
．序 論

超弦理論は、現在知られている つの基本的な相互作用を記述できる理論として注目さ

れ、重力の量子論の候補として期待されている（初学者向けの教科書として、たとえば

（ ）参照）。大きな特徴として、矛盾の無い量子化を行うために時空の次元が

次元であることを要求する。しかし、我々が観測する現実の時空の次元は 次元であるた

め、残りの 次元空間を観測できないほど小さい空間にコンパクト化されていると考える。

これを、内部空間と呼び、 多様体が有力な模型として注目されてきた。内部空

間である 多様体の幾何学的な性質が、 次元時空の物理を特徴づける。

この超弦理論を研究する方法にはいくつかあるが、有力な手法として、 次元の超共形場

理論を用いるものがある。中でも注目されているのが 模型である。

最近、超弦理論に ブレーンと呼ばれる膜のようなもの（空間的に広がりをもったも

の）が、 次元空間中に存在することが知られてきた。我々の現実の世界に存在する素粒子

の種類や質量の起源、素粒子間に働く基本的な力（相互作用）などが、 ブレーンを用い

て説明できると期待されており、ブラックホールの研究などにも利用されている ）。

本論文では、ある特別な 模型において、共形場理論の立場から新しい ブレー

ン解を構成する。 模型は、 の超共形場理論の表現から構成される。後で述べる

ように、 模型の枠内では、 ブレーンは境界状態（ ）として記述

される。共形場理論の方法を用いて境界状態を構成する方法として、 （ ）の提

案したものがあり、我々はこの方法を、拡大された の超共形場理論に適用して、新し

い ブレーン解を構成した。この構成方法と、解の性質について議論したのが、本論文の

主な内容である。

本稿で用いる、超弦理論の中に出てくる ブレーンのイメージと性質を簡単に説明して
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おこう（詳しくは佐藤（ ）参照）。弦（ひも、 ）には、両端が離れている 開い

た弦 と、端同士がくっついて輪になった 閉じた弦 の 種類がある。開いた弦を伝わる

波の振動モードは、どちらかの端に達すると反射して逆の方向に戻ってくる。したがって、

開いた弦の振動は 種類である。しかし、閉じた弦の場合は、左回りの振動と右回りの振動

モードが独立であることが知られており、閉じた弦の振動の状態を表すには、左回りと右回

りの 種類のモードが必要である（図 参照）。

開いた弦の端には、自由に振動できる自由端と、どこかにくっついている固定端の 種類

がある。 ブレーンは、この 開いた弦の端がくっついている物体 である（図 参

照）。

このように、もともと ブレーンは、開いた弦の理論に登場するものであった。しかし

図 、 にあるように、開いた弦の ループと閉じた弦の生成は同じ現象と考えられるた

め、閉じた弦の理論にも ブレーンが存在するはずである。閉じた弦の理論では、 ブ

レーンは閉じた弦を生み出す（あるいは吸収する） 源（ ） の役割を果たし、物理的

には 境界状態（ ） と呼ばれるものになる。 模型は閉じた弦の模
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図 閉じた弦

左回りの振動（実線）と右回りの振動（点線）が独立。振動モードは 種類

図

固定端を持つ開いた弦と ブレーンが結合（相互作用）している様子。右方向に伸びた、開いた

弦の端点に ブレーンが結合している。開いた弦は、時間的に図の矢印の方向に 周（ループ）

している。これを開いた弦の ループ振幅と呼ぶ。



拡大された 代数と境界状態（佐藤）

型なので、本論文では境界状態について考察していくことになる。

開いた弦の ループと閉じた弦の生成は、それぞれ（散乱）振幅として計算できる。物理

的に同じ現象なので、この つの振幅は等しくなるはずである。これを、理論の基本的な無

矛盾条件として採用する。時間の進み方が違うが、これは振幅のモジュラー 変換でつな

がることが知られている。

． 模型とその境界状態

模型と拡大された代数

模型は、 のミニマルな超共形場理論を用いて構成されている。この理論に

は、セントラルチャージという、理論の異状性（アノマリー）を表す量がある。 のミ

ニマルな超共形場理論のセントラルチャージ は、理論を指定する自然数を （レベルと呼

ぶ）とすると、 で与えられる。明らかに、 である。ところが超弦理論の無矛

盾性より、時空の次元が 次元のとき、内部空間のセントラルチャージは でなけれ

ばならない。 （ 、 ）の基本的なアイデアは、いくつかのミニマルな 超

共形場理論のテンソル積をとって、それらのセントラルチャージの和が になるように構

成するということである。

は の条件下で、 次元の の時空超対称性をもつモジュラー不変な分配

図

閉じた弦から ブレーンが放出されている様子。閉じた弦は、時間的に図の矢印の方向に飛んで

いく。 ブレーンが閉じた弦の源（ ）となっていることがわかる。これを、開いた弦のシ

リンダー振幅と呼び、 ブレーンを表す状態を 境界状態（ ） と呼ぶ。

図 と図 は、物理的に同じ現象である。



関数が構成できることを示した。

ここで見たように、 模型の構成方法はまったく代数的なものである。しかし、こ

の模型の物理的な内容を調べていくと、 多様体上にコンパクト化された超弦理

論と深くかかわっていることがわかってきて、大いに注目を集めることとなった。式 のセ

ントラルチャージの和が のとき、複素 次元の 多様体と対応する。

模型の興味ある物理的状態は、 の超共形場理論のカイラルリングに属してい

る。カイラルリングの特徴は、状態を指定する共形次元 と （ ）チャージ の間に

という関係があることである（ のとき、 のときをそれぞれ、カイラルプライマリー場、

アンチ カイラルプライマリー場と呼ぶ）。この性質があるので、カイラルリングをなす状態

は （ ）チャージ のみで指定される。 模型は閉じた弦の理論なので、状態を指定

する際に、左まわりのモードと右回りのモードの （ ）チャージ 、 が必要となる。こ

れを、（ 、 ）状態と表示する。

このカイラルリングを記述する理論として、 模型がある（

（ ）、 （ ））。 模型は、 のカイラル

超場 の多項式の形のポテンシャル で定義される。 のモジュラー不変な分

配関数の場合が有名であるが、このタイプの 模型の場合には、

スーパーポテンシャルは、

の形となる。

ここで、 であり、 は先に出てきた 超共形場理論を特徴付ける自然数

（レベル）である。式 の形のポテンシャルは、レベル のミニマルな 超共形場理論

つのテンソル積に対応する。対応する 多様体の定義式は、重みつき複素射影

空間 上の方程式、 となる。ここで重み は、

（ただし ）である。

さて、今まで述べてきたカイラルリングはボソン的な状態である。ボソンとは、素粒子や

弦の状態を表す量子数のひとつである スピン が整数であることを意味する。これ以外に

スピンが半整数のフェルミオンも存在する。超弦理論においては、ボソンとフェルミオンが

存在する部門は異なり、ボソンは セクター、フェルミオンは セクターにそれぞれ存

在する。いままで述べてきたカイラルリングは、 セクターにある。

我々にとって興味がある ブレーンは、開いた弦の セクターの状態と直接結合してい

ることが知られている。したがって、いままで考えていた セクターではなく、 セク

ターの状態について調べていかなければならない。 の超共形場理論には、カイラルリ

ングのある セクターと、 セクターとの間を結びつけるスペクトラルフローと呼ばれ

る関係（写像）がある。これによって セクターの状態と セクターの状態は、一対一

に対応づけられる。
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模型の状態は、 つの量子数 、 、 で指定され、 と表される

（バーの付いているのは、右回りの状態を指定するもの）。また、 （ ）チャージは、

で与えられる。 なら セクターの状態、 なら セクターの状態である。

異なるセクターへスペクトラルフローで移るときには、 に を加え

ればよい。この がスペクトラルフローの生成子である。スペクトラルフローの生

成子を 回作用させると、元のセクターに戻るが、量子数 は異なったものになる。した

がって、 セクター（ セクター）にはそれぞれ 種類のもの、 、 （ 、 ）

が存在する。

モジュラー不変な分配関数を構成する際、量子数 、 、 の 模型の状態を最高

ウエイト状態とする指標、 を用いる。今、ミニマルな模型のテンソ

ル積を考えるので、指標の積 を取る。さらに、全ての量子数 、 、 についての

和を考えようというのが、 模型のモジュラー不変な分配関数を作るときのアイデア

である。

この方法を、スペクトラルフローの生成子を含めた拡大された代数の観点から再構成した

のが、 （江口）等（ ）の仕事である。

まず、 セクターを考える。先に述べたようにスペクトラルフローは のシフト

となる。このとき、スペクトラルフロー不変な、有限の長さの軌道、

が存在する。 等は、これを用いて、モジュラー不変な分配関数が次の形、

で与えられることを示した（ただし、簡単のため、時空部分の寄与は省略した）。ここで 、

は、モジュラー 行列を用いて、

と与えられる。 である。

ここで見たように、 等の方法は、 の超共形代数にスペクトラルフローの生成

子を加えて拡大した代数の表現に注目したものである。この手法は、モジュラー変換性を議

論する際に有用である。本論文ではこの方法を採用して境界状態を構成する。

境界状態の境界条件

コンパクト化の場合、すなわち の超共形場理論で記述されるコンパクト

化の場合、 ブレーンと結合可能な状態の チャージとして許されるものは、 つの種



類しかないことが （大栗）等（ ）の研究からわかっている。それらは、

、 と名づけられており、

である。この の境界条件と、 模型のモジュラー不変な分配関数の

を混同しないように、注意されたい。

本論文では、 の境界条件を持つ境界状態について考察する。

模型はミニマルな模型のテンソル積をとっているので、個々の模型の （ ）

チャージの和について の境界条件が要求される。すなわち、 でなけれ

ばならない。しかし、個々の の超共形場理論においても同種の条件が成り立たねばな

らないので、（ ） （ ）も要求される。 模型にどのような ブレーンが存在する

かを調べる際には、まずこれら 種類の条件が満たされているかどうかを調べねばならな

い。

の境界条件を満たす場合（ ）については完全に調べられているの

で、その結果をまとめておく。

・ （ ）

まず一番簡単なものとして、全てのミニマルな模型について（ ） （ ）が成り立ってい

る場合がある。この場合は、 と （ ）によって研究されており、

共形場理論を用いた ブレーンの記述（境界状態）が知られている。

・ （ ）

次に、境界条件を少し複雑にし、テンソル積をとるいくつかのミニマルな共形場理論にお

いては の境界条件 （ ） （ ）が成り立っているが、残りのものについては

の境界条件 （ ） （ ）の成立を許す場合を考える。 の境界条件を満たす模

型が つ（ ）の場合、（ ） （ ）（ ） （ ）に加えて、（ ） （ ）（ ） （ ）とい

う条件を満たせば、 とできる。 （ ）は、 の境界条件を満

たす つの の超共形場理論のレベルが等しいとき（ ）、こうした境界条件を満足

する ブレーンの構成方法を発見し、 と名付けた。

・ （ ）

等（ ）は、 （ ）と同様に と の境界条件を混ぜるもの

で、 の境界条件を満たす つの の超共形場理論のレベルが等しくないとき（

）を考察した。そして、このときにも境界状態を構成することが可能であることを示

した。ただし彼らは、 という数学的な方法で議論している。

等は、この境界状態を と呼んでいる。

本論文では、この最後のもっとも複雑な場合、つまり つの模型のレベル が異なる場

合の例として、（ ）（ ）模型を取り上げる。この模型は、 と の つの共形場理論
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のテンソル積をとったものであり、超弦理論の内部空間としては、複素 次元のトーラスに

対応する。この模型に対して、我々は、次の節で述べる共形場理論を用いた方法で

の境界状態を構成し、得られた解が、自然に の境界条件を

含んでいることを示す。

境界状態の構成方法

境界状態を構成する際の基本的な条件は、先に述べた つの振幅が同じになるという要請

である。

図 の開いた弦の ループ振幅は、スペクトラルフロー不変な軌道の指標を用いて、

となる。また、図 の閉じた弦から ブレーンが放出されている振幅は、

の形となる。ここで、 が境界状態（下付き添え字の は、 の意

味）である。（ ）は、 模型の量子数のセット（ 、 ）を意味する。この つが物

理的に同等であるので、無矛盾な理論となる（図 、 の二つの振幅が等しくなる）条件

として、

が得られる。これを満たすように、境界状態を構成しなければならない。

上式 を満たす境界状態の一般的な構成方法は、 によって与えられた。

は、各振幅中の と との関係がモジュラー 変換に対応することに注目

し、モジュラー 変換の行列 を用いて、境界状態の を見出した。

ここで、 は、 状態と呼ばれる（ここでの添え字 は、 の境界条

件を表すことに注意されたい）。 状態の“ノルム”は、量子数のセット（ ）を持

つ表現の指標となる。

この の方法を、 模型に適用することを考える。今興味があるのは、

の境界条件を持つ場合である。 模型で の境界条件となるには、テン

ソル積をとる各理論において、量子数 がすべて等しくなることが必要である。つまり、

とすると、各理論の指標 の積は の形になる。

我々は拡大された代数の観点から、分配関数を構成するときにスペクトラルフローを考え

るのであった。スペクトラルフローは のシフト であったので、我々は

の境界条件となる、スペクトラルフロー不変な軌道、

を得る（簡単のため、以下では セクターのみを考えることにする）。

、



これを の に適用すると、 の境界状態として、

が得られる。ここで、 状態 の“ノルム”は、

となる。

以上より、 模型の、 の境界条件となるスペクトラルフロー不変な軌道が

すべて求められれば、 の境界状態 の構成が可能となる。

（ ）（ ）模型の新しい の境界状態

（ ）（ ）模型の新しい の境界状態

前節で述べた方法を、（ ）（ ）模型に適用する。

理論には、 セクターに つの 状態が存在し、それらの指標は、 、 、

となる。また、スペクトラルフローは、 となる。 理論には、 セ

クターに つの 状態が存在し、それらの指標は、 、 、 、 、 、 、

、 、 、となる。また、スペクトラルフローには つの軌道が存在し、それらは、

と、 となる。

これらの結果より、（ ）（ ）模型には つのスペクトラルフロー不変な軌道が存在す

ることが分かり、それらは、以下のようになる。

（ここで、前の方の指標が（ ）理論のものである。）

モジュラー 行列は簡単に計算できて、

となる。

前記の通り、モジュラー不変な分配関数は、 となるが、この

は、定義式（ ）により 、 と求められる。

前節でのべた、 の境界状態を構成する式 を適用しようとすると、 のと

ころで問題を生じる。これは、指標 に対応する 状態の独立なものが足りない

ことを意味する。これを解決するために、 等（ ）の提案した、モジュラー 行列

、

、

、、 、 、 、 、

、 、

と、

、

、
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の という方法を用いることにする。

この方法のメインアイデアは、 となる指標 に対して、同じモジュラー変換す

る指標 、 、・・・を導入することである。各指標ごとに、独立な 状態

を対応させる。指標の数が増えるので、当然モジュラー 行列の行列要素が増えるが、そ

れは分配関数のモジュラー不変性を壊さないように決めていく ）。

今の（ ）（ ）模型の場合、 なので、 に対して、新しく を導入

すればよい。新しいモジュラー 行列は となるが、今の場合簡単に求められ、

となる。ここで、 である。

これで道具はすべて出そろったので、 の境界状態を構成する式 を適用する。ま

ず独立な 状態であるが、登場する指標ごとに対応させて、

とする。新しいモジュラー 行列は、式 なので、我々は つの新しい の境界状態

として、

を得た。

新しい の境界状態の性質

前節で求めた式 の、新しい の境界状態について考察する。

どのような （ ）チャージをもった状態に対応するのかを調べるために、もう一度スペク

トラルフロー不変な軌道を見てみよう。

（ は、 を構成するミニマルな模型の各指標 に添え字、 をつけたものであ

る）。

各指標 を構成するミニマルな模型の指標 のうち、 の つはカイラル

プライマリー場に対応する（最初の だけが 理論の指標で、次の つ は

）詳しい手順は、 等（ ）を参照。



理論の指標であることに注意）。また、 の つはアンチ カイラルプライマリー

場に対応する（同じく最初の だけが 理論の指標）。 に対応する つ

のカイラルプライマリー場を と表記し、 に対応する つのアンチ カ

イラルプライマリー場は、上にバーを付けて表記することにする。すると、 状態

の中に、以下の場が含まれているのがわかる。

ここで、（（ ）（ ））は、それぞれ 理論、 理論の （ ）チャージであり、
（ ） （ ）（ ） （ ）である。

状態 の （ ）チャージに注意してほしい。（ ） （ ） （ ）となっ

ているが、これはまさに以前述べた、 の境界条件となって

いる。

また、我々得た境界状態の式と、（アンチ ）カイラルプライマリー場の対応を考え併せる

と、これは、（ ）（ ）模型の 模型 の対称性、

と同じ変換性を持っていることが分かる。

したがって、我々が構成した新しい の境界状態は、（ ）（ ）模型の

模型 の中に存在する、 である

と考えられる。

．結 論

本稿では、特別な 模型における の境界状態を構成した。構成法として、

スペクトラルフローの生成子を含んだ拡大された の超共形代数の観点、つまり の

超共形代数の表現の指標をスペクトラルフロー不変な軌道でクラス分けしたものを道具とし

て用いるやり方、を採用した。

新たな指標であるスペクトラルフロー不変な軌道を組み合わせることにより、 の時

空超対称性をもつモジュラー不変な分配関数を構成できる。このことは、 の方法に

よって境界状態を構成することが可能であることを示唆する。我々は の境界条件の

時に、 の方法によって境界状態を構成する具体的なやり方を提案した。この方法

は、基本的な無矛盾条件を満足する。

我々は、この方法を（ ）（ ）模型に適用し、新しい の境界状態を構成した。

（ ）（ ）模型は中心電荷の総和が であり、トーラスに対応するが、 つの模型のレベ

ル が異なるために、模型の詳しい解析が難しい。実際、我々が構成した の境界状

態には、もっとも複雑な境界条件である、 の境界条件（ ）

、
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拡大された 代数と境界状態（佐藤）

（ ） （ ）が自然に含まれていることが分かった。

については、その名付け親でもある 等（ ）

が、中心電荷の総和が の時（超弦理論の内部空間が複素 次元 多様体の

時）について論じているが、彼らが採ったのはがとったのは と呼ばれ

る、 ブレーンのチャージ格子を議論する、新たな数学的な方法である。今回の我々の結

果は、共形場理論の方法を用いているのが、大きな特徴である。

しかし、まだ我々の方法では、境界状態に対応する ブレーンの持つ電荷がわからない

ので、その物理的な性質の解析が難しい。これが新たな課題である。また、（ ）（ ）模

型に対応する 模型の対称性と、我々の境界状態の性質を議論することも

必要である。

今回の研究は、中心電荷の総和が の 模型を取り扱った。しかし、もっとも興

味があるのは、電荷の総和が のとき、すなわち時空が 次元で、内部空間が複素 次元

多様体の超弦理論のときである。このときにも、我々が用いた の境界

状態の構成方法は適用できるが、今回と同様にモジュラー 行列の という作業

が必要になる。 のときはこの作業が非常に困難になると予想されるので、より簡単な模

型で研究を続け、何らかの新しいアイデアを見つけたいと考えている。
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