
超弦理論に出てくる数学

セシル☆

2016年 3月 21日

注意：この講義ノートは「関西すうがく徒のつどい」60分講演のためにつ
くられたものに多少の加筆修正を加えたものである. よって,細かい議論や正
確さを欠いたところが多々ある.おおらかな気持ちで読んでほしい.あまりに
も大きな誤解や,ミスプリント等があれば教えていただきたい.

1 アブストラクト

弦理論とは,物質の基本単位を,大きさが無限に小さな０次元の点粒子では
なく１次元の拡がりをもった弦であると考える理論である. そこに超対称性
という考えを加え,拡張したものが超弦理論だ. たったこれだけの仮説が現在,
宇宙の姿やその誕生のメカニズムを解き明かし,同時に原子,素粒子,クォー
クといった微小な物のさらにその先の世界を説明する理論の候補として,活発
に研究されている.
この超弦理論を考えるとき,理論の整合性のために１０次元の時空が必要で

あるといわれている.（理論の種類により,より多くの次元を必要とするもの
もある.）私たちの住んでいる世界は 4次元時空である.では,残りの６次元は
どこにあるのだろうか？超弦理論では,それらは量子レベルでコンパクト化さ
れ私たちには観測できないと言われている.
また,超弦理論で出てくる１０次元の中には Dブレーンと呼ばれる様々な

次元の拡がりを持ったソリトン（孤立波）が存在する.弦の中でも,開いた弦
は,その端がDブレーンに張り付いており,重力子などの閉じた弦はDブレー
ンの間を飛び交っていると考えられる.
このような物理の理論としての超弦理論だが,数学的にも非常に魅力的な理
論だと言える.超弦理論を詳しく調べようとするとき,私たちは最先端の数学
に頻繁に出会う.
この講演では,コンパクト化された６次元としてのカラビヤウ空間,Dブレー

ンとしての連接層の導来圏など,超弦理論に現れる数学概念の紹介をする.
超弦理論に関わる数学はあまりにも多岐にわたるので、紹介できるものは

極々一部でしかない.これを機会に自分で調べてみよう！となってもらえれば
良いと思う.
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2 イントロ

2.1 超弦理論からの動機づけ

弦理論とは,すべては「ひも」からできている,と考える物理学である. こ
れに超対称性を加えたものを超弦理論という. 超弦理論を用いれば重力の量
子化,自然界の力の統一などができるであろうと期待されている. しかし,超
弦理論を展開しようとすると数学的要請としてこの世界が 10次元でなくては
ならなくなる. 私たちの住んでいるこの世界は「縦,横,高さ」に時間を加え
た 4次元時空間である. では,残りの 6次元はどうすれば良いのか？「残りの
6次元はカラビヤウ多様体としてコンパクト化されているだろう.」というの
が物理学者たちの見解である.
ここまでの話は科学雑誌にも掲載されているような内容であるが,実際に

「カラビヤウ多様体」がどの様な空間であるかについて触れられているものは

少ない. この講演では,2章に於いてこの「カラビヤウ多様体」の定義や性質
を見ていく.

3 カラビヤウ多様体

この章ではエルミート多様体,ケーラー多様体,カラビヤウ多様体の順に定
義していく.

3.1 エルミート多様体

Definition 1. Xを可微分多様体,gをリーマン計量,Iを概複素構造 とする.g
と I が整合的なとき,gをエルミート計量,X をエルミート多様体という.

以下,この定義に含まれている語句を順に解説していく.

3.1.1 多様体

多様体とは, 大雑把に言って「図形＋地図」のことである. 次の図を参照.
ちゃんとした定義はたとえば松本先生の「多様体の基礎」 [2]などで.

X
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3.1.2 リーマン計量

リーマン計量とは,これも大雑把に表現すると「接空間の内積」である. 高
校２年生で習うように内積があれば長さや角度を得ることができる. そうい
う意味で,リーマン計量は多様体のものさしの様なものである.

TxX をX の点 xに於ける接空間とする. V,W ∈ TxX としたとき

g(V, W ) :=< V, W >g

とあらわすと内積の雰囲気が出てくる.

3.1.3 概複素構造

Definition 2. I が概複素構造である,とはX の点 xに対し Ix:TxX → TxX

であって,I2
x = −idx をみたすもののことである.

これに幾何学的なイメージを与える.

Remark 1. ∀x ∈ X, TxX =< v1, ..., vn, w1, ..., wn >Rのとき,I(vi) = wi,I(wi) =
−vi が成立する.

図に表すと次のようになる.つまり,複素平面 C に於ける i = e
π
2 i のよう

なものである. 多様体の接空間の議論に慣れている人は,上の viを ∂
∂xi ,wiを

∂
∂yi に置き換えて読んで欲しい.

さて,I と gとが整合的 (compatile)であるとは

∀V,W ∈ TX, g(IV, IW ) = g(V, W )

をみたすことである. 先ほどの概複素構造の性質と合わせて考えるとこれは
「先に 90◦ 回転させてから内積を取っても,そのまま内積を取っても値が同じ」
ということである.
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3.2 ケーラー多様体

Definition 3. ω := g(I(), ())をX の基本形式という. dω = 0をみたすとき
ωをケーラー多様体,ωを持ったX をケーラー多様体という.

これの幾何学的なイメージは下の図のよう. （図の (IV )′ と I(V ′) が同じ
ということ）

3.3 カラビヤウ多様体

まず,名前の由来となった定理を紹介する.

Theorem 1. Xをコンパクトケーラー多様体とする. 第一チャーン類 c1(X) =
0のとき,X のリッチ形式が Ricω = 0をみたすようなケーラー形式が唯一つ
定まる.

これは 1953年にエウジェニオ カラビが予想し,1977年頃にシン トゥン ヤ
ウ が解決したものである. ここでは第一チャーン類の説明はしない.リッチ形
式が消える,つまりリッチ平坦であることの意味を説明する. ヤウの著書「見
えざる宇宙のかたち」 [1]では「空間に物質がなく、真空だったとしても重力
が存在し得る。」と説明している.リッチ平坦であることは,アインシュタイ
ン方程式

Rµν − 1
2
gµνR = kTµν

の第一項が消えることを言っている.さらに真空であるというのは右辺が消
えることを意味し,上の説明は残った項の非線型偏微分方程式に非自明な解が
存在する,ということを言っている.
これを踏まえて,ここでは次のように定義する.

Definition 4. X をコンパクトケーラー多様体とする.X が c1(X) = 0をみ
たすとき,X をカラビヤウ多様体という.

以上のことを纏めて,余剰 6次元が複素 3次元のカラビヤウ多様体だと上
手く「物理」ができるのである.

Remark 2. これだけの条件があると数学科の人間としては本当にそんなもの
が存在するのだろうか？と気になってくる.複素１次元の例として複素トーラ
ス,複素２次元の例としてクンマー曲面をはじめとするK3曲面やアーベル曲
面などが挙げられる.
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4 Dブレーンと導来圏

圏とは,対象 (object)と射 (morphism)の間の関係を説明するものである.
詳しくは河田敬義「ホモロジー代数」 [13]などを参照のこと.

4.1 Dブレーンの圏

Dブレーンの圏とは対象を Dブレーン全体,射を弦全体としたものである.
開弦の端にはDブレーンが貼り付いていると考えられている.Dとはディリ

クレ境界条件のことである.

4.2 連接層の導来圏

以下,簡単のためX をカラビヤウ多様体とする. この節では,次の流れで説
明する。

X の連接層のアーベル圏 Coh(X), ホモトピー圏 Kom(Coh(X)), 導来圏
DCoh(X).

4.2.1 連接層

連接とは,大雑把に言って”有限生成”のことである.

Definition 5. X 上の前層 F とは,X の開集合の圏 T op(X)からアーベル群
の圏 Ab(X)への反変関手である.

前層であって”貼り合わせ条件”をみたすものを層という.
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4.2.2 アーベル圏

アーベル圏とは,これも大雑把に言って「ホモロジー代数」ができる圏のこ
とである. つまり ker(f)や coker(f)が存在する圏のことである.

4.2.3 ホモトピー圏

まず,連接層の複体のなす圏を考える. これは,対象が

· · · → F i−1 → F i → F i+1 → · · ·

なる連接層の複体,射は二つの複体の間の写像であって,それぞれの”面”が
可換になるようなものである. これを「ホモトピー同値」で割ったものがホ
モトピー圏Kom(Coh(X))である.

4.2.4 導来圏

DCoh(X)について

Ob(DCoh(X)) = Ob(Kom(Coh(X))

HomDCoh(X)(F ·,G·) = (quis)−1(HomKom(Coh(X)(F ·,G·))
ここで、quisとは擬同型のことで,導来圏とは連接層のアーベル圏を局所

化したものである.(つまり,射は分数のような形をしている.).

4.3 圏論的ミラー対称性

コンツェビッチは次のことを予想した.

Conjecture 1. X をシンプレクティック多様体, X̂ をX とミラー双対な複

素多様体とする.このとき X の深谷圏 Fuk(X)と X̂ の連接層の導来圏の間

に三角圏の同値

Db(Fuk(X)) ∼= Db(Coh(X̂))

が成り立つ.

位相的弦理論ではシンプレクティック多様体に関するモデルをAモデル,複
素多様体に関するモデルを Bモデルと呼ぶ.
さらに,これらの圏が先に述べたDブレーンの圏と対応するだろう,と言わ
れている. 例えば連接層の導来圏の射を計算すると Ext群と呼ばれるものに
なる.これが弦を表している. さらに,反 Dブレーンにはシフト関手が,タキ
オン系には完全三角が対応する.
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Dブレーンの圏と連接層の導来圏は全ての対象が対応している訳ではない
（BPS状態に興味がある？この辺りの物理的要請はあまり詳しくないです）.
対応するものを調べるために,物理では「π安定性」,数学では「Bridgeland

安定性」という概念が使われている. この辺りはまさに今研究されつつある
分野なので,興味のある方は是非とも調べてみて欲しい.
さらに近年,この超弦理論とラングランズプログラムとの繋がりが指摘され

ている. ミラー対称性については「SYZ予想」というものもあるが,これが
Hitchin system を通してラングランズ双対群と関連してくる. これについて
興味のある方は [16] を読んでみて欲しい.
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