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素粒子論研究室 (藤川・江口・柳
田・松尾)

素粒子論研究室では、物質の基本的構成要素とそ
の間に働く相互作用の解明を目指して研究を続けて
いる。基礎的なテーマである超弦理論や超対称性を
持つ場の理論の様々な理論的な可能性の追求と同時
に、高エネルギー物理や宇宙線物理に関する実験的
な検証あるいは宇宙物理的な応用が研究されている。
さらには、連続及び格子上の場の理論の定式化の改
良や応用も重要なテーマになっている。

1.1

弦理論

江口はストリング理論の年会 strings2003、7/6/7/11 (京都国際会議場) の組織委員長を努めた。
strings2003 の参加者は外国人 250 名、日本人 150 名
ほどであった。会議の最終日に Witten,Gross, 戸塚
による市民講演会を行った。

超対称ゲージ理論、位相的弦理論と超弦理論
江口は菅野 (名古屋大・多元数理) と共に、一種の
ゲージ・重力対応である geometrical transition を調
べ、S 3 上のチャーン・サイモンズ理論のリンク不変
量の組み合わせをすべての表現について足しあげる
と、種々の非コンパクトなカラビ・ヤウ多様体上の
位相的弦理論の振幅を厳密に再現することを示した
[2]。この表式は固定点定理を用いて Nekrasov が導
いた公式で, h̄ や β をカラビ・ヤウ多様体のパラメ
ターと同定したものと完全に一致する。また、ヤング
図を足しあげる計算を共形場の理論で知られるバー
テックス作用素を用いて書き換えると、計算が著し
く簡単化され、バーテックス作用素の積の真空期待
値に帰着することを示した [3]。
江口と酒井は昨年度に引き続き E 弦理論の研究を
行った。超弦理論には D ブレーン以外にもソリトン
が現れることが知られている。そのひとつである E
弦は、ヘテロティック弦の約半分の自由度を持ち、独
自に 6 次元の非臨界弦理論 (E 弦理論) を構成する。
E 弦理論は 4 次元にコンパクト化すると N = 2 の
超対称性を持つが、この種の理論の低エネルギー有
効作用は、Seiberg–Witten 曲線と呼ばれる代数曲線
によって完全に記述できる。江口と酒井は E 弦理論
のもっとも一般的な 4 次元コンパクト化理論につい
て、Seiberg–Witten 曲線を求めた。さらに江口と酒
井はこの曲線の性質を詳しく調べ、E 弦理論の物理
的モジュライパラメータの幾何学的意味づけを明ら
かにした。またパラメータの特殊値をとることで、
6 次元 E 弦理論から 5 次元、4 次元の全ての SU (2)
Seiberg–Witten 理論が再現できることを具体的に示
した [4, 47]。酒井はこれらの結果を元に、E 弦の発
見からの経緯を含めて博士論文をまとめた [57]。
江口と菅原は Argyres-Douglas タイプの４次元 N =
2 超共形場理論の N = 1 への拡張を論じた [5]。近
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年盛んに研究された一般化された小西アノマリー方
程式の手法に基づく解析により、“N = 1 ArgyresDouglas points” は、孤立特異点を持つ N = 2 曲線
（Seiberg-Witten 曲線）と N = 1 曲線（行列模型曲
線）の双有理同値対として特徴づけられることを示
した。更に N = 1 AD points 近傍での物理的観測量
とそのスケーリング則や相構造について解析し、超
弦理論との対応についても議論した。
4 次元 N = 2 ゲージ理論は、IIA 型超弦理論をトー
リック カラビ・ヤウ多様体にコンパクト化すること
で実現できる。この実現では、ゲージ理論の有効作
用に関して摂動補正のみならず、全次数にわたるイ
ンスタントン補正項までもが弦理論の側から再現で
きる。具体的には弦理論側の世界面インスタントン
のある種の足し上げが、ゲージ理論側の各インスタ
ントン補正項に対応することが知られている。酒井
は京大数研の小西と共同で、ゲージ群が SU (N ) の
場合について、正確な対応則を調べた。その結果と
して、ゲージ理論側のインスタントン項は、カラビ・
ヤウ上の世界面インスタントン数 (Gopakumar–Vafa
不変量) の漸近形に多重ラプラス変換を施すことに
よって得られることを示した。またゲージ理論に重
力光子背景場を取り入れた場合についても併せて考
察し、重力光子補正項と高い種数の世界面インスタ
ントン数との間に全く同様の対応則が成り立つこと
を確かめた [33]。
昨年、 Dijkgraaf と Vafa は N = 1 超対称ゲージ
理論の超ポテンシャルの非摂動補正を対応する行列
模型の摂動補正として計算する方法を提唱した。立
川はその提唱から小西アノマリー関係式を導き、彼
らの提唱の整合性を確かめた [36]。その後、その提
唱は場の理論的に証明されたが、立川はまたそれを
用いて、Intriligator–Leigh–Seiberg の線形性と呼ば
れる予想が導出できることを示した [37]。
昨年来、Nekrasov は N = 2 超対称ゲージ理論の
プレポテンシャルの非摂動補正をインスタントン計
算で全て求める方法を開発した。立川は、この方法
の 5 次元理論の S 1 コンパクト化への拡張の際に、5
次元の非可換チャーン・サイモンズ項がどのように
影響するかをしらべ、位相的弦理論からの予言と完
璧に一致することを示した [38]。また、立川はこの
結果を Seiberg-Witten 理論、Nekrasov の計算のレ
ビューともに修士論文にまとめた [62]。
超対称ゲージ理論の F-term の有効作用は、小西
アノマリーによって大部分が決定されるが、中山は
小西アノマリーからは決定できない「積分定数」の
簡便な決定法を提案し、カイラルゲージ理論などへ
の応用を議論した [29]。
信山は修士論文において、局所トーリック カラ
ビ・ヤウ多様体上の位相的弦理論の Gopakumar-Vafa
duality を用いた解析について最近の発展をまとめた
[60]。
桜井は修士論文において、位相的弦理論に関連の
深いループ群・完全可積分系 (Hitchin 系) の近年に
おける基礎的な発展をまとめた。[61]
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弦の場の理論
弦の場の理論は弦理論の off-shell の構造を規定す
る定式化の一つである。これまでタキオン凝縮のプ
ロセスなどを通じてブレーンの生成消滅の記述がな
されてきたが、弦の場の理論はブレーンの張力の計
算などで顕著な成功を収めてきた。Bars、岸本、松
尾は開弦の場の理論のスター積を、非可換幾何学で
典型的に現れる Moyal 積で書き換え、それと同時に
弦の理論で常に問題になる無限自由度に伴う発散の
問題を、矛盾の無い正則化を行うことにより解決し
た [23]。またタキオン真空をこの定式化の立場で計
算し、タキオン真空を中点の寄与を摂動として取り
扱うことにより解析的な取り扱いを行った [22]。岸
本、松尾、渡辺はブレーンを記述する境界状態が閉
弦の場の理論のスター積について非常に簡単な非線
形方程式を証明した。この方程式（べき等方程式）は
これまで知られている平坦空間の全ての境界状態と
その無限小変形により満たされることを、演算式形
式 [24] および経路積分法 [25] により具体的に証明し
た。また最も一般的な境界状態であるカーディ状態
がこの枠でどのように取り扱われるべきかを議論し
た [26]。
大森は、component field による展開を用いて modified cubic superstring field theory の性質を詳しく
調べた [31]。また、この内容を含め、これまでに行っ
てきた開いた超弦の場の理論におけるタキオン凝縮
に関する研究成果を博士論文としてまとめた [56]。

曲がった背景上の弦理論とＤブレーン
江口と菅原は、N = 2 リュービル理論における Dブレーンについて境界共形場理論による系統的な研
究を行った [6]。スペクトラル・フローによって拡張さ
れた N = 2 superconformal character を基本的なコ
ンフォーマル・ブロックとし、“modular bootstrap”
と呼ばれる手法を用いてカーディ状態の候補を与え、
開弦の１ループ振幅等の解析を行った。特に bosonic
リュービル理論における FZZT-ブレーン（extended
brane）と ZZ-ブレーン (localized brane) に対応す
る厳密な境界状態の構成に初めて成功した。引き続
き江口、菅原は、N = 2 リュービル理論の T-dual
(mirror) として知られる fermionic 2 次元ブラック
ホール模型の 1-ループ分配関数の詳細な解析を行い、
character level でのこれらの理論の明白な対応を与
えるとともに、上で述べた extended character が基
本的なコンフォーマル・ブロックとして妥当である
ことを示した [7]。更に elliptic genus と呼ばれる超
対称指数をこうした非コンパクト模型に対して計算
し、それがヤコビ形式になり得ない非自明なモジュ
ラー変換性を示すことを指摘した。
中山は 2 次元非臨界弦におけるタドポール相殺の
条件と性質を厳密なクロスキャップ状態、境界状態
を利用して議論した [28]。また、修士論文 [59] にお
いて非臨界弦・リュービル場の理論のここ 10 年来の
発展をレビューした。
PP-wave は AdS/CFT 対応で用いられる AdS 空

間に対してある極限操作を行うことによって得られ
る時空である。井手口と今村は、この時空を非可換
なアイソメトリーに対応する複数の方向についてコ
ンパクト化し、その上の弦のスペクトルを決定した。
[16]
今村はタイプ０弦理論における NS5-brane 上に存
在する局在化した閉弦タキオンのモードに注目し、
それを T-双対性によって時空の変形を表す幾何学的
なモードとして解釈しなおすことによって、その凝
縮が Witten の泡として知られる時空の欠損を生成
することを示した。[17]
川野と山口は、タイプ II 超重力理論のＮＳセクター
が与える運動方程式を満たす解の中で、平行性条件
を満たすものを全て分類し、その超対称性の数を調
べた [20]。また、川野と山口は、Figueroa-O’Farrill
(Edinburgh 大) との共同研究で、ヘテロティック超
弦理論の運動方程式を満たす解の中で、平行性条件
を満たすものの中で、超対称性をもつものを全て分
類し、その超対称性の数を調べた [21]。
山口は、IIB 型弦理論の AdS5 への超対称性を保
つコンパクト化における D ブレーンについて調べた
[42]。この弦理論の背景は、4 次元の超共形場理論に、
またその中の D ブレーンは場の理論の中の defect
にそれぞれ対応していると考えられている。この研
究では、D ブレーンが超共形対称性を保つための幾
何学的条件を D ブレーン上の場の理論の立場から求
めた。また同様の解析を M 理論の AdS4 へのコン
パクト化における M5 ブレーンについても行った。
進行波を含む D ブレーンは今まで知られていな
かった平坦な時空上の新しいソリトンであると同時
に、時間発展する開弦の背景場でもあるため非常に
興味深い。そこで高柳はハーバード大の高柳 (匡) 氏
とソウル大の疋田氏とともに進行波を含む D ブレー
ンを閉弦の立場で記述する境界状態を構成した [39]。
これは弦理論の共形対称性を壊さないローレンツ共
変な形で記述されているため、弦の散乱振幅の計算
等さらなる解析が可能である。特にこの境界状態を
用いて開弦の 1 ループ振幅が厳密に求められる事が
わかった。
弦理論には supertube と呼ばれる安定な円筒状の
D ブレーンが存在するが、これは曲がった D ブレー
ンなので弦理論的な記述は非常に非自明である。し
かしこれは T 双対性の下で進行波を含む D ブレーン
と等価であるため、境界状態による記述が可能だと
期待される。そこで高柳は supertube に対応する境
界状態を実際に構成し、その上の開弦のスペクトル
を調べた [40]。さらに supertube は Closed Timelike
Curve (CTC) を含む Type IIA Gödel 宇宙にも存在
し、それは CTC を調べるためのプローブとして有
用だが、Gödel 宇宙上の supertube に対しても同様
の方法で境界状態が構成できる。そこから開弦のス
ペクトルを読み取ると、CTC による開弦のタキオン
不安定性が弦理論的な補正で解消されていることが
わかった。
近年、タキオン凝縮の時間発展、及びそれに伴う
Ｄブレーンの崩壊/生成過程（“S-ブレーン”）に関す
る多くの研究がなされており、注目を浴びている。大
森は、開弦と閉弦が共存する理論においてＤブレー
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ンの崩壊現象がどのように記述されるかを考察し、
さらに簡単な場の理論的モデルにおいてＤブレーン
が閉弦に崩壊していく様子を表す解を具体的に構成
した [32]。
菅原は、S-ブレーン背景の bosonic 及び超対称開弦
の有限温度系における 1-ループ分配関数について詳細
な解析を行った [35]。主要な結果として、S-ブレーン
背景では、初期状態としてどんなに低温であっても、
十分時間が経過した後では、effective に Hagedorn
的な高温のふるまいを示し、指数関数的に増加する
massive な弦の励起による紫外発散を導くことを示
した。また、線形ディラトンによってこうした紫外
発散を取り除く可能性についても論じた。

1.2

高エネルギー現象論

素粒子論的宇宙論
超対称標準模型は標準模型を越える理論の最も有
力な模型であると考えられている。しかし、宇宙論
への適応を考えたとき、宇宙に大量に存在すると考
えられるグラヴィティーノの崩壊によって、元素合成
がうまく行かなくなるという問題がおこる。特に宇
宙のバリオン数の非対称性を説明しようとするとき、
この問題はより深刻なものになる。グラヴィティー
ノの問題から初期宇宙の温度が低いことが要求され
るが、低い温度の宇宙でのバリオン数生成は比較的
困難である。藤井、伊部、柳田はこの問題を避けるた
め、グラヴィティーノが安定な場合（即ち、グラヴィ
ティーノが最も軽い超対称粒子の場合）における熱
的レプトン生成を解析した。その場合にも、グラヴィ
ティーノの次に軽い超対称粒子の軽元素への影響か
らグラヴィティーノの次に軽い超対称粒子の種類に
強い制限があることを明らかにした。その結果、グ
ラヴィティーノの次に軽い超対称粒子としては、タ
ウ粒子、ニュートリノの超対称対でなければならず、
その際グルーオンの超対称対の質量が 1.8 GeV より
軽く、現在建設中の加速器 LHC で検証可能である
ことを示した [10]。
藤井、伊部、柳田は安定な真空を持ち、宇宙に不
要な粒子が残らないような gauge-mediation 模型を
考察した結果、宇宙のインフレーション後再び小さ
いインフレーションが起こる模型が可能であること
を示した。この２度目のインフレーションによって、
グラヴィティーノを暗黒物質として適当な量まで薄
めることができる。そのため、グラヴィティーノの量
の制限からくる宇宙の温度の上限がゆるめられ、熱
的レプトン生成が自然に働くことを示した [9]。
井沢は、超重力理論の枠組みでカイラル超場単一
で記述されるミニマルなインフレーション模型にお
いて、スペクトル指数を求め、模型中の高次項の効果
を明らかにすることによって、ＷＭＡＰなどのデー
タが有効作用についてもたらす情報を精度よく得る
処方を考察した [18]。
Affleck–Dine バリオン生成は超対称標準模型の中
に存在する flat direction におけるスカラー場の運動
を利用したバリオン生成機構である。このスカラー
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場は振動開始後まもなく Q-ボールと呼ばれる nontopological ソリトンになる。この Q-ボールは、非常
に低い温度で崩壊し、宇宙に大量の LSP を放出す
る。そのため、Q-ボールが存在した宇宙では、通常
（Q-ボールが存在しない場合）では暗黒物質を説明
するには量が少なすぎるヒグシーノやヴィーノ LSP
の場合に暗黒物質の量を自然に説明することが出来
る。藤井、伊部はそのようなヒグシーノやヴィーノ
LSP が暗黒物質であった場合の間接検出実験の可能
性について議論した。その結果、ヒグシーノやヴィー
ノ LSP が暗黒物質であった場合には、太陽中心から
のニュートリノ線や、銀河ハローからの陽電子線が、
通常の LSP 暗黒物質よりも大きく、近い将来の実
験で検出が可能であることを明らかにした [8]。藤
井は、博士論文において、超対称標準模型における
有力な物質-反物質非対称性の生成機構の一つである
Affleck–Dine バリオン生成について、これまでの研
究をまとめた [53]。
小山、立川は、渡利 (Berkley) と共同で、K3 × T 2
にコンパクト化したタイプ IIB ストリングにおける
D3D7 ハイブリッド・インフレーション模型を 4 次
元 N=2 超重力を用いて解析した。[27] 小山は、超
弦理論によるインフレーション模型について修士論
文でまとめた。[58]
桜井は正の宇宙項、曲率や非一様な宇宙像のポー
ル展開を報告した近年の WMAP をうけて、相対論
的宇宙論の近況を修士論文 [61] でレヴューした。さ
らに桜井は近年のミューオンの実験結果から予想さ
れる LFV (Lepton Flavour Violation)、ニュートリ
ノ物理学や超対称ヒッグス現象等に対するカミオカ
ンデや WMAP などからの制限をまとめ、標準模型
では説明されない現象の可能性を調べた。

超対称統一模型
超対称標準模型には、３つのゲージ相互作用が存在
するが、それらの３つの結合定数が MGUT ' 1016 GeV
程度の非常に高いエネルギー・スケールで良く一致す
ることが分かっている。このことは、超対称統一模
型の存在を示唆しているが、最もシンプルな SU (5)
ゲージ群を用いた模型には、次の問題が存在する。
結合定数の統一から、統一理論に存在するカラー電
荷を持ったヒッグスは MGUT 程度であるが、標準理
論のヒッグスは 100 GeV 程度であるという非常に
大きな階層性が存在する。また、カラー電荷をもつ
ヒッグスを介した相互作用による陽子崩壊は、現在
の観測よりも短めの陽子寿命を予言してしまう。伊
部、渡利はこれらの問題を解決した直積群を用いた
統一理論におけるゲージ粒子を介した陽子崩壊の解
析をした。その結果、他の統一模型に比べ短めの陽
子寿命が予言され、次世代の水層型検出器で検証可
能であることを示した [15]。
井沢、渡利、柳田は、高次元の超対称ＱＣＤを考
えて、色つきのフェルミオンが余次元方向に分離し
た、比較的ありふれた状況が実現されていると自然
に、ＰＱ対称性が帰結として現れ、結果的にＣＰ問
題の解決が内包された４次元のＱＣＤが得られるこ
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とを示した。また、その際、超対称性の為に、ＭＳ
ＳＭ粒子以外の色つき粒子の存在が一般に超対称性
の破れのスケールで予想されることを指摘した [19]。

1.3

[6] T. Eguchi and Y. Sugawara, “Modular Bootstrap
for Boundary N=2 Liouville Theory,” JHEP 0401,
025 (2004).

場の理論

量子異常と場の理論の諸問題
まず、藤川は鈴木 (茨城大) と共同して経路積分の
定式化を用いた２次元フェルミ粒子の場の理論のボ
ソンによる記述であるボソン化の研究を行った [11]。
通常のゲージ理論における除きうるアノマリーの判
定条件とボソン化における見かけ上のアノマリーの
判定条件は全然異なることを示し、過去における経
路積分を用いたボソン化法の基礎付けをおこなった。
この分析はアーベル的なボソン化および非アーベル
的なボソン化の両方に適用できるものである。
藤川は、P. Nieuwenhuizen 氏（ニューヨーク州立
大学）と共同して、２次元の超対称性に現れる中心拡
大に対する量子補正を経路積分の定式化で考察し、こ
の量子補正は変数変換のヤコビアンとして計算され
一種の量子異常と理解されることを明確にした [12]。
さらに、この量子異常の詳細を考察しその特殊性を
明らかにした [13]。
藤川は R. Shrock 氏（ニューヨーク州立大学）と
共同して、ニュートリノの電磁的な性質に関する一
般的な考察を行った。とくに、電荷半径がどうして
物理的な測定量になれないかの基本的なメカニズム
を明らかにした [14]。
湯川型の短距離力しか感じない粒子は、静止状態
で二乗可積分な固有関数を持たない。故にヒッグス
粒子の存在を仮定せずに標準模型での電弱統一を導
け、ニュートリノの小質量やカラー閉じ込めを説明
しえる [55]。西川はポアンカレ群に複素１次元の位
相が内在していることを示し、その２階微分を電磁
／重力場；これら遠距離力を感じる固有関数のうち、
距離に比例するべきを強い力、ヒッグス機構（文字
通り真空のエネルギー定数のずれ）で生じる湯川型
のべきを弱い力の源と解釈した。弱い力のＬ・Ｓ相
互作用からニュートン的ポテンシャルが生じる。
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