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研究会報告

熱力学的ベーテ仮説法の最近の話題

九州大学理学部数学教室 国場敦夫

本稿 は IIarvard大 Lyman 研の中西知樹氏 と東大教養の鈴木淳史氏 との共同研

究に基づ くもので､詳細については論文 【1,2,3】を御覧下 さい｡

1.Q-system
L(3)を Rogersdilogaritlm1

L(3)-一芸
I/log(1-y)

としよう｡す ると次の和公式が成立する｡

6岩∑L(Qこ2)m=1
Q,n

･警 )dy

32
2+2'
Sln甘(m+1)L+2
Sln

読

(1 )

(2)

(3)

ここで､eは任意の正整数o(2)の右辺 はよく知 られたレベイレPの sAl(2)WZW 共形

場模型の centralchargeであり､(3)は sl(2)の m+1次元既約表現 (卑下 Vm と書

く)の指榛のべ き根における特殊値である.和公式 (1)は､量子群 Uq(sZ(2))に付随

するある可解格子模型 【4】の centralchargeを熱力学的ベーテ仮説法 (TBA)を用い

て計算す る際 【5ト 最終 ステ･yプで用いられるo定義か ら次の関係式が自明に従 う.

Q乙-a,A+10m_1+1. (4)

これは､単 に characteridentityの例であって､Vm⑳Vm-Vm+1⑳ Vm_1⑳Voか

らも自然｡ ここでは (4)を Q-system と呼ぶ ことにする0

2.y-system

T革A の解析をす る際いわゆる stringhypothesisとして､Betheansatz方程

式 の解 の patternを仮定す る事が しば しば行われ る｡ この hypothesisは模型 や

考える parameter領域 の詳細 に依 る｡ ここでは､【5】で考 え られた状況を想定 し

て､長 さ m の stringとholeの密度関数をそれぞれpm(u),qm(u)としてその比

看 ym(u)-pm(u)/qm(u)とお く｡す ると 自由エネルギー極小 の必要条件 として､

Ym(u)についての非線型積分方程式が導かれる｡ これは TBA方程式 と呼ばれるも

ので､温度 Tを para.meterとして含むが､形式的に T- ∞ として､1/Tの項を

落 とす と (即 ち､エ ン トロピー極大条件)次のような関数方程式 に変換 される｡

Ym(u-1)Ym(u+I)-(1+Ym+1(u))(1+Ym_1(u)).
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｢低次元系の物性と場の理論｣

ただし､m-1,2,… ,2-1,Yo(u)-YL(u)-0.(5)をここでは Y-system と呼ぶ0

3.T-system
2次元正方格子上に､ 6-verte-Ⅹ模型の fusionhierarchyの うち､縦 S階､横

m階のものを考える｡これは､縦方向の edgeには β+1状態､横方向の edgeには

m+1状態の vertex模型で､Boltzmann重率が Yang-Baxter方程式を満たす可解

格子模型である｡ 【4日まその RSOS版に相当｡格子の横方向の長 さを Ⅳ とし､周知

境界条件を課 し､縦方向に働 くrow-to-row転送行列をTm(u)∈End(V.@N)と書 く.

ここで､uは spectralparameter｡ Yang-Baxter方程式により､【Tm(u),Tn(V)]-0
に注意する｡すると､ βと Ⅳ に依 らずに次の関数方程式が成立する｡

Tm(u-1)Tm(u+1)-Tm+1(u)Tm_1(u)+9m(u)Id, (6a)

9m(u-1)9m(u+1)-9m+1(u)9m_1(u). (6b)

ただし､To(u)-Id､また9m(a)-はスカラー関数で､その具体形は【1】を参照｡vertex
模型の場合､(6)は全ての m-1,2,‥.で成立するが､ レベル eRSOS模型の場合

は､TL+1(u)-0(cf･[5,61)により､m-1,2,-･,eで閉 じるO(6)のような転送行

列間の関数方程式を T-system と呼ぼう.

4.T,Y,a-systems間の関係

まず､ここまでの話をレベルgRSOS模型に沿って整理する｡71-system(6)は､

横方向のいろいろなfusion階数に対応するレベル eRSOS模型の転送行列問の関数

方程式｡この RSOS模型 (正確には､その m-βの場合に付随する1次元量子スピ

ン模型)に対するTBA方程式の高温極限が Y-system(5)で､Ym(u)とはm-string
とm-holeの密度関数の比｡TBA解析の最終 ステップで用いる dilogarithm和公式

の引数に現れる指標 (3)の間の恒等式 (4)が Q-systemo

これら三つの system の間には特 に前提的に想定 される関係は無いにもかかわ

らず､以下の事が直ちに視察で きる.1.T-system(6a)は Q-system(4)の Yang-
Baxterizationの形 (spectralparameterdependent版)を している｡2.ym(u)-
Tm+1(u)Tm-1(u)/9m(u)という組み合わせは､Y-system(5)の一つの解になってい

る｡なぜなら (6)を使 うと､

ym(u-1)ym(u+I)-Tm+1(u-1)Tm_1(u-1)Tm+1(u+1)Tm_1(u+1)

9m(u-1)9m(u+1)

(Tm+,(u)Tm(u)+9,n+1(u))(Tm(u)Tm二2(u)+9m_1(u))

9m+1(u)9m_1(u)

-(ym+1(u)+1)(ym_I(u)+1).

つまり､1,2をあわせて次の事が観測 された｡

Observation:

｢T-system は QISyStem の Yang-Baxterizationであって､

その特殊な組み合わせが y-system の解 となるものである｡｣
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5.Xrへの一般化

ここまでの話は明 らかに sZ(2)の場合であった｡一般の古典単純 リー環 X,(r:

ランク)の時はどうであろうか.幸い､Q-system は 【7ト Y-system
てその一般形が既知である｡(対応す る dilogarithm 柏公式の予想 は
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｢q-analogue｣については 【111参照｡)T-system は X,-sZ(r+1)の時は 【121か ら
導出する事ができ､前節最後 に述べた observationがそのまま成立す る事が証明で

きる0-万､Xr≠st(r+1)の場合は､付随する可解格子模型の転送行列間関数方程

式は全 く未知であり､従って T-system もそうである. しかLobservationの対応を

仮定 して､｢Y-system を満たすように Q-system を Yang-Baxterizeせよ｣という

プログラムを試 してみる事はできる.結果は､そのような Ya.ng-Baxterizationが､

1.全ての X,において可能｡

2.各 X, につき､自明な不定性を除 くと uniqueo

陽に､

r

TLa'(u言 )TLa'(u+主)-Tiall(u)Tiall(u).gLa'(u)Ill(a,b,m,u)Icb, (7a)ia′"A､Iia b=1

ここで､α-1,2,… ,r,m -1,2,...で､規約 ∀T.(a)(u)-1,Tiia)(u)-1ifm ¢Z
のもとに､T(a,b,m,u)は次で与えられる.

･(a,b,-,u)-TL'bbL/.a(u)forき-1,2,3,

-Tg(u-喜)Tg(u･妄)

×TA (u)TA (u) f.rh5=､′干 ､′ ia

-T字 (u-;)Tg'(u)Tg'(u.言)

xTa (u-;)Ta (u･;)T3 (u)

･塩 (u一言)也 (u･喜)也(u)3 J 3 J 3
l
一3こ

ね
l㌔rb

(7b)

(7a)の Iabは､X,の Dynkin図上で､nodeaとbが結ばれている時 1それ以外は

Oというランク次元の行列.ia∈(1,2,3)は a番目の X,(1)KaclabelとdualKaL

labelの比o諺 )(u)lま(6b)と類似の関係9iia)(u-た)gtia)(u+i)-鵡1(u)9禁l(u)

を満たすスカラ-関数である｡(7a)の右辺の 2項の比を Yia)(u)とお くと､それ ら

の間で関数方程式が閉 じ､それが一般の X,に対応するY-･systemf8]と一致する.

TiF)(u)が､pair(a,m )でラベルされるfusi･ontypeの転送行列であり､(7)が

それ らのみたす関数方程式 (T-system)であろうというのが我々の mainproposal
である｡ これは､rational,trigonometricそ して ellipticの全て場合の模型について

成立すると考えられる｡ (RSOSの場合は､m の範囲にある制限が付 く｡詳 しくは

【1】｡)
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｢低次元系の物性と場の理論｣

6.補説

前節最後で述べた ｢(a,m)でラベルされるfusiontype｣とはどんな ものかo簡

単のため rationalvertex模型の場合を考 えると､それは YangianY(X,)の既約表

現 に対応 し､Drinfel'd多項式によりきちん と特徴づける事がで きる.それ は X, の

a番 目の基本表現の m 階対称 テンソル表現 の Yangiananalogueで､X, 加群 とし

ての既約成分 の リス トや重複度 まで Bethe方程式か ら決定す ることがで きている｡

Q-system の役者 (彊)はこの Yangian加群の (X, 加群 と しての)指標 に他 な ら

ない｡

最 も本質的なのは 4節の observationの内在的な機構 を解明す る事である｡実

は T と Q-system の関係 に? いては (sl(2)で rationalまたは trigonometricな場

合は)Y(sl(2))または Uq(sl(2))加群の完全系列を用 いて自然 な表現論的説明を与

える事ができるOそ して このスキームはおそ らく一般の X, で も成立す る事が期待

され る｡一方 ､T と Y-system の関係は今の ところ謎である｡その解明は analytic
Betheansatzや dilogarithm恒等式そ して Yangianや量子 アフィン代数の有限次元

表現の resolution等 とも関連する興味深い問題である｡

T-system を様々な物理量 の計算 に応用す る事 も可能 である｡ 実際 【21で は､

非臨界 vertex模型 の (anti-ferro領域での)相関長 や 臨界 RSOS模型 の central
chargeが一般の X,について求められているOまた､ T-system は非臨界 RSOS模

型の相関長や表面張力等の計算にも用いる事ができる｡(【13】参照)
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