
� 素粒子論研究室��年度年次報告

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。

��� 超弦理論

����� ブレーン ダイナミクスとマトリックス理論

細道は、ブレーンと呼ばれる高次元膜の複雑な束縛状態について超重力理論の立場から解析を行
い、すれ違う �種類の異なるブレーンが新たなブレーンをつくるいわゆる ����� ������	�について
の解釈を与えた 
��。浜中は修士論文において以下のレヴューを行った。前半では、�������構成
法における双対性を題材に、その背景や利点について、����次元�時空上の場の理論の立場、および
�������上に誘起された場の理論の立場から考察した。後半では、双対性の立証に重要な役割を果
たすモジュライ空間の計量の導出法 ������������� ��	������ �!��"��変換など�について、シンプレ
クティック幾何学の基礎からまとめた 
�#。高柳は、	���$	�"における�������を共形場理論的手法
を用いて解析することによって、� %空間において二つの�������の交差によって &����! ������	�

が起こることを示し、またこの結果が四次元 �'� ゲージ理論のベータ関数とホログラフィーの関
係で結ばれていることを確かめた 
��。近年、曲がった時空の上での �������の理論が活発になさ
れている。しかし、実際知られているのは �	&�� &����の上や超重力理論の場との線形の結合などの
みである。一方、超時空形式では抽象的であるが、厳密に超対称的な�������の作用が知られてい
る。そこで、澁佐は &����(�(�����の超重力理論の場との線形の結合を知るために１１次元超時空
の構造を調べ、特に)*��!� �	(�����	�)の方法を使い、知られていなかった、反交換座標の２次の
成分のいくつかを求めた 
+�� 
,。上杉は修士論文においてＭ理論の基本的物体とされる(�(�����

の理論およびＭ理論を構成的に定義する�����- (	"��の近年の進展について ��.��/した 
�0。

����� 非���状態とタキオン凝縮

弦理論の研究の新しい方向性として、幾つかの弦理論に含まれるタキオン場を、場の理論におけ
るヒッグス粒子のように扱い、弦理論の正しい真空の決定に使えるのではないかという希望が出て
いる。松尾はこのアイディアを �	&	���弦に適用し、その理論が �1次元で持っていた �������とい
う対称性がタキオンの凝縮により +#次元で ���+#�に落ちるのではないかという予測を提案した。

++またこのアイディアをより具体化に記述するひとつの方法として時空をある固定した半径にコン
パクト化しタキオンを質量ゼロの粒子にし、共形場理論の変形理論をもちいてタキオン凝縮を記述
する方法を研究し、タキオン凝縮が 2���$	�"模型との双対性と関連することを指摘した 
��。高柳
は、修士論文において超弦理論における非345状態に関する最近の発展について6�.��/した 
�1。
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����� 非可換幾何

�������上の有効理論は、その上に一定の電磁場が存在する時には、非可換幾何上のゲージ理論
で記述されることが知られているが、実は、この物理系は、背景場として電磁場を持たせた可換な
空間上の理論と等価であることが予想されている。寺嶋 �靖）は、超弦理論中の�������上の有効理
論に対して、この等価性を微分の二次の項まで残す近似で示し、また、この等価性で許される、最
も一般的な形をした微分項を同じ程度の近似で構成した 
��。さらに寺嶋 �靖）は、大阪大学の大
川祐司氏と共に、場の再定義の具体的な形等を仮定しないで、この等価性により、どこまで作用が
縛られるかを議論し、ボソン的弦理論中の�������に対しては、仮定されていた場の再定義に修正
が必要なことを示した 
�7。また、寺嶋 �靖）は、この等価性から、��+� ������3	���8�$��"作用に
背景として電磁場を持たせた作用には、ゲージ群が ��+�であるにも関わらず、インスタントン解が
あるだろう事が示唆されるが、具体的にインスタントン解を構成し、それが、ある種の345 �	��"

を飽和することを示した 
�1。そこで、寺島 �靖�は、超空間と超場を使った枠組みを非可換幾何上
の場の理論に適用することを考え、実際に超場を使って非可換幾何上の超対称な場の理論を構成す
ることに成功した 
�0。川野と高橋は、弦理論の反対称テンソル場である�場が背景場になってい
るような空間上のウィッテンの開弦の場の理論を与えた。また、この低エネルギー理論が非可換空
間上のゲージ理論になることを確かめた。さらに、この理論のプレ幾何学的なヴァージョンがこの
背景場に依存しないことを示した 
�#。

����� 弦の場の理論

現在考えられている開いた弦の場の理論においてはソリトン（Ｄブレイン）が存在する場合に取
り扱いが難しくなることが知られている。また超対称性を持つような拡張も困難であることが知ら
れている。松尾は藤と共同で行列模型による弦の記述を開いた弦の場合に拡張し、その分配関数が
離散化された ��!���	��ゲージで予測される分配関数の表式に一致することを確認した。この方法で
は弦の相互作用 .����-と �������の記述を平行して行うことが可能である。

����� ���	
��対応

菅原は、�������上の &����!��.���の "��� � ' �#� �� ��	
を、���� ��� �� ' 
 �� ���

上の� ' ��� �� �	�������� � (	"��の ���.�� ��	9����	�として定義し、345 &����のスペクトラム
の詳細な解析を行った。そして &����!��.���のスペクトラムと �	�&�&����な結果を得ることに成功
した 
�。細道、菅原は、�����- &����! ���	��の観点から、���� 上の(�����&����! &�&��(を解析
し、とりわけ &�	�� &����! &���	�と �	�! &����! &���	�の統一的取り扱いと、その問題に対して世界
面上の �������� :�-が果たす役割について論じた 
+#。菅原は、世界面上� ' �の 5;5<を持つよ
うな一般的な ���� ����!�	��"上で定義された &����&����! ���	��の �	�	�	!���� �/�&���!につい
て、�	�	!������ "������の観点から研究し、特に �	��"���に作用する &�������(�の位相的共形代
数を完全に構成した 
��。川野と奥山は、アンチ�ド ジッター空間上の湯川理論におけるフェルミオ
ン場を含んだ４点相関関数を求めた。マルダセナ予想である���=>?@対応から、この関数が強結
合領域での共形場理論のフェルミオンを含んだ４点関数に対応することを利用して、そのオペレー
タ積展開からこの共形場理論のスペクトラムを求めた 　
+�。細道は、�次元反ドジッター空間上の
重力理論および弦理論の解析を行い、���"�����の �"5=>?@対応の予言について調べた成果を学
位論文にまとめた 
�,。疋田は、修士論文において ������	
� 対応を古典論的、弦理論的両方の

�



立場から ��.��/した 
�+。

���� カラビ �ヤウ多様体上のコンパクト化

今年度�江口は秦泉寺 �東大数理�と共に、><= *対応を調べ、対象空間がカラビ �ヤウ多様体以
外の一般の複素多様体である場合にも、これがスピン多様体であれば ><= *対応に相当する関係
が成り立つことを示した。特に、オイラー数、シグネチャー、楕円ジーナスなどの位相不変量が、双
方の理論で計算したとき完全に一致する 
��。江口と菅原は、孤立した特異点を持つカラビ �ヤウ多
様体上を伝搬する弦理論の振幅に関して�モジュラー不変な分配関数を組織的に構成した。これらの
分配関数はカラビ �ヤウ多様体が � �� � �型の特異点を持つのに対応して、��� � �型の分
類を持つ 
�1。*�����モデルは超弦理論の �次元へのコンパクト化を記述しており、その分配関数
は �����分類されている。��型の*�����モデルに対する �	��"��� &����は知られていたが、那
珂と野崎は�����に拡張した �	��"��� &����を構成した。また、�	��"��� &����が持つ��ブレイ
ンの 66�チャージを決定した 
�+。

��� 量子重力

寺嶋 �容�は、ブラックホールのエントロピーを地平線の内側と外側の状態のエンタングルメント
に付随するエントロピーで理解することを試みた。エンタングルメントとは、古くは %46パラドッ
クスから最近の量子計算機、量子暗号、量子テレポーテーションなどにも用いられるものであり、�
つの系の量子的な相関をあらわすものである。その結果、地平線が量子効果によって4�����長さの
オーダーで揺らいでいると仮定すれば、それによって生じる有効的なエンタングルメントのエント
ロピーで説明できることを示した 
��。橋本は、ホーキング・テュロック・インスタントンやヴィ
レンキン・インスタントンに見られる、ホーキング・テュロック特異性をカルーツァ・クライン的
に調べ、特異性を �次元時空の AボルトBと見なせることができ、それにより作用への寄与を計算で
きることを示した。現在研究が進行中である。

��� 高エネルギー現象論

����� 超対称素粒子論

単純な超対称標準模型は、実験的には小さな割合でしか起こらない過程であるＦＣＮＣ �?��.	��

>���!��! ������� >�������が非常に大きな割合で起こると予言してしまう。井澤、野村 �泰�、柳
田は超対称性を破る場と標準模型の場が高次元で異なる �３＋１�次元部分空間に局在化しているた
めに、上記の問題が回避される模型を構築した 
+,。この模型ではμ項と呼ばれるヒッグス粒子の
超対称質量が、現象論的に望ましい値をとることが示される。黒澤、野村 �泰�はＫＥＫの久野と共
同で、ＦＣＮＣの問題が１、２世代の超対称粒子の質量が大きいために解決される可能性について
調べた 
�#。そこでは、従来の模型に存在する強い相互作用が破れる困難を解決する機構が提案さ
れ、実際にその機構を用いればＦＣＮＣの問題が解決されることが示された。
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����� 超対称大統一理論

超対称大統一理論は、標準模型をこえる理論として最も有望な候補であると考えられている。井
澤、黒澤、野村 �泰�、柳田は大統一のスケールが超弦理論に存在するアノーマラスなＵ �１�ゲージ
対称性の破れのスケールにより自然に説明される模型を構築した 
�。また、黒澤、野村 �泰�、鈴木
は一般に大統一理論に存在する問題である、三重項と二重項のヒッグス質量の問題を解決するＳＯ
�１０�×ＳＯ �６�模型を調べ、この模型がゲージーノの質量を観測することにより低エネルギーで
検証され得ることを示した 
+7。

����� 素粒子論的宇宙論

井沢、柳田は、動的なインフレーションのもとで、ディラトンなどのモジュライが存在する状況
において有効となる真空の選択機構を提案した 
7。近年の宇宙論的観測は、非常に小さいが０では
ない宇宙定数が存在することを示唆している。野村、渡利、柳田は、自発的に破れたゲージ場のイ
ンスタントン効果が生成するアクシオン場のポテンシャルエネルギーが、大きさとして自然にこの
小さな宇宙定数を与える可能性のあることを示した 
�0。鈴木は、修士論文において超対称性の破
れのゲージ伝達モデルについて ��.��/し、特にこのモデルに存在する安定な !��.����	に伴う宇宙
論的問題を研究した 
��。浅賀、柳田は、川崎 �宇宙線研�とともに、熱的インフレーションのもと
では質量 +#��C+#�� *�D を持つ非常に重い粒子が宇宙の暗黒物質になりうる事を指摘した 
0。更
に、浅賀は、川崎 �宇宙線研�とともに超弦理論の予言するディラトン、モジュライ粒子の引き起こ
す宇宙論的困難が熱的インフレーションによって解決されることを示した 
+�。浅賀は、川崎 �宇宙
線研�、山口 �佐藤研�との共同研究で新しいインフレーション模型の持つ初期値問題が超重力理論の
枠内では自然に解決されることを示した 
+1。浅賀、浜口、柳田は、川崎 �宇宙線研�とともに、重
い右巻ニュートリノの崩壊によるレプトン数生成を媒介したバリオン数生成機構について考察した。
その結果、宇宙のバリオン数を説明するために必要な重い右巻ニュートリノがインフレーションを
引き起こすスカラー粒子の崩壊により生成されることを示した 
+0� �#。

����� レプトンフレーバー物理

野村 �大�は 昨年度までの研究で、最近の太陽、大気ニュートリノ振動の実験結果を考慮に入れた
上で、�� �� や � � �� などのレプトンフレーバー数を破る稀過程に関して詳細に調べてきたが、
今年度もいくつかの研究会 
0�� 7, でこれらの成果を発表した。また、これらの結果を拡張して、
E >などの将来の電子陽電子型加速器実験でレプトンフレーバー数を破る過程がどの程度まで観測
可能か議論した 
7,� ,�。スーパーカミオカンデ実験においてえられた２世代ー３世代ニュートリ
ノ間の大混合と言う知見は、デモクラティック質量行列という現象論的アイディアによって理解す
ることができる。渡利と柳田は、谷本 �愛媛大�と共同して、このデモクラティック質量行列が、あ
るフレーバー対称性とその破れの結果として現れうることを示した 
1。佐藤丈は、長基線振動実験
において地球の物質密度の揺らぎに伴う確率振幅の不定性を小池氏 �東大宇宙線研�とともに議論し
た。これにより、そのような不定性も影響のある部分は充分解析的に扱えることを示した。
+
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��� 場の理論

����� 超対称ゲージ理論

�次元における � ' � 超対称ゲージ理論の >	��	(� 相の構造は、5�����!�F����� 幾何と呼ばれ
るある種の複素多様体によって支配されていることが知られている。羽柴と寺嶋は、ゲージ群として
�� または �� を持ち、基本表現に属する物質場を伴う、� ' �超対称ゲージ理論の 5�����!�F�����

幾何を求めた 
��。羽柴はさらに上記の結果を、 5�����!�F����� 幾何についてのレビューも含め、
博士論文 
�7にまとめた。渡利は、超対称ゲージ理論におけるインスタントン効果について修士論
文においてまとめた 
�7。

����� 格子ゲージ理論

藤川は、最近の格子ゲージ理論における発展で基本的な役割を果たしている、2.����� ����� 演
算子の物理的な意味と構成を明らかにした 
�
�。山田と石橋は、菊川 �名大�、野口 �京大�ととも
に、格子上においてカイラル対称性をもっていると考えられているオーバーラップディラックオペ
レーターを持つ格子G>�の理論で、クォーク自己エネルギー、真空偏極の１ループ計算を行い、こ
の理論のカイラルな性質や繰り込み可能性を確かめた 
�7。石橋は、修士論文において、最近の格
子上でのカイラル対称性の研究の進展について ��.��/した 
��。

����� その他

藤川と寺嶋は、ゲージ理論の量子化でこれまでに知られていたものとは異なる経路積分の定式化
（H/��I�!��とか E	��� �&���	によるもの）と通常の ?�""��.�4	�	.の定式化の同等性を示し、そ
の応用を簡単に議論した 
�,。井沢は、非線形なリー代数に基づく非線形ゲージ理論とゲージ理論
などの変形理論との関連を明らかにし、高次元への拡張を行なった 
��。佐藤丈は、有限温度下の
場の理論に於いて、有効ポテンシャルを計算する我々が提案した新しい方法 �擬質量の方法�を用い
て、2���スカラー理論に於ける有効ポテンシャルを小暮氏 �東大宇宙線研�とともに計算した。こ
れにより 2���対称性の有るスカラー理論の臨界指数を定量的にしてみせた。
+�
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�修士論文�

�62� 浜中 真志�「�05���力学の幾何学的側面と超弦理論の双対性」
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�6�� 疋田 泰章�「ブラックホールエントロピーと +��GI�? 対応 」

�6-� 小西 由紀子：「インスタントン・モジュライ空間と超対称性」

�61� 石橋 真人：「格子上でのカイラル対称性」

�6,� 徐 福実：「超対称性理論におけるＲ対称性とそのゲージ化について」

�66� 鈴木 功至郎�「超対称性の破れのゲージ伝達モデルとその現象論」

�67� 高柳 匡� 「超弦理論における非 !)�状態」

�6/� 上杉 忠興：「超膜理論と行列模型」

�68� 渡利 泰山：「超対称ゲージ理論におけるインスタントン効果」
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＜学術講演＞

�国際会議�
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�国内会議�

一般講演

�//� 野村 泰紀� ����	��	� �� ��%����&&���� !���
	 �� �*� ������� ����� ������'(「素粒子物理学の
新展開」( 京都大学基礎物理学研究所( �... 年 / 月

�/8� <� ������� �?��*�� �������	� �� 5���	� ���	 �*����'( <@?)( ����� C	;���	��( ���� �...�

�/.� 菅原祐二：「?�%��� 	��� ���	 � ���� � ��」基研９９年度前期研究会「場の量子論と弦理論の新し
い展開」７月２７日（火）L ７月３０日（金）

�82� 寺嶋 靖治�「� 9 - ��%�������&�� �	��� ?*���� 4	�* +��  ��5�� ��&&���� � � �105��� %��5�」(
場の量子論と弦理論の新しい展開( 京都大学基礎物理学研究所( �... 年 / 月

�8�� 細道 和夫� �>�;	�4 � +��������� �@�'( ��&&�� @��	���� K..( 山梨県富士吉田市( �... 年 8 月�

�8-� 菅原祐二：「?�%��� 	��� ���	 � ���� ��」日本物理学会１９９９年度分科会 ９月２３日0２６日

�81� 浜口幸一：�インフラトンの崩壊によるレプトン数生成'( 日本物理学会( 島根大学( �... 年 . 月�

�8,� 羽柴 次郎� �B��&���� �� � 9 - ��%����&&���	� B�� � ?*���	��'( 日本物理学会( 島根大学( �...
年 . 月�

�86� 細道 和夫� �����	0���	 � � +��1 $ �1 ���& ����	$ ���	 ?*����'( 日本物理学会(島根大( �... 年 .
月�

�87� 黒澤 毅一� �>����	� � B�� 	� ������ 	 � ��%����&&���	� �#��2���� � �#�7�� C	D�� �����'(
日本物理学会( 島根大学( �... 年 . 月

�8/� 野村 泰紀� ������%�	 �����	� �� �*� ��%����&&���	� ���;�� )��5��& 4	�*��� I���� @���5	�	��'(
日本物理学会( 島根大学( �... 年 . 月

�88� 寺嶋 靖治� 「�1ブレイン上の +��型大域的対称性を持つ"9-超共形場の理論」( 日本物理学会( 島根
大学( �... 年 . 月

�8.� 野村大輔� �)��5	 ��%�� F�;�� ;	����	� �� ������ �$%��	&���'( 京都大学基礎物理学研究所 研究会
「ニュートリノ振動をめぐる理論的諸問題」、-222年 -月 -8日01月 �日�

�.2� 寺嶋 靖治� 「C���インスタントンと非可換ゲージ理論」( 日本物理学会( 近畿大学( -222 年 1 月

�.�� 黒澤 毅一� ������%�	 �����	� �� �*� ��%����&&���	� ���;�� )��5��& �� ?4%0���% �		�� I�����0
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