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“Double”で考える重力と幾何学

北里大学大学院　博士課程 2年　森　遥

概要

素粒子の間にはたらく力を統一して記述する理論の有力な候補として，超弦理論

が存在する．超弦理論は 5 種類あり，それらは双対性によって結びついている．本

発表では，特に T双対性に着目して構築された新しい重力理論と，その背景にある

数学について述べる．

1 序論

現代物理学の目標は，物質やそれらにはたらく力が従う法則を，可能な限り簡潔に説明

することである．観測が実現している範囲において，物質を構成する基本要素として素粒

子の存在が知られている．素粒子の間にはたらく力（基本相互作用）は，電磁気力，弱い

力，強い力，重力の 4種類ある．このうち，重力以外の 3種類は，標準模型によってうま

く記述されており，実験観測による検証も進んでいる．更に，重力も含めた全ての力を統

一して記述する理論の有力な候補として，超弦理論が存在する．超弦理論では，物質を構

成する基本要素として，粒子のかわりに長さを持ったひも（弦）を導入する．超弦理論は，

非常にエネルギーが高い（1019 GeV ）領域の理論である．世界最大の粒子加速器である

LHC で人為的に再現可能なエネルギー領域が 105 GeV であることと比較しても，かな

り極端な世界を扱っていることがわかる．このような高エネルギーな世界は，例えば誕生

直後の宇宙や，ブラックホールの内部などに現れ，一見すると現実離れしているように感

じるかもしれないが，一方で私たちが暮らす世界の成り立ちを知る上で大きな鍵を握って

いる．

2 本論

現時点で，あくまで超弦理論は統一理論の候補であり，その正当性は注意深く議論する

必要がある．理論的な面からこの理論を検証する方策としては，次の二通りが考えられる

だろう．

(i) 超弦理論と，エネルギーが低い世界を支配する理論との関係を調べる

(ii) 超弦理論が，（少なくとも）数学としては破綻がないことを確かめる

まず，(i) についてコメントしておく．(i) で気にしているのは，超弦理論から出発して，
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エネルギースケールを下げていったときに，私たちが暮らす現在の宇宙の模型が作れる

か，ということである．エネルギーが低い世界を支配する理論（低エネルギー有効理論）

が，超弦理論に由来するために満たしていないといけない必要条件が複数あることがわ

かってきており，これらを総称して沼地（swampland）予想という．超弦理論から現実的

な模型が導かれるのかどうか，盛んに議論が続いている [1, 2]．

今回の発表の主題は (ii) である．超弦理論は 5 種類あることが知られており，それら

の関係性は双対性（duality）という概念によって結びついている．双対性にはいくつか

種類があるが，今回注目するのは，弦の長さに由来をもつ T双対性である．T双対性を，

理論自体の対称性（symmetry）として組み込んだ新しい重力理論として，Double Field

Theory (DFT)が提案された [3]．DFTの特徴は，弦の運動量に由来する座標 eq x と，

弦の張力に由来する座標 eq tilde x を等価に扱うことで，2倍の次元を持った空間におけ

る重力を考える点である．重力理論は幾何学と表裏一体である．例えば，古典的な重力理

論である一般相対性理論は，曲がった空間を扱うリーマン幾何学を用いて定式化された．

同様に考えれば，DFT も何らかの幾何学的な描像を持っているはずである．DFT と対

応する幾何学として考えられているのが倍化幾何学（doubled geometry）である [4]．倍

化幾何学自体がまだまだ発展途上であり，色々な数学的構造との関連が徐々にわかってき

た．例えば，DFTは C括弧

　 [Ξ1,Ξ2]C = 　 [X1, X2]L + Lξ1X2 − Lξ2X1 −
1

2
d̃ (ιX2

ξ1 − ιX1
ξ2)　

　+ [ξ1, ξ2]L̃ + LX1ξ2 − LX2ξ1 −
1

2
d(ιξ2X1 − ιξ1X2) (1)

によって規定されるゲージ対称性を持つ．C括弧の構造は非常に複雑で，ヤコビ（Jacobi）

恒等式を満たさないという性質があり，リー（Lie）代数を定義しない．その代わりに，

Vaisman 亜代数（algebroid）という構造を持つことが知られている [5]．亜代数は，元の

代数の交換子積に着目し，更に底空間（時空多様体）の情報を付け加える形で一般化した

構造である．

一方で，これまでの話とは全く異なる文脈において，数学にも “double”の概念が存在

する．リー代数に対して行うことができる操作として， Drinfel’d double と呼ばれるも

のがある．これは，端的に言えば「ふたつのリー代数に対して直和をとると，再びリー代

数の構造が現れる」ことを指している．亜代数構造も Drinfel’ d doubleをとることがで

きる場合があり [6]，倍化幾何学に現れる Vaisman 亜代数も，内部に直和の構造をもつこ

とが筆者らの研究によって明らかとなった [7]．このことから，弦の特徴を反映して空間

の自由度が倍の理論を考える，という物理に由来する “double”と，Drinfel’d doubleと

いう代数に対する操作よる，数学に由来する “double”という，一見無関係に思えるふた

つの概念が，実は根底で結びついていることがわかる．
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3 結論

倍化幾何学という，弦の特徴を反映した新しい幾何学を考えたことで，これまで見えて

いなかった数学と物理の関係を新たに見つけることができた．倍化幾何学自体が発展途

上であり，最近の進展としては，Vaisman 亜代数に類似する構造が他にもいくつか存在

しており，それらもまた直和の構造をもつことがわかった [8] ほか，Born 幾何学 [9] や

pre-Rackoid構造 [10]との関連が指摘されている．
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