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研究成果の概要（和文）：Exotic ベキ零錐の軌道分解から得られる交差 cohomology と C 型

Weyl 群の既約指標との間の Springer 対応を証明した。それを利用してこれらの交差

cohomology の Poincare 多項式に関する Achar-Henderson の予想を証明した。 
 
研究成果の概要（英文）： Proved the Springer correspondence between the intersection 
cohomologies arising from the exotic nilpotent cone and irreducible characters of Weyl 
groups of type C.  By using this, proved the conjecture of Achar-Henderson concerning 
with Poincare polynomials of such intersection cohomologies. 
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１．研究開始当初の背景 
 (１)有限簡約群の既約表現の分類は 1980 年
代に Lusztig により完成された。残された大
きな問題である既約指標値の統一的な計算
のために Lusztig は簡約群の幾何的理論であ
る指標層の理論を構築し、指標層の特性関数
として得られる類関数によって既約指標の
値が実質的に記述できることを予想として
定式化した。またこれらの類関数が簡約群の
Green 関数により統一的に計算できること
を示した。Lusztig 予想は研究代表者により、
簡約群の中心が連結の場合に証明されたが、
Lusztig の戦略に従って既約指標を実際に計
算するためには、さらにいくつかのスカラー

を具体的に決定する必要がある。研究開始当
初の目的のひとつは、これらのスカラーを決
定し、有限簡約群の既約指標を計算するアル
ゴリズムを完成させることにあった。 
（２）一方、研究代表者は Green 関数を計
算するアルゴリズムを、特に古典群の場合に、
組 み 合 わ せ 論 的 に 再 構 成 し 、 そ れ が
Green-Macdonald に よ る 一 般 線 形 群 の
Green 関数の純組み合わせ論的構成とマッ
チしていることを示した。特に、斜交群の場
合、このアルゴリズムは C_n 型 Weyl 群の表
現論に関連している。C_n 型 Weyl 群の自然
な拡張として複素鏡映群 G(r,1,n)が考えられ
る。r=1 の場合が対称群 S_n、r =2 の場合が
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C_n 型 Weyl 群である。斜交群の Green 関数
を計算するアルゴリズムは形式的に、Weyl
群を G(r,1,n)に置き換えても意味を持つ。複
素鏡映群を Weyl 群に持つ簡約群は存在しな
いが、Broueを始めとする多くの人々により、 
有限簡約群の指標理論がこの仮想的な群の
指標理論に形式的に拡張できることが 1990
年代より認識されてきた。研究代表者の構成
した G(r,1,n)に付随する Green 関数も、その
ような仮想的簡約群の Green 関数として捉
えることができる。研究開始当初のもう一つ
の目的は、この Green 関数を利用して、
Lusztig の既約指標計算のアルゴリズムに従
って、G(r,1,n)を Weyl 群に持つ仮想的簡約群
の”既約指標”を計算することにあった。 
	 （３）有限簡約群の表現論から派生した
Hecke 環の表現論は、量子群の表現論と関連
して大きな発展を遂げた。特に A 型 Hecke
環の modular 表現の圏を affine 量子群の結
晶 基 底 と 結 び 付 け る Lascoux-Leclerc	 
-Thibon, Ariki の理論は多くの研究者の関心
を集めていた。（２）の場合と同じく、A 型
Hecke 環の G(r,1,n)型への形式的拡張として
Ariki-Koike 代 数 が 知 ら れ て い る 。	 
Ariki-Koike 代数および、それに付随する巡
回的 q-Schur 代数の modular 表現論の研究
が当初の研究目標であった。  
 
２．研究の目的 
	 1972 年、Lusztig は、組み合わせ論で良く
知られた Kostka 多項式が、GL_n のベキ零
軌道から得られる交差 cohomology によって
記述できることを示した。この結果は純粋に
組み合わせ論的手法によって得られる
Kostka 多項式が幾何的手法によって再構成
されることを示したもので後に続く指標層
の理論への道を切り開いた画期的な成果で
ある。Kostka 多項式は GL_n の場合の Green
関数と本質的に同じものである。この結果は
既に古典的なものだが、近年、興味深い拡張
が発見された。Achar-Henderson は X = 
GL(V) x V のベキ零部分 X_0 (enhanced ベ
キ零錐という)の GL(V)軌道から得られる交
差 cohomology が研究代表者によって導入
された複素鏡映群に付随する Green 関数= 
複素鏡映群に付随する Kostka 多項式を記述
することを示した。この場合の Kostka 多項
式は G(r,1,n)の r=2 の場合に対応するもので、 
群としては C_n 型 Weyl 群であるが、古典群
そのものとは直接関係しない対象である。さ
らに Finkelberg-Ginzburg-Travkin は X 上
に指標層の類似物を構成した。一方、一般の
対称空間に対しても、Lusztig の指標層の類
似物が Ginzburg により導入された。さらに 
対称空間 GL(V)/Sp(V)の拡張として X = 
GL(V)/Sp(V) x V が考えられる。加藤は X の
ベキ零部分 X_0 (exotic ベキ零錐と呼ばれ

る) について詳しく調べた。Achar-Hender- 
son は X_0 の Sp(V)-軌道から得られる交差
cohomology が enhanced ベキ零錐と同様の
Kostka 多項式を表示することを予想として
定式化した。以上の結果はすべて 2008 年以
降に得られたものである。対称空間は、ある
意味で簡約群の拡張と考えられるが、GL(V) 
x V や GL(V)/Sp(V) xV はそれとは異質の
対象であるにも拘らず、我々の定義した
Kostka 多項式と関係しているということは
極めて興味深い現象である。このような状況
を踏まえて、当初の研究目標を少しを変更し、
指標層の理論の種々の多様体への拡張を調
べることを研究の第一目標とすることにし
た。 
	  
３．研究の方法 
	 当面の研究対象は、GL(V)	 x	 V や	 
GL(V)/Sp(V)	 xV	 などの具体的な多様体であ
るが、我々の研究の視点は簡約群に対する指
標層の理論がこれらの多様体に対してどの
程度拡張できるかの検証である。従って、扱
う対象は個別なものであっても、指標層の一
般理論をモデルとして、できるだけ普遍的な
議論により指標層の理論をこれらの多様体
に対して拡張することを目指す。	 
	 
４．研究成果	 
（１）Exotic	 対称空間における Springer	 対
応。	 	 
	 	 V	 を奇数標数の 2n 次元ベクトル空間と
して,G	 =	 GL(V),	 H	 =	 Sp(V)とおく。対称空
間 G/H	 の拡張として X	 =	 G/H	 x	 V	 を考える。
X	 を exotic	 対称空間という。	 X	 に付随す
るベキ単多様体 X_0 は加藤によって導入され
た exotic	 ベキ零錐と同形になる。X_0 には H	 	 
が作用し、有限個の H-軌道に分割される。	 K.	 
Sorlin	 との共同研究で、X 上に良い性質を持
った指標層を構成した。これらの指標層は、
次のように構成される。ある多様体 Y から X
への写像を考えて、Y 上の定数層の X への直
像に C_n 型 Weyl 群 W の作用を定義する。こ
の直像を Wの作用によって分解して得られる
単純偏屈層が我々の指標層である。これらの
指標層は作り方から Wの既約指標によってラ
ベル付けされる。我々は X 上の指標層を X_0
に制限すると、それが X_0 の H-軌道から得ら
れる交差 cohomology	 に一致することを示し
た。	 これにより、W の既約指標と X_0 の H-
軌道との間の自然な全単射が得られる。これ
がexotic対称空間におけるSpringer	 対応で
ある。一方、P を n の double	 partition	 全
体の集合とすると、加藤により、X_0 の H-軌
道の全体は、P によりラベル付けされること
が知られていた。また、W の既約指標の全体
も Pによる自然なラベル付けを持つことが知
られている。我々はこの両者のラベル付けが



Springer 対応を与えていることを示し、
Springer 対応の具体的な記述に成功した。	 
証明には、本来の指標層の理論における、
「Lusztig の制限定理」を exotic 対称空間の
場合に拡張し、それを利用することにより結
果を得た。なおこれらの結果は加藤により得
られていたものであるが、我々は、指標層の
立場から別証明を与えた。これらの結果は
「Exotic	 symmetric	 space	 over	 a	 finite	 
field,	 I」としてまとめられ、arXiv に投稿
さ れ た 。 (arXiv:1207.5093) ． ま た 雑 誌
「Transformation	 Groups」に掲載が決まっ
ている。	 
	 
（２）Kostka 多項式に関する Achar-	 
Henderson 予想の解決	 
	 	 X_0 上の H 軌道から得られる交差
cohomology	 が上記の Kostka 多項式与えると
いう Achar-Henderson の予想を証明した。議
論の概略は以下の通りである。Y 上の定数層
の X への直像を X_0 へ制限して得られる偏屈
層の特性関数を exotic	 対象空間の Green 関
数という。前述の結果によりこの偏屈層は W
の作用を持つが、Green 関数を W の既約指標
により分解して得られる関数が、Exotic ベキ
零錐における H-軌道の交差 cohomology の
Poincare 多項式になることが、Springer	 対
応を通して証明される。一方、	 簡約群の場
合と同様の手法で、この Green 関数に対する
指標公式を証明した。さらに指標公式を利用
して、直像として得られる X 上の種々の偏屈
層の間の内積および、種々の Green 関数の間
の内積を具体的に与える直交関係式を証明
した。これらの結果から上記の Poincare 多
項式がある種の行列関係式をみたすことが
導かれる。Kostka 多項式が同様の行列関係式
により特徴付けられることが分っているの
で、これより、我々の Poincare 多項式が
Kostka 多項式に一致することが導かれる。以
上の議論により、Achar-Henderson	 の予想を
証明した。なお、この結果は加藤により、全
く異なる手法によって証明された。我々の議
論は、簡約群の指標層に対する議論の自然な
拡張である。さらに Y 上の tame 局所系の直
像として得られる X上の半単純偏屈層の分解
に現れる H 不変単純偏屈層の集まりとして、
X 上の指標層を定義した。上記の直交関係式
を利用して、指標層の特性関数として得られ
る X 上の H 不変関数達が、X 上の H 不変関数
全体のなすベクトル空間の基底をなすこと
を証明した。これは簡約群に対する指標層の
特性関数に関する主要な性質であり、それが
exotic 対称空間の場合にも成立することを
示している。以上の結果は「Exotic	 symmetric	 
space	 over	 a	 finite	 field,	 II」として論
文にまとめられ、arXiv	 に投稿された。	 
(arXiv:12125861)	 

（３）Ginzburg 型指標層の決定	 
	 	 	 我々の導入した X 上の指標層は、具体的
に構成された半単純偏屈層の分解に基づく
もので、あくまで具体的な分類によるもので
ある。一方 Ginzburg は簡約群の場合の
Lusztig の定義を変形して対称空間の指標層
の（分類によらない）概念的な定義を与えた。	 
Ginzburg の考え方を援用して exotic 対称空
間の場合にも、概念的な指標層の定義を与え
ることができる。これを X 上の Ginzburg 型
指標層ということにする。この定義は分類に
よらない反面、定義から指標層の具体的な記
述を得ることは難しい。我々の構成した指標
層は、Ginzburg 型指標層の部分集合（主系列
に属する指標層）をなしている。指標層に期
待される主要な性質として、その特性関数が
H 不変関数のなす空間の基底を与えるという
ことが挙げられる。そこで（２）の結果より、
我々の指標層は Ginzburg 型指標層と一致す
ることが期待される。実際、そうなっている
ことを証明した。この結果は同時に Ginzburg
型指標層の分類を与える。証明の方針は、以
下の通りである。簡約群の場合にならって、
指標層の誘導関手、制限関手を定義し、また
cuspidal 指標層を定義する。すべての指標層
は cuspidal 指標層からの誘導に含まれるこ
と、また cuspidal 指標層は G がトーラスの
場合にしか存在しないことを示して結果を
得る。	 以上の結果は	 
「Exotic	 symmetric	 space	 over	 a	 finite	 
field,	 III」にまとめられ、arXiv に投稿さ
れた(arXiv:	 1304.7554)。	 
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