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今日話したいこと

場の量子論には正準形式が欲しい。
しかし、弦の場の理論には正準形式がない。

どうして難しいのか？
作るためには何をしなくてはいけないか？

Back to de Broglie!Back to de Broglie!

という葛藤から生まれた標語

解析力学から量子力学へ
という流れにまで戻って、
「運動量って何？」から
考えなおしてみよう。

“Canonical Quantization of String Fields---How to Define Momentum”
Progress of Theoretical Physics Supplement 01/2011; 188:217-226. 



  

弦の場の理論って何？

 通常の場の理論が粒子の生成・消滅を記述す
るのに対し、弦（String）の生成・消滅を記
述する理論

 なんでそんなものが要るの？？

統一理論としての「超弦理論」の基本理論として。
（↑こっちは今日は無視）

非局所的（だが、ギリギリ局所的）な場の理論を
作りたいという興味から。



  

局所的な場の理論

この項は

１個の粒子が消滅して
２個の粒子が生成する。

または

２個の粒子が消滅して
１個の粒子が生成する。

プロセスを表す。

この項は

１個の粒子が消滅して
１個の粒子が、

少し離れた場所に生成する。

プロセス（つまり、運動）
を表す。

局所的：
生成・消滅する点は決してずれない。

非局所的：
生成点と消滅点が離れている。

こういう理論は、
たいてい病的。



  

ギリギリ局所的な場の理論

String Field TheoryString Field Theory（（SFT)SFT)はは
non-localnon-localだというが、だというが、

この項は

１本の弦が消滅して
２本の弦が生成する。

または

２本の弦が消滅して
１本の弦が生成する。

プロセスを表す。

この項は

１本の弦が消滅して
１本の弦が、

少し離れた場所に生成する。

プロセス（つまり、運動）
を表す。

生成する場所と
消滅する場所は
決して離れては
いない！！

（ギリギリlocal）



  

通常の場の理論の復習

通常の粒子の場の理論では、場に対する運動量として、

を定義し、正準交換関係を

のように設定する。

こうしてφ、πが定義されると、これらを適切に組み合わせることで
（調和振動子でp±iωxがエネルギーの上昇下降演算子になったように、

「場のエネルギーを上げ下げする演算子」を作ることができる。
それが「粒子を作る／消す演算子」になる。



  

弦の場の理論では？

粒子の場　　　が

「場所　に粒子を生成／消滅させる演算子」であったように、

弦の場　　　　　　は

「　　　で表現される１次元的広がりに、弦を生成／消滅させる演算子」

になって欲しい。

弦の場は、Xの汎関数



  

SFT(弦の場の理論）の現状

正準量子化
ローレンツ不
変性 相互作用

ユニタリ
ティ

Light-Cone
Gauge ○ △ ○

Witten型
相互作用
(open)

△ ○ △

Witten型
相互作用
(closed)

×
○ △

HIKKO型
相互作用

×
○ ×



  

最初のSFTの論文
Kaku-Kikkawa(1974)

“Notice that the canonical momentum then displays
 a dependence on the string parameter σ, and 
 hence there is no one-to-one correspondence
 between the field functional Φ and its momentum
 conjugate.”

“For this reason, quantizing the relativistic 
string in a Lorentz-covariant fashon leads to 
profound problems of definition.”

           
座標（場）VS 運動量が 

１対∞ 対応になる？？



  

時間がたくさんありすぎる！

どれを選べば
いいの？？？

このたくさんの数（無限個ある）は、
どれも「時間座標」という意味を持っている

　　　　　　　　第１の候補は重心座標

「全部時間」とやるのは無理だからあきらめて、「時間座標」として
採用される座標だけはσによらないとする、という方法もある。

しかしこの方法はローレンツ不変性を明白に破ってしまう。



  

しかし重心座標は「非物理的」

弦はリパラメトリゼーションの不変性がある。

物理的には同じ弦が違う場所に重心を持っていい。



  

重心座標はジャンプする

↑　　　　 ↑
Center of mass of string



  

重心座標は物理的でない２

これら三つの弦は同じ
「タイムスライス」

に載っていることになる。
一つの経路の切断面なのに！.

弦の量子化ではBRST形式を使って
弦のリパラメトリゼーションの不変性をfixする
ので、同じ弦を何回も数えないようになっている。



  

一つの方法（古い）

Mid-point Light-cone Time

Witten型相互作用は
３弦の中点が一点に
集まる。

              　の微分は相互作用に現れない

Maeno, Phys. Lett. B238, 193(1990) 

Maeno, Phys. Rev. D 43, 4006–4014 (1991)



  

Mid-point time も非物理的

この４本の弦は
「同じ時間」に属してる??

It is unnatural. Uum.....

Witten's  SFT  works well.         But...



  

Stringyな 超多時間理論

超多時間理論: たくさんの場の理論の教科書に書いてあるが、

たいてい数ページで終わり、二度と登場しない。

 Stringy な超多時間理論が欲しい！

ハミルトニアン密度
をどう定義する？

運動量は
どう定義する？

ここが大事！



  

Back to de Broglie!!

迷ったら、スタート地点に戻れ 

我々はなぜ　　　　　としたか？         ?



  

根本に戻ると…        



  

Hamilton-Jacobi方程式
での運動量



  

Hamiloton-Jacobi方程式での
ハミルトニアン



  

量子論（経路積分】での運動量

量子論では、　　　　という量がoff-shellの部分も含めて足算
（経路積分）される。on-shellではなくoff-shellの部分も含め
ているので計算は古典論とは違ってくるように思われる。
　古典論では「運動方程式を使って消す」という計算を行って
いるが、量子論ではどうなるのか？

自由粒子の場合

に　　　　　　　　　を掛けると、　　　　　　　　　　　が落ちてくる。

ここ以外は、Δt→0で0になる。

古典論では、端点以外の情報は運動方程式で消した。
量子論（経路積分）では、「どうせ全経路を積分しているから」という理由で
端点以外は関係なくなる。



  

正準形式の経路積分と
ラグランジュ形式の経路積分

ｐ積分が終わると、

　　　　↑
自動的に　が現れる。

正準形式を経由しないと間違う（何かを見失う）可能性がある。



  

場の理論へ

端点での場の微分で
運動量が定義できる

→

ここで、

・運動量が定義されたのは「端点の場」に対してだけであること

に注意！（もっとも、通常の場の理論では時間発展していくうちに「端点」は
全ての点を通過するから、結局は運動量は全ての場に対して定義される）



  

運動量とHamiltonian

How about
SFT
？？？？

Field theory

端点での時間発展
（ハミルトニアン密度）

端点の場による微分
（場の運動量）

端点での微分
（運動量）

端点の時間微分
（エネルギー）

力学



  

運動量の二つの顔

Face(1) ハミルトン主関数の微分:

Face(2) 運動方程式を一階にするための補助変数

通常の力学・場の理論ではこの二つは同じになる。
How about in SFT ????

+

de Broglieに従えば、
(1)の方の運動量こそ、量子化
に必要な運動量だ。

For (2), 場に対して無限個の運動量

For (1), 場に対して１対１の運動量



  

弦の場に対するハミルトン主関数

ハミルトニアンはタイムスライスΣ上で定義される。



  

弦の場の作用

Klein−Gordon風

運動量は「端点」つまり、
on-time-sliceな弦の場に
対してのみ定義される
（それで十分！）

Φと１対１！



  

相互作用を選ぶ

HIKKO-型（light-cone型）の弦が接合・分離するタイプの
相互作用でないとこの形式には合わない。

Witten型は“unnatural”である。



  

運動量の定義（できた！）

結果だけ見るとダメだと言ってたはずの「重心の運動量」と同じ。

もし、x0=constの平面
をΣに選んだら

Normal vector on Σ

Shifts endpoint of

String field in S 
by δΨ 



  

ハミルトニアン

Analogous to



  

タイムスライスを選ぶ

gauge-fixingとは別の「選ぶべき任意性」!!

通常の場の理論でも、light-cone 時間を選ぶと
全く違う量子化になる。



  

time-slice の選び方は
物理を変えない

Equivalent??

Integrability Condition of Tomonaga-Schwinger equation

(If      is space-like)



  

Reparametrization
invariance



  

We impose                to our 1st-quantized state.

BRST exact

Reparametrization invariance
save integrablity.



  

Summary
 弦の場に対し、運動量をどう定義すればいいかを考えた

 de Broglie的に考えれば、運動量は必ず場と１対１で定義
できる。

 しかしよく考えると「端点」（time-slice上）に位置する
ことができる弦に対する場の運動量以外は導入する必
要はない。

 これでほんとにユニタリティが大丈夫なのかはまだ不明

 Bosonic stringにはタキオンがあるので、この話は実はやば
い。

 元々の定義に戻って考えることで、弦の場にも運動量を
定義することはできる！！（と信じたい）
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