql10tients 
to establish onc-lo--onc corrcspondcnce. Siucc our山田rem凶 provcdby using Lhe similar 
!.c:dllliquc， it 鳩山esarne胡 Howe's;11 ils spirit 

Our tlteory also叩 plicsto the finite dimensional Lic supcralgebra W" (we use the script 
letter W to avoid thc confusion). In this casc， the whole rcp'帥 nl.叫iouspacc bccom回目mtc
dimcnsior出 Iand we cxpcct an cxplicit d田 criptionor composition serics. Thc duality ror L陪

supcralgcbra Wn 鳩 山owsl.udicd by 1-1. Wang 

Ackno、.vledgment.This work h踊 beeninspired by Lhe expliciL calculations done hy 

H. ¥oVaug ror Cartan typc Lie superalgebras. The author expr田sesSlllcereもhanksto hirn 
Hc also tlmnks the organizcr， Pror. lIircトfumiYamada， of thc lalk al. 1I0kkaido Univcrsity 
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Cycles on complex Shimura varieties 

Bernhard Runge， Osaka. University 

ln this lecture we study皿 oduuspac目。fprincipally polarized abeua.n va.rieties with a given 
algebra L of complex multiplications. Then国(L)= {TεlHig ;L C En~(A.T)} Is a. connected 
<0皿 plexsubm叩 ifoldof the Siegel upper half space IE!!g. We consider L as a subalgebra of M2g(Q) 
using the ration叫 representation.Let r(L) be the normalizer of L in the modular gro叩ら We
call L the Shimura type， because such varieties were studied by Shimura [Shl. Then r(L)¥回(L)i， 
the associated moduli variety of Sh.imura type L. Moreover， we study the Satake compactificat同 n，
i.e. the closu，e A(L) 01 F(L)¥回(L)in the Satake ∞mpact日cationAg = Proj(A(ん))o[ら¥!日g

Similar to modu1ar forms we de自nemodular forms of Shimura type L. The ring A(L) of modular 
forms of Sh.imura type L defines the Shimura variety A(L) = Proj(A(L)) algebraically 

ln the elliptic case the modulus T of the elliptic curve ET  -= Cj(7i. + 7lr) is a (z町 。dimensional)
Sh.imura variety， if E.，. has complex mt印 pucation.1n [Sh] Shimura gave a description of Shimura 
varieties in a出 trarydi mension u叩s邸11暗 s叩pa叫c日e田5of c∞。ompμl悶 m叫n<叩es 冗"冗~ a.nd H;，3 副 dgave a 
classification of the possible algebras of endomorphisms using sophisticated皿叫rixcalculations 
We use a real model of the Siegel upper ha1f space to describe Shimura. varieties more directly品

subvarieties of rg¥lli[g. This叫lowsto class均 theendomorphism a1gebras by a. careful dime問。n
日 必戸 時制O凶 ngmatrix ca1culations. Moreover， the rea.l (or a1geb間 c)model behaves functorial in 
a na.tural way with respect to morphisms of endomorprusms algebras 

For our purpose it turns out to be conv回 ientto印 nsider副a1gebraicmodel of the Siegel upper 
half space. A period ma.trix 1" induces by 
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a.n isomorphis皿

φ.，. : nt2g -;. C.v 

and 
M.，.=φJ1107 

defines the corresponding complex structure on凪勾 Asa matrix we have 

阻9;， T = P + iq H M.，. = (二?J1qVTfiap)=(??) 

Proof. We ha.ve i = rq-1 -pq-I， hence 

i(x -TY) = (pq-Ipy + qy _ ]}q-1:r)ー γ(q-1py_ q-1:r) 

口

The ma.trices M.，. are elements同 Sp(2g，lR.)and satisfy荷T--MT MT -1. Instead of M.，. we 
furthermore de自neST = -NITJ and get a.n isomorphism of complex ma.nifolds 

lllIgささ {ふ ε Sp(2g， IR); S.，. symmetric and positive de邑nite} 
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2 Runge 

10 terms of matrIces the bijection is given by 
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The proof is e国 yand therefore omitted. We call this the real (or algeb出 c)model of the Siegel 
uppcr halfspace. The Ro叫』胡ti-involutionrestric拍同 aninvolution on JH[" (同thest回 dardmodel 
ア1-+_7-1) 

The group SP(29，1R.) acts on回9 by 

，. (A B¥ 
σ< T >= (M + B)(CT + D)・'fo'''=le D)εSp(2g，lR) and TεIIIIg 

This corresponds to the action 
σ • }，IfT = σMTσ- ， 

on ma廿icesof type MT and 
a 0 ST =σSTσe 

on the real model. Remark that 

σ・MT= aSTJσσSTσ'J = (σ。ST)J，
hence the actions are equivariant. We wiU freely use r， M T or ST to denote an element of the Siegel 
upper half space in the standard model or the real model. For our purpose the algebraic model is 

more appropriate 

One叩 lychecks that for仏=(二?ゴ
(47)eMU28骨川e

+P?-lp~ = (α~ 1 and for an element M 
q'p J 、γ oJ 

MεEηd(JIT)七時 (A+TC)T= B+TD 

<=今 MMT= MTM 

ゃ=令 Aa-Bγ=αA-βC 

-Cα+Dγ= ，A -dC 

Aβ -Bd = -aB+βD 

-Cβ+ Dd =ーγB+dD

This leads to thc following definitions for an algebra L C M2g(Q) 

国(L)={TE回g;IMT= MT1 for.alllεL) 

F(L) = {σε ら，σL=Lσ} 

Moreover we considcr the diagram 

F(L)¥回(L) ~ん\111，
n n 

A(L) 叫ん

whcre A(L) denotes the closurc of 1'(L)¥lHI(L) in the Satakc compactific叫旧nA，. We call A(L)山e
Shimura varIcLy of type L. We remark that lHI(A'1) is阻(L)fo.L=Q(ル1)in the new notation 
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Runge 3 

1t is proved in [R2J tha.t山emap L ~ r(L)¥IEI(L) is an equi叫 enceof categories of admissible 

algebras with Rosati叩 ivariantembed白 gs目的g(Q)and irreducible町山esparametr山 ng

principally polarized a.beli剖 var

Fina11y we give日 applicationto the th四 ryof Shimura curves and Picard varieties. For more details 

we refer to [Rl，2 
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