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研究成果の概要（和文）：量子群は代数群のｑ変形である．パラメータｑの値が１のベキ根以外

の場合には，その表現論はよくわかっているが，１のベキ根の場合には，既約表現の分類など

の基本的な問題が未解決のまま残されている．研究代表者はこの場合に，D 加群の手法を用い

て表現の研究を行い，微分作用素環の東屋性等の証明を得た．また分担者の兼田は正標数での

微分作用素環について考察を行い，これを用いて正標数の代数群の表現論における進展をもた

らした．	 

	 
研究成果の概要（英文）：Quantum	 groups	 are	 q-deformations	 of	 algebraic	 groups.	 When	 the	 
parameter	 q	 is	 not	 a	 root	 of	 1,	 its	 representation	 theory	 is	 well	 understood;	 however,	 
when	 q	 is	 a	 root	 of	 1,	 there	 still	 remain	 fundamental	 problems	 such	 as	 classification	 
of	 irreducible	 modules	 which	 are	 not	 yet	 solved.	 The	 head	 investigator	 Tanisaki	 made	 
research	 on	 it	 using	 the	 method	 of	 D-modules,	 and	 obtained	 several	 results	 like	 the	 Azumaya	 
property	 of	 certain	 rings	 of	 differential	 operators.	 The	 investigator	 Kaneda	 investigated	 
the	 ring	 of	 differential	 operators	 in	 positive	 characteristics,	 and	 made	 progress	 in	 the	 
representation	 theory	 of	 algebraic	 groups	 in	 positive	 characteristics.	 
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１．研究開始当初の背景	 
	 
(1) 表現論は，代数・幾何・解析のいずれか
を問わず様々な数学が交錯する場であり，

以前から多くの流れがあったが，代数解析
学的手法の表現論への本格的な応用は，８
０年ごろから始まる．特に９０年代におけ
る研究代表者と連携研究者の柏原正樹に
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よる無限次元旗多様体上のD加群を用いた
アフィン・リー代数の表現論の研究は，表
現論に新たな視点をもたらした．これ以後
D 加群の理論を中心とする代数解析的（あ
るいは幾何学的）手法は表現論における一
つの大きな潮流となっていた．	 

(2) 近年の表現論における重要な対象として，
量子群，量子旗多様体，アフィン・ヘッケ
代数，えびら多様体等をあげることが出来
るが，これらの代数解析的研究の進展が期
待されていた．	 

	 
２．研究の目的	 
	 
	 代数解析的方法による以下の課題の攻略が
研究の目的である．	 
(1) ベキ根における量子旗多様体上の D 加群
の研究	 

(2) アフィン・ヘッケ代数の幾何学的表現論
の研究	 

(3) アフィン・リー代数の臨界レベルの表現
論	 

(4) えびら多様体を用いた量子群の表現論	 
	 
３．研究の方法	 
	 
(1) 「研究の目的」の項で述べた４つの課題
それぞれについて，研究代表者，および
研究分担者と連携研究者の一部が協力し
つつそれぞれの視点のもとで研究を行っ
た．	 

(2) 国内での研究会に若手を中心とする研究
者が参加するための旅費を援助した（約
４０件）	 

(3) 代表者・研究分担者・連携研究者の海外
出張旅費の援助を行った（３件）	 

(4) 海外の研究者を招聘した（７件）	 
	 
４．研究成果	 
	 
「研究の目的」の項で述べた４つの課題に関
してそれぞれ以下のような成果が得られた．	 
(1) 研究代表者が中心となって研究を行った
結果，ベキ根における量子旗多様体上の
微分作用素環の東屋性およびある種の部
分多様体への制限の分裂東屋性が示され
た．またベイリンソン・バーンシュタイ
ン型定理の証明が微分作用素環の高次コ
ホモロジーの消滅から従うことが示され
た．これらの結果は，プレプリントとし
てインターネット上では公開されている．	 

(2) この方向での研究はあまり進展していな
い．ベズルーカブニコフ氏の未発表の結
果があるようで，氏の来日時に討論を行
った．方法論的に氏のものとは異なる攻
略法を考えているのだが，討論から得る
ところもあり，証明すべき事項の定式化

まではできたので，今後さらに追求して
いきたい．	 

(3) まだ研究の完成には至っていない．今後
さらに追求していきたい．	 

(4) 具体的には標準基底と半標準基底の関係
に関して結果を得ることが課題であった．
これが既約 D 加群とその特性サイクルの
関係に一致するというのが自然な予想で
あり，実験的には正しそうであることを
確認したが，証明には至っていない．	 

	 
また，分担者と連携研究者はこれらとも関連
する問題に取り組み，様々な成果をあげてい
る．	 
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