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伊藤研究室では超弦理論等の素粒子物理学の最先端分野を扱っている。本稿では、素粒子物理学の諸理
論を説明したのち、伊藤研究室で扱われている最先端の研究について触れる。完成するのは100年後とも
言われる研究分野の一端をお見せしよう。また、壮大な研究に挑む先生が描く理想の物理学者像について
も紹介する。

素粒子物理学の現在
物理学者の夢、それは究極の理論をつくりあげ
ることである。彼らが目指す究極の理論とは、あ

は困難を極める。実際、4つの力の統一を成し遂
げた理論はいまだ存在していない（図１）
。それで
は、統一にむけた試みはどこまで進んでいるのだ
ろうか。

らゆる素粒子や力の起源を説明できる、シンプル

電磁気力と弱い力についてはすでに統一されて

で美しい理論のことである。この夢の実現に対し

おり、これは電弱統一理論と呼ばれる。また、強

て、目下のところ非常に大きな障害となっている

い力に関しては量子色力学と呼ばれる理論で説明

のが力の統一だ。

されている。電弱統一理論と量子色力学を合わせ

自然界にある力には、重力・電磁気力・強い力
・弱い力の4種類がある。重力と電磁気力は我々に

電磁気力

弱い力

強い力

重力

身近な、りんごが木から落ちる、磁石にものがくっ
つくなどの現象を引き起こす力である。一方、強
い力と弱い力とは聞き慣れないかもしれないが、

電弱統一理論

それぞれ中性子と陽子を結びつける力、ベータ崩
壊を引き起こす力である。
究極の理論を完成させるためには、この4つの
力を1つの起原から説明できなければならない。

究極の理論

これが力の統一である。しかし、このような見か
けが全く異なる力を1つにまとめる、という試み
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図１

力の統一への道
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たものは素粒子の標準模型と呼ばれる理論で、現
在の素粒子論において基本的な考え方とされてい
る。これはこの理論がこれまでに行われてきた実

標準模型とその問題点
標準模型とはゲージ理論の一種であり、このゲー

験結果のほぼすべてを矛盾なく説明できているこ

ジ理論は

とによる。

いる。

場

という概念に基づいて記述されて

現実をことごとく説明できていることを考えれ

場という概念は現代物理学における基本的な枠

ば、標準模型が究極の理論でもよいのではないか

組みで、空間そのものに力を伝える性質がある、

という気がしてしまうがそうはいかない。この理

と捉える考え方である。ここでは、私たちにとっ

論は私たちにとって最も身近な力である重力を含

て身近な場である電場を例にとってみる。

んでいないのである。また、くわしくは後述する

空間に電荷 a と電荷 b があるとしよう。簡単のた

が標準模型はほかにも問題を抱えていることがわ

め、2次元の空間を考える。符号が同じだとする

かっている。

と、ふたつの電荷は斥力を及ぼしあう。このとき、

標準模型を超える理論、あるいは標準模型とは

古典的な解釈では b が a から力を受けたと考える。

異なる新しい統一の枠組みをつくる試みは世界中

一方、現代的な解釈では場の理論を用いて、b は a

で行われている。そのなかでも最も有力な理論と

がつくる電場から力を受けたと考える（図２）
。つ

考えられているのが超弦理論である。伊藤研究室

まり、電荷の存在によって空間の各点に対して電

では現在、超弦理論完成に向けた試みの一環とし

場というベクトルが生じ、これによって電荷が力

て、超弦理論を用いて超対称ゲージ理論を解析す

を受ける、と解釈するのである。このように、場

ること、具体的には超対称ゲージ理論におけるさ

から力を受けるという視点で力を捉えた理論が場

まざまな物理量を厳密に求めることを目標とした

の理論である。

研究を行なっている。超対称ゲージ理論の解析が

この場の概念をもとにして、ゲージ場という場

進めば、今度は逆に超弦理論の未知の領域の解明

を考えたものがゲージ理論だ。ゲージ理論での対

が期待できる。

象は素粒子全般であり、これらの相互作用がゲー

では、超弦理論や超対称ゲージ理論とはいった

ジ場を介して起こるとするものである。

いどのような理論なのか。また、このような新し

そしてこのゲージ理論のなかで、今までに見つ

い理論はどのような経緯で要請されるようになっ

かったすべての素粒子間の相互作用を説明しよう

たのか。具体的な研究内容に踏み込む前にそれら

と試みた理論が素粒子の標準模型である。

を明らかにしたい。そこでまずは標準模型につい

前述のとおり、この標準模型はこれまでの素粒
子の実験結果をほぼ矛盾なく説明できている。で

て説明する。

は、どのような点が問題なのか詳細にみてみるこ
古典的解釈
a による力

現代的解釈
場による力

とにしよう。
まず、最も大きな問題点として挙げられるのが
重力を含めることができなかった点である。これ
は、重力を量子化する、つまり重力の理論である
一般相対性理論に量子力学を適用できていないこ
とによる。素粒子レベルのスケールに働く力を計
算すると、無限大が生じてしまう。この無限大は
物理的には意味を成さないものであるため、なん
とか解消する必要がある。重力以外の３つの力は

図２

場の概念

古典的な解釈では力を物体間の相互作用とみるが、場の理論にお
いては物体が作り出す場から力を受けるとみる。
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くりこみと呼ばれる数学的手法によってこの困難
を解決しているのだが、重力の場合はそれが通用
しない状態にある。統一理論という観点からは、
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重力が含まれていないことは大きな問題であろう。
また、もうひとつ大きな問題点として任意定数
が多すぎるということも挙げられる。任意定数と
は計算上発生する、任意に値を取れる定数のこと

開弦

閉弦

であり、これは実験によって定めるしかない。つ
まり、理論から予言することができないというこ
とだ。理論の美しさが損なわれてしまっているの

=

素粒子 a

=

素粒子ｂ

である。
そして、これはある意味素朴なものかもしれな
いが、そもそも 素 粒子が十数種類もあるのか、
という疑問である。標準模型は物質のもととなる

図４

フェルミオンと力を伝えるボソンに大別される計

開弦と閉弦、およびその振動状態の違いで素粒子を表現する。

16種類の素粒子で記述されているが、物質の最小
単位がこれほどあるというのはたしかに違和感を
覚える（図３）。
標準模型は暫定的に素粒子論の基本的な位置に
あるが、重力の欠如、任意定数の多さ、あまりに
も多い素粒子の種類といった問題点を抱えている。
これらの問題を一挙に解決する可能性があるの
が超弦理論である。物理学者たちを魅了するこの
理論の魅力にせまる。

超弦理論

超対称性とはボソンとフェルミオンを交換する
対称性を理論に仮定したものである。これは例え
ばボソンに注目すると、それに対応するフェルミ
オンの存在を仮定するということである。フェル
ミオンに関しても同様にしてボソンを仮定するこ
とができる。
この2つの発想によって、標準模型で生じる問
題点は解決しうる。
まず、重力の量子化に際する無限大の問題は素
粒子が

超弦理論
超弦理論とはなにか。それは、弦理論に超対称
性を組み込んだ理論である。超弦理論の
超対称性の

幅

をもっていることによって解消され

る。これを粒子同士の衝突を例にとって考えてみ

超

は

超 を表している。

弦理論とは、それまで大きさのない点状のもの
だと考えられていた素粒子像を、1次元的な広が
りをもつひものようなものと考える理論である。
以下、このひものようなものを弦と呼ぶ。

よう。素粒子が点であると考えると衝突の際に粒
子間の距離が0になる。重力は１/r 2に比例するた
め、このとき重力の値が無限大に発散してしまう。
しかし、素粒子が点ではなく弦だとすると衝突を
しても粒子間の距離が弦の幅以下にはならない。
すなわち、無限大が発生しないのである（図４）
。
また、この理論には開いた弦と、開いた弦の端
がくっついた形の閉じた弦が登場し、このうち閉
弦は重力を伝えるボソン、つまり重力子を表して

標準模型に

いる。重力子は電磁気理論における光子のような

登場する素粒子

もので、光子が電磁波を伝えるのに対し重力子は
重力を伝える。理論のなかに自然と重力を含んで

フェルミオン

ボソン

（物質のもととなる）

（力を伝える）

いるのである。
任意定数の多さも解決している。これは超弦理
論が数学的な制約を強く受けていることによるも

クオーク

図３
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電子

etc

グルーオン

光子

etc

のである。実際、超弦理論は数学的な制約により

10次元時空、すなわち空間９次元＋時間１次元で
しか成り立たない。一般に物理の理論がどんな次

標準模型における分類
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元でも成り立つことを考えれば、非常に強い限定
ⅡA 型

を受けていることがわかる。このような強い数学
的なしばりのために超弦理論は非常に少ない任意
定数で理論が記述されている。
加えて、超弦理論では標準模型に登場するよう
素

な

粒子を弦の振動状態の違いで分類してい

Ⅰ型

ⅡB 型

M 理論

る（図５）
。あくまでもとになっているのは素粒子
の違いに関わらずある長さの弦であり、異なる素
粒子に見えるのは弦の振動状態の違いであるとい
う解釈をしている。このようにして、素粒子の個
数が不自然に多いという問題も解決される。
現在、有用性が認められている超弦理論は5種

ヘテロ SO（32）

ヘテロ E8×E8

類存在している。5種類と聞いて、そんなにある

図６

のかと思う読者がいるかもしれないが、実は非常

５種類の超弦理論は図のように双対性で結びつき、それぞれが等
価であることが知られている。また、それら５種類の超弦理論を
統一する M 理論というものが近年注目されている。

に少ない。これも数学的な制約によるものである。

５種類の超弦理論の関係性と M 理論

そして最近ではこの5つの理論の母体である理
論、M 理論が発見されている。実はこの5種類の

が等価になるということを指している。結合定数

理論は M 理論の見方を変えただけのものであり、

とは相互作用の強さを表す定数で、電磁場の理論

この5種類が本質的には同じものにすぎないとい

で言えば電荷 e にあたる。電磁場では e →1/ e とい

うことがわかってきた（図６）
。この、見方を変え

う変換が電場 E →磁場 B に対応している。

→

→

ただけで本質的に同じであるという性質を「双対

伊藤研究室ではこの双対性のなかでも AdS/CFT

性」と呼ぶ。この双対性は超弦理論を特徴づける

対応という双対性を用いて研究をしている。これ

キーワードであり、非常に重要な概念である。

はゲージ理論と超弦理論を対応づける関係であ

この双対性というキーワードのもと、いよいよ

り、伊藤研究室においては超対称ゲージ理論の一

伊藤研究室の研究テーマである超弦理論で超対称

種である N ＝ 4超対称ヤンミルズ理論の解析に使

ゲージ理論を解析するというトピックについて迫っ

われている。
それでは双対性を用いる対象である超対称ゲー

てみよう。

ジ理論について詳しく見てみよう。超対称ゲージ
理論はゲージ理論に超対称性を付加したもので、

双対性で理論の本質に迫る

N ＝４超対称ヤンミルズ理論は、ボソンひとつに

まずは双対性について詳しく見てみよう。理論

対して4つのフェルミオンの存在を仮定する。フェ

と理論の間に双対性があるというのは、主に結合

ルミオンを4つ仮定するような対称性は超対称性

定数を逆数にするという変換を施すと2つの理論

のなかでも最も高い対称性をもっており、N ＝４
超対称ヤンミルズ理論はそれによっていくつかの

距離→0

∞発生

距離→有限

∞発生しない

優れた点をもっている。そのうちのひとつには無
限大の解消が挙げられる。これは、ボソンに関す
る計算を行なっているときに発生した無限大が、
仮定した4つのフェルミオンによって相殺される
ことによる。また、双対性を検証する枠組みとし

点粒子の衝突
図５

ひも粒子の衝突

重力の無限大

ひも粒子同士の衝突では距離が有限の値で存在するので、衝突に
際して無限大が発生しない。
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ても機能しており、現在までいくつもの双対性が
検証されている。ほかにも、質量の量子補正にお
ける不自然さの解消やダークマターの正体の解明
など、標準模型のかかえる問題点を解決するよう
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な興味深い性質をもっているがここでは長くなる
ので割愛する。

研究室の様子

さて、N ＝４超対称ヤンミルズ理論の解析に

以上で見てきたような最先端の理論物理を扱う

AdS/CFT 対応はどのように活用されているのだろ

伊藤研究室はどのようにして研究を進めているの

うか。これは超対称ゲージ理論における強結合領

だろうか。基本的な方針として、伊藤研究室では

域の解析の際に現れる。強結合とはすなわち結合

個人ベースでそれぞれの学生が自由にやりたいこ

定数が大きいということであり、一般に結合定数

とをやるという形をとっている。伊藤先生自身も

が大きい理論は解析が難しい。無限級数の例を

学生時代には自分の興味がある分野の勉強に打ち

とって考えてみよう。無限級数の計算は物理にお

込んでいたという。また、そういった自由に研究

いてよく登場するが、代表的な例として粒子の散

ができるという環境において、なによりも大切な

乱振幅の計算が挙げられる。散乱振幅とは結合定

のが

数で特徴づけられる物理量であり、粒子と粒子が

べている。周りの研究者でも成功しているのは、

衝突して飛び散る際の強さを表す量である。仮に

やはり物理が好きであるという気持ちを忘れない

結合定数を g とすると、以下のような無限級数が

で研究している人だという。

登場する。

初心を忘れない

ということであるとも述

とはいえ、理論物理は難しいイメージがある。

a 0 + a 1 g + a2 g 2 + …

数学的な部分も難解で心が折れてしまうのではな
いか。そう思われる読者も多いことだろう。事実、

a0、a1、a2、a3…は各項につく係数である。散乱

先生の研究室には見るからに難解そうな物理・数

振幅等の物理量を求めるためにはこの係数も量子

学の書籍がズラリと並ぶ。取材の際、これだけの

力学に基づき決定しなければならない。この計算

量の勉強をするのは大変ではないのかと尋ねてみ

において、g が非常に小さいとき、すなわち弱結

た。すると、自分が研究を進める上で必要なこと

合のときはある程度次数の大きい項は無視するこ

を勉強するだけです、とサラリ。結局のところ、

とができる。つまり、有効な近似ができるのであ

物理が好きだという気持ちがあれば膨大な勉強量

る。しかし、g がある程度大きい強結合のときに

も苦にならないということだろう。

はそうはいかない。各項のオーダーが似通ってき

研究に大切なのは熱意や情熱と語る伊藤先生

てしまうため有効な近似ができず、各項につく係

は、実際にお話ししてみるととても淡々と物事を

数も含めて大量の項を計算しなければいけなくな

語る印象を受ける。その振る舞いからは究極の理

るからである。

論の完成という夢もあっさり果たしてしまうので

このように弱結合で有効な計算でも強結合にな

はないかとさえ思わせられる。物理学の大きな野

ると途端に解析が難しくなってしまうことがある

望を実現するのに必要なのは淡々とやるべきこと

のである。N ＝４超対称ヤンミルズ理論において

を続けていく姿勢なのかもしれない。

も強結合領域の計算にはこの種の困難がつきまと
う。しかし、双対性、この場合は AdS/CFT 対応を
使えば、超対称ゲージ理論では強結合領域となる
ため計算が困難だった部分も、結合定数が逆数と

ご多忙のなか、快く取材を引き受けていただい

なる超弦理論では弱結合となり容易に計算するこ

た伊藤先生に厚く御礼申し上げます。取材では、

とができるようになる。

素粒子物理学に関する興味深い内容をとてもわか

以上のように双対性を利用することで、2つの
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執筆者より

りやすく説明していただきました。それを通して、

理論間を行き来することができる。それによって

最先端の研究分野に触れることができ、とても貴

対応する物理量を計算して比較することが可能に

重な体験となったと感じています。末筆となりま

なり、2つの理論の相互扶助的な発展が期待でき

すが、伊藤研究室の皆様のさらなるご活躍を心よ

るのである。

りお祈りいたします。

（鈴木 健太）
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