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退化 affine Hecke 代数の主系列表現について

東京大学大学院数理科学研究科 本田龍央
Graduate Scbool of Matbcmatical Sciences. Univcrsity of Tokyo, Tatsuo Honda

昨年のこの集会に引き続き, 退化 affine Hecke 代数の主系列表現を扱う. 前回は主系列表
現に現れる parameter $\lambda$ が regular な場合に具体的に組成列が構成できることを述べたが.
$\lambda$ が一般の場合は, 複雑であり, 組成列の具体的な構成は困難である. しがし, ある $\lambda$ に対し
regular なときに構成した減少列が組成列となる場合がある. 今回はそのことについて述べ
たい.

\S 1. 準備

$[2].[3]$ に従って次のように記号を設定する :

. $a=(l1.(_{\backslash }..))$ :’$1$ 次元 $\mathrm{E}.\mathrm{u}c1\mathrm{i}_{\mathrm{t}}1$ 空間, $\mathrm{b}$ : $\mathfrak{n}$ の複素化 :. $R\subset 11^{\mathrm{r}}$
. : $\mathfrak{n}$ 上の被約 crystallograpbic root. system:

. $\Pi=\{\mathrm{C}11\cdots\cdot.\alpha_{1},\}\subset R_{+}\subset R$ : $R$ の基底, $1$) $\mathrm{o}s\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{v}.\mathrm{e}$ system :. $\rho=.2^{-1}$ \Sigma 。CR $\alpha$:

. $a^{\vee}$ : $c\iota\in R$ に対応する coroot :.
$r_{c\iota}$
. : $\alpha\in R$ に関する直交鏡映, 特に $ri=r_{\alpha_{j}}(i=\mathrm{L}\ldots,’ 1\cdot)$ と記す :. $\mathrm{T}\mathrm{I}’$. : $R$ の $\backslash \backslash " \mathrm{e}..\iota\cdot 1$ 群、 $S=\{r_{1}\ldots..r_{n}.$) : $\mathrm{I}\mathrm{I}’$. の shuple system:.

$\mathrm{r}$ : $R$ に対応する複素半単純 Lie 代数.

Definition 1. $\mathrm{H}$ を R+、 $k\in|\mathrm{C}$ に付随する・退化 affille Hecke 代数 $\mathrm{n}$

$\mathrm{H}=\mathrm{H}(R+\cdot k)$ を次
の条件をみたす $\mathrm{C}|$ 代数として定義する 1 :

1. $\dot{|}\mathrm{C}$ 線形空間として, $\mathrm{H}\cong S(\mathrm{h})\cdot--^{1}\cdot.\neg[\mathrm{q}\mathfrak{s}\mathrm{I}]$ .
2. St.h). $\mathrm{t}\mathrm{q}\mathrm{I}\mathrm{I}’$] は $\mathrm{H}$ の単位的部分 $\dot{\{\mathrm{C}}$ 代数,
3. $\forall.j$. $\in\{1\cdots\cdot\cdot.\prime 1\cdot\}$ . ( $\in \mathfrak{h}$ に対し.

$r_{i}\cdot$ $\{$ $=r_{i}(\{)\cdot r_{i}-k\alpha_{i}\dot{(}_{\backslash }^{t})$

$\Re(\mathrm{H})$ を有限次元 $\mathrm{H}$ 加群の圏とし、 Ko(大 $(\mathrm{H}\})$ を大 (H) の Gro山。l市$\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{k}$. 群, また対象
.$\cdot 1I\in \mathrm{O}\mathrm{b}$ (大 (H)) に対し, 対応する Ii0(火 (H)) の元を [.$\cdot$1I] とする.

主な対象は次の $\mathrm{H}$ 加群である.

Deflnition 2. $\lambda\in\hat{\mathrm{b}}^{*}$ に対し. $\backslash \cdot,\backslash$ :S伯) $arrow(\mathrm{C}$ を $\lambda$ より誘導される 1 次元表現とし. それ
に付随する加群を ($\mathrm{C}_{\lambda}$ とするとき. C、により誘導される $\mathrm{H}$ 加群

$\mathrm{I}_{\lambda}:=\mathrm{I}_{11\mathrm{C}}1_{\dot{5}\{\hat{\mathrm{b}}\mathfrak{l}}^{\mathrm{H}}.(\mathrm{C}_{\lambda}$

を・主系列加詐 $\backslash$ と呼ぶ. $\mathrm{I}\in \mathrm{t}\mathrm{C}_{\lambda}$ を $1_{\lambda}$ と記すことにする.

$1\iota$. は root の $1\mathrm{I}’$ 軌道毎に異なっていてもよいが, ここではすべて等しいとしておく.

数理解析研究所講究録 1245巻 2002年 36-41

36



定義より $\mathrm{I}_{9}$ は果 $W$] 加群として左正則表現 $\mathrm{C}\mathrm{i}^{\mathrm{j}}’ 1$ と同型となる. $\mathrm{I}_{\ovalbox{\tt\small REJECT}}$ について次が成立
する $\ovalbox{\tt\small REJECT}$

Proposition 1([6] Proposition 2:3.). $\lambda\in\dot{\mathfrak{h}}_{\backslash }^{\dot{\mathrm{P}}-}-.n’\in \mathfrak{l}\mathrm{I}^{r}$ に対し、 $I_{\mathrm{i}_{1)}}^{-}(.‘ \mathrm{R}(\mathrm{H}))$ に於いて $[\mathrm{I}\lambda]=$

$[\mathrm{I}_{1L^{1},\backslash }]$ .

今、 $\lambda_{\backslash }k$ に対し

$R_{\lambda.\mathrm{A}\cdot.+}:=\dot{\{}C\mathfrak{l}\in R_{+}$ : $\lambda(‘\iota^{\vee}.)^{2}=\lambda.:^{2}\}$

とする. このとき次のことが言える.

Lenima 1. $\lambda$ に対し $.11^{\cdot}\in \mathrm{T}\mathrm{I}^{\cdot}$ で $R_{\iota\backslash .k.+}‘$
” $=[‘\cdot\downarrow\in R_{+}$ : $\iota‘\cdot\lambda(\mathfrak{a}^{i}\backslash )=-l_{\mathrm{i}}\cdot.-\}$ となるものが存在

する.

上の Proposition $[perp]$ に考慮して, 以下では $\mathrm{I}_{u’\lambda}$ について考える. 特に $u’\lambda$ を改めて $\lambda$ とお
くことにする.

ここで次のように記号を与える:

. $L_{j\iota}$. : $\mathfrak{g}$ の最高 $\backslash \backslash \cdot\iota^{\backslash }.\mathrm{i}\mathrm{g}.|.1_{1}\mathrm{t}$ . $-’\cdot p+/$) $(i\mathrm{l}’\in \mathrm{I}\mathrm{I}^{\cdot})$ の単純最高 $\backslash \backslash \cdot \mathrm{t}^{\backslash }\mathrm{i}_{rightarrow-}‘’\cdot 11\mathrm{t}$加群

. X、$!/\in \mathrm{f}\mathrm{I}’$ こ対し

$\iota\iota\cdot\leq_{L}.(/\Leftrightarrow$ .Ann $L_{y}\subset \mathrm{A}\mathrm{n}\mathrm{n}$ $L_{\mathfrak{l}^{\backslash }}.\cdot$

$11^{\prime\sim_{L}y}\Leftrightarrow\iota\iota’\leq_{L}y\dot{(}.\iota \mathrm{n}(.1y\leq_{L}\mathrm{t}\{’$:
.

$\mathrm{c}_{X}^{\backslash }$ : $x\in\ddagger \mathrm{I}’$. の属する $\sim L$ による同値類:
. $\nu\cdot.y\in \mathrm{T}\mathrm{I}’$. に対し

$./|\leq_{L}\iota_{x}..\Leftrightarrow\exists u’\in \mathrm{C}_{\lambda}^{\cdot}\cdot$ . $\mathrm{s}.\mathrm{t}..y\leq_{L}\cdot\iota\{’.\cdot$

.
$?\mathrm{t}=\oplus.\{\mathrm{q}q^{1/2}.ru’ \mathrm{i}_{-||}^{\sim}\mathit{1}^{-1/2}$

] $C_{u}^{\cdot}|$ : $\mathrm{I}\mathrm{I}’$. に対応する $\mathrm{H}\mathrm{t}^{\backslash }\mathrm{c}\mathrm{J}\dot{\mathrm{c}}\mathrm{C}$ 代数、 $C_{u_{\wedge}}|$ は Kazllcle\ll-Lusztig 基底:

. $e_{w}$ : $\mathrm{C}_{\mathfrak{U}^{1}}$ の ($l^{1/2}arrow 1$ における特殊化 . $\cdot$

. El、,l.{ $\lambda):=$ $\oplus‘ \mathrm{C}\epsilon_{x\cdot\backslash }\mathrm{t}..$‘ $1,(\lambda\in \mathfrak{h}^{\succ-}.\cdot)$ :

. $\mathrm{t}.-\cdot$) $\subset S$ に対
$\leq \text{し^{}L}(\grave{\mathfrak{s}}^{\mathrm{t}}‘ \mathrm{T}^{\cdot}\acute{\mathrm{c}}-)$

: 対応する $\mathrm{f}\mathrm{I}’$ の標準放物型部分群、 $\iota 1^{\cdot}(.-\cdot)$ : W\leftrightarrow の最長元
.

$c^{:}\ominus:\iota\iota\cdot\overline{\mathrm{c}-}\dot{)}$ を含む $\sim_{L}$ による同値類.

一般に $E_{c_{\mathrm{t}\mathrm{t}}}.(\lambda)$ は部分 $\mathrm{H}$ 加群にはならないが,

Proposition 2. $6\mathrm{J}\subset S$ とする. 任意の $c\iota\in \mathrm{t}-\dot{\mathrm{J}}$ に対し $\lambda(C1^{\sqrt}.)=-k$ となるとき、 Ec。$(\lambda)$

は $\mathrm{I}_{\lambda}$ の部分 $\mathrm{H}$ 加群となる.

このようにしてできる部分加群を用いて $\mathrm{I},\backslash$ の正規列を次のように構成していく. まず
$l$

( $c\iota\in\Pi$ : $\lambda(c\iota^{\vee})=-\mathrm{A}..\}=$ { $\sim 1,$ $\cdot$ . .
、

$\tau..\cdot 1_{l}^{\cdot}$}
とおき、更に

三 $:=\dot{\{}(i_{1\backslash }\ldots.i_{l})\in\{1_{\backslash }\ldots.l_{\backslash }\infty\}^{l}$ : $1\leq\exists \mathit{1}^{\cdot}$) $\leq l‘.\backslash ^{\tau}.\mathrm{t}\cdot$ . $1.\leq j_{1}.\leq\ldots\leq.j_{I^{J}}.\leq l_{\backslash }i,=\cdots=’=\backslash \mathrm{x}\backslash$ }

とする. 三上には辞書式 |E序 $\prec$ を定義する、即ち $(\prime j\downarrow\backslash \cdots\backslash i\downarrow)_{\backslash }$ (方、. . . 、力) $\in$ 三に対し

$.j_{;\downarrow}=j_{1\backslash }\cdots$ . $j_{\iota-1}..,,=j_{n-1\backslash }$,
(. $i_{1}$ 、. .. . $lj,$ ) $\prec(j_{1\backslash }\cdots\backslash j_{l}’)\Leftrightarrow\exists\cdot t’ t\in\{.\cdot 1_{\backslash }\ldots.l\}\mathrm{s}.\mathrm{t}$.

$\mathrm{a}\mathrm{u}\iota 1\prime j_{\mathfrak{l}l1}’<j_{\gamma\prime 1}$
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とする. これにより $\mathrm{t}_{-}^{-}-.\prec$ ) は $2^{l}$ 個からなる全順序集合となる. $—=\{\zeta\iota\cdots$ . $.\zeta_{2^{l}}$ ) $(.i,$ $<$

$j\Leftarrow\langle i\prec\langle j$ ) と\Supset \beta Eすことにし, ( $=(i_{1}.\cdots.i_{l})\in$ 三に対し $i_{p}\leq l$ がつ $i_{p+1}=\cdot\infty$ のとき,
$\Theta$. $(\zeta):=\mathrm{t}^{f}.’.i_{1}\cdots\cdot\cdot;^{i_{i_{P}})}$. とおき, 更に

$E_{\xi}^{\lambda}:= \sum_{\xi’\sim.\xi_{j}}.E_{\mathrm{e}_{\mathrm{e}\mathrm{t}_{\backslash ’}}}‘,(\lambda)$
.

とおく. このとき次が成立する:

Proposition 3.
(1) $\mathrm{I}_{u\cdot\lambda}=E_{\zeta_{1}}^{[perp].\lambda}\supsetarrow E_{\xi_{2}}^{1.\lambda}\supseteq\cdots\supset\sim E_{\xi_{2}}^{[perp].\lambda},\supset\sim 0$ .
は. $\mathrm{I}_{\lambda}$ の大 (H) に於ける正規列である.

このように構成した正規列はある意味で標準的なものとなる. 以上の準備の下で次のよう
な問題を考えることにする :

問題 正規列 (1) は, いつ $\mathrm{I}_{\lambda}$ の組成列となるか ?

1に, この正規列は組成列ではないのだが, $\lambda$ が $1^{\cdot}\mathrm{C}\mathrm{g}^{\nu}\mathrm{u}\mathrm{h}r$ . 即ち $\lambda(a^{\vee})\neq 0$ (for any $\alpha\in R$)
のときは、前回話したように, これが $\mathrm{I}_{\lambda}$ の組成列になる. 実は $\lambda$ が regular でないときも組
成列になり得る. 以下では幾つかの特殊な例を考察することにより, (1) が組成列であるた
めの必要条件を得ることを述べる. また特に $R$ が.4 型の場合, 必要十分条件が与えられる.

\S 2 例

先ず条件を記述するために次のようなものを考える. $D=0-\cdot\circ-12\ldots$ を $R$ の Dynkin 図
形とするとき, 各頂点 $\circ i$ を次のように置き換える:

. $\lambda(\alpha_{i}^{\vee})=-k$ ならば $\circ^{i}$ を.
$\dot{\circ}i$

. 1 にする:

. $\lambda(.a_{\check{i}}.)\backslash ’=0$ ならば $\circ i$ を
$\blacksquare^{\dot{l}}$

にする:
. 上記以外はそのまま.

このようにして得られる図形を $D(\lambda)$ と記すことにする.

$\wedge 4$ 型の退化 Hcckc 代数に対し重複度公式

(2) $[ \mathrm{I}_{\lambda}]=\sum_{i=1}^{\prime n}P_{\mathrm{e}\sigma’},..\cdot(1)[L_{\sigma j.\prime}\backslash ]$

が荒川-鈴木 ([1]) により知られている. ここで $\sigma_{1}.\cdots.\sigma_{n}$, は $\mathfrak{S}_{l+1.\lambda},\backslash \mathfrak{S}_{1\iota+1}/\mathfrak{S}_{11+1,\lambda}(\mathfrak{S},\iota+1.\lambda$

は $\lambda$ における $\mathfrak{S}_{\iota+1}$, の固定部分群) のある条件を満たす完全代表系とし. $\sigma_{1}’$. は $\mathfrak{S}_{n+1.\lambda}\sigma_{i}\mathfrak{S},‘+[perp].\lambda$

の最長元とする. また $L_{\sigma_{j}\lambda}$ は標準加群と呼ばれる $\mathrm{H}$ 加群の既約商とする. 更に $P_{x.y}(/l)$ は
$\mathrm{l}\acute{\mathrm{c}}\dot{\mathfrak{x}}oe\mathrm{h}\iota \mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{n}$-Lusztig 多項式とする (詳しくは [1] 参照). この重複度公式と $\mathrm{I}\acute{\mathrm{c}}\mathrm{a}\mathrm{z}\mathrm{l}\mathrm{l}\mathrm{C}\mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{l}-\mathrm{L}.\iota\iota \mathrm{s}\mathrm{z}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{g}$

. 多
項式を計算することで. $\mathrm{I}_{\lambda}$ を解析していく.

Example1. $R$ を.4 型とし,

$D(\lambda)=\cdot\circ.\cdot-\cdots-\cdot\circ\cdot.\cdot-\blacksquare-\cdots-\blacksquare!\iota\Downarrow_{\dagger 1}|1$

$(1\leq b\leq’\iota)$

に対応す条 $\lambda$ を考える. 上の公式 (2) を用いて計算すると, 対応する Kazhdan-Lusztig 多項
式がすべて I になることが示され、これにより (1) が $\mathrm{I}_{\lambda}$ の組成列になることがわかる. また

$D(\lambda)=\blacksquare-\cdots-\blacksquare-\cdot\hat{-\circ}.|-\cdots-\cdot\overline{\circ}100+1’.1$ . $(.1 \leq a$
. $\leq n.)$
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の場合も同様である.

Exaniple2. $R$ を $\sim 4$ 型とし、

$D(\lambda)=-^{1}-\cdots--a-1-\cdot\circ\cdot.-\cdots-’\circ\cdot.’-r\iota_{1}\blacksquare$
–. . . $–\mathfrak{l}\mathfrak{l}$

$(1<\mathrm{t}\iota-<b<’\iota)$

$b$ b+�

に対応する $\lambda$ を考える. この場合も上の例と同様にして計算することにより (�) が組成列
であることが確かめられる.

Example 3. Example 2 では $‘\circ.\cdot$ , の個数が 2 以上であるが、$.4.s$ 型で $D(.\lambda)=-1\circ-\mathfrak{l}-\cdot\backslash -\cdot\dot{\blacksquare}2\}$ と
いう $\lambda$ を考えると, [2] に与えた例のように (1) が組成列にならないことがわかる.

Example 4. $R$ を -4 型とし、

$D(\lambda)=\cdot\circ.\cdot-\cdot\blacksquare!l$
-. . . $-\blacksquare-\cdot\circ\prime\prime-1’.\cdot 1$ . $(1<’\iota)$ .

に対応する $\lambda$ を考えると、もし (�) が $\mathrm{I}_{\lambda}$ の組成列だとすると, 4 つの組成因子のみを持つこ
とになるのだが、この場合重複度公式を計算すると 5 つ以上の組成因子を持たなくてはいけ
ないことがわかり、従って (1) は組成列ではない.

ここまでは重複度公式を用いてきたが, これら以外にも次のことがわかる.

Example 5. $R$ を $B_{2}$ 型だとして $D(\lambda)=’\overline{\circ}_{-}:\Rightarrow\blacksquare$ に対応する $\lambda$ を考える. この場合は上
の形の重複度公式が使えないので, $\backslash \backslash \dot{\mathrm{e}}\cdot.\backslash \cdot 1$ 群の既約表現の個数と比較しながら $([perp])$ を調べて
いくと, この場合は組成列となることがわかる. 一方、 $D(\lambda)=\blacksquare\Rightarrow,\circ.\cdot$ . に対応する $\lambda$ を考え
ると (1) に現れる部分加群以外の部分加群を構成することができ、従ってこの場合 (1) は組
成列にならない.

\S 3 組成列になるための条件

一般の $R$ の場合に (1) が組成列であるための必要条件が $D(\lambda)$ を用いて次のように与え
られる:

Theorem 1. $\lambda\in \mathfrak{h}^{\dot{\nu}-}$
. に対し $([perp])$ が組成列であるならば、$D(\lambda)$ は

$\blacksquare-,-\circ\cdot.\cdot$. $-\blacksquare\backslash$ $’\circ.\cdot,$ $-\blacksquare-\cdots-\blacksquare-\cdot\circ.\cdot,$ . $\blacksquare\Rightarrow,\overline{\mathrm{O}-}$;

という部分 grapb を含まない.

更に各頂点が $\downarrow 0^{\cdot}.$
, または $\blacksquare$ のみからなる $D(\lambda)$ の部分 g141市を $D(\lambda)$ の特異成分と呼ぶ

ことにする. 例えば

$D(\lambda)=\cdot\circ_{\mathrm{t}}.\cdot-\blacksquare-0-\blacksquare-\blacksquare-\cdot\circ\cdot\cdot-0-\cdot\circ\cdot$ .

に対し十 $-\blacksquare$ . $\blacksquare-\blacksquare-,\circ.\cdot.\backslash ’\circ\cdot$ . が $D(\lambda)$ の特異成分となる.

$R$ が 4 型の場合は、上よりも更に強い結果を得る :

Tbeorem 2. $R$ を $\wedge 4$ 型の $1^{\cdot}\mathrm{o}\mathrm{o}\mathrm{t}$ 系とする. このとき次の 2 条件は同値
1. (1) は $\mathrm{I}_{\lambda}$ の組成列である:
2. $D(.\lambda)$ の特異成分が次の 2 つの型のいずれかになる:

1. $\cdot\circ$.
$\cdot$

.-, $\circ$.
$\cdot$

.-. . .-. $\circ$.
$\cdot$

.- $\blacksquare$ –...- $\blacksquare$

、

or $\blacksquare-\blacksquare-\cdots-\blacksquare-\cdot\circ.\cdot\cdot-\cdots-\cdot\circ.\cdot($

2. $\blacksquare-\cdots-\blacksquare-,\circ.\cdot$ . $-\cdots-\cdot\circ.\cdot$ . $-\blacksquare-\cdots-\blacksquare$

ただし 2 の場合は, $\circ-\cdot$
, の個数は 2 以上であるとする.
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Tllcorcln 1 の証明は先ず上の正規列とは別に $\mathrm{I},\backslash$ の別の正規列を用いて $\mathrm{I}_{\lambda}$ の組成列が
$D(\lambda)$ の特異成分だけに依存することを示す. これにより $D(\lambda)$ Q頂点が $.\circ\cdot.\cdot$ . $\blacksquare$ がらなるも
のだけを考えればよくなる. これと上に与えた例の帰結として $\mathrm{T}1_{1}\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{e}^{\iota}\mathrm{u}11$ を得る.
また $\mathrm{T}1_{1\mathrm{C}\mathrm{O}\Upsilon \mathrm{C}\ln}.\sim$? も荒川, 鈴木の公式を用いて $\mathrm{I}\acute{\mathrm{c}}\mathrm{a}\mathrm{z}11\iota 1\mathrm{a}11- \mathrm{L}.\mathrm{u}\mathrm{L}\backslash ^{\neg}\mathrm{z}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{g}’$

. 多項式を計算して得られ
る. さらにこの重複度公式及ひ $\mathrm{K}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{l}\mathrm{z}\iota \mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{l}$-Lusztig 多項式の計算の結果から次のようなこと
もわかる:

Theorem 3. $R$ が.4 型の場合, (1) が $\mathrm{I}_{\lambda}$ の組成列であることと $\mathrm{I}_{\lambda}$ の各組成因子の重複度
が.! となる.$\llcorner$

,
とは同.fflとなる.

\S 4 最後に

一般の $R$ に対し. Kazhdan-Lttsztig 多項式で表されるような標準加群に対する重複度公
式が載っている文献を筆者は知らないので, 今のところ, この方法ではこれが限界である. ま
た (1) が組成列でない場合に、どのように部分加群を補って組成列を組織的に構成するが,
という問題も考えられるが, これについてはほとんどわからない.

一方. 最近、対応する半単純 Lic 代数の $\backslash ’ \mathrm{C}\Gamma \mathrm{l}\mathrm{u}\mathrm{a}h$ 洋の sllb-q\iota loticllt の卑 $\mathrm{b}\mathrm{i}\iota \mathrm{l}\mathrm{c}\mathrm{a}\mathrm{l}$ の Harisb-
$\mathrm{C}.1\mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{l}\iota \mathrm{l}\mathrm{r}\mathrm{a}$ 写像による像と $\mathrm{I},\backslash$ の部分加群との間に関係があると拓殖大の織田さんに教えてぃ
ただいた. これは次のようなものである.

任意の $\lambda\in \mathfrak{h}^{\iota}$ tこ対し
.

.-.1
$I_{\lambda}:= \mathrm{H}/(..\cdot.\sum_{P^{\mathrm{t}_{-\backslash \{\mathrm{h}1’’}^{\vee}}}..\mathrm{H}(\mathit{1}^{j}-l)(\lambda \mathrm{I}\mathfrak{l}+\sum_{u\cdot \mathrm{t}_{arrow \mathfrak{l}l}^{\sim}}.\mathrm{H}(\cdot\iota‘\cdot-e))\backslash$

とし, $\mathrm{H}$ から $\wedge-\cdot 1I\lambda$ への標準的全射による 1 の像を $\mathrm{r}j.$) $,+\backslash$ と記すことにする. このとき,

Proposition 4. 任意の $\alpha\in R_{+}$ に対し $\lambda(\mathrm{n}^{\vee}.)\neq k$ となるならば. $\mathrm{I}_{\lambda}$ 二 $\wedge\cdot\cdot|I_{\lambda}$ . となる同型射
$\vec{r|}$ が存在する.

$\mathfrak{t}:(\mathrm{p})$. $[’.(\mathrm{b})(=S(\mathrm{b}\mathrm{I})$ を 0 $\cdot$

$\mathrm{t}|$ の普遍展開環とし, $\backslash$, : [$:(\mathrm{g})arrow S(\mathrm{b})$ を $r\mathrm{s}1_{1}\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{t}$ 付きの
Harisb-Cbamlra 写像とする. $s1I(\lambda)$ を $\backslash ’ \mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{l}\mathrm{l}\mathrm{l}\mathrm{a}$ 加群とし. $\mathrm{e}\subset$ �に対し $\wedge j1I\mathrm{e}.(\lambda)$

を scalor
$\mathrm{t}.\backslash \cdot.1)\mathrm{c}$ の一般 $1^{r}\mathrm{c}\mathrm{r}1\mathrm{u}\mathrm{a}$ 加群とするとき. 上の同型射 ,$\sim$. を経由して

$\pi(\grave,J(_{-}\mathrm{A}_{1\mathrm{u}1i}(.\mathrm{t}0|^{s^{}}1I_{\Theta}(\lambda\})r_{j))=E_{t\Leftrightarrow}(\lambda)}^{+}.\lambda$
.

となることが予想されている. また $R$ が -4 型の場合, [4] にょり.$\mathrm{A}\mathrm{n}11_{\wedge}- 1I\mathrm{e}\{\lambda$ ) の記述が得ら
れており, $\mathrm{g}’\cdot \mathrm{c}\mathrm{l}\mathrm{l}\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{c}$ な $\lambda$ に対し

$E_{p^{\backslash }(\theta} \{\lambda)=\sum_{I}S(\mathrm{h})_{\tilde{J1}}(\hat{|}(D_{II}^{\mathrm{A}}.(*)))$

と一般 C.apclli 作用素 $D_{II}^{k}.(*)$ ( $*$ は適当な値) を用いて表されることになる. またこれは
Hcckmaai-Opdam の超幾何関数の $.\mathrm{S}1^{)\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{t}\cdot \mathrm{r}\mathrm{a}1}.1$ )$\mathrm{a}\mathrm{l}.\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{U}\mathrm{C}\mathfrak{l}.\mathrm{c}\mathrm{r}$ が退化する場合に現れる微分方程式
系に一致する.
上の例で見たように. 一般には $\mathrm{I}_{\lambda}$ の組成因子で $E_{r_{\Theta}}(\lambda)$ の商として得られないものが存

在するが, $\backslash \check{\mathrm{C}}\Gamma 111\mathrm{a}$ 加群, または対応する半単純 Lie 代数の情報がら $\mathrm{H}$ の主系列表現の組成
因子の情報が得られるのではないか, と期待している.
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