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研究会報告

非単連結空間上のゲージ理論の表現論的側面

一 正準交換関係,量子代数,格子量子系への簡約-

新井朝雄*

北海道大学大学院理学研究科数学

概要

2次元平面から可算無限個の点を除いてできる非単連結空間の中を1個の量子

力学的粒子が (非可換)ゲージ場と相互作用をする量子系を考察する.除かれた

可算無限個の点において,ゲージ場は特異でありうるとする.ゲージ場が平坦な

場合,粒子の位置演算子と物理的運動量演算子 (速度演算子)の組は正準交換関

係 (Canonicalcommutationrelations;CCR)の表現をあたえる･これが CCRの

Schr6dinger表現の直和と同値であるための必要十分条件が平行移動子を用いて確

立される･羊の場合,Schr6dinger表現の直和に非同値な表現は,物理的には (非
可換な)AIlarOnOV-Bollm効果と対応していることが示される.ゲージ群が 1次元

ユニタリ群であって,ゲージ場の特異点が無限格子Lを形成する場合,(i)いま述

べたCCRの表現から,量子平面,量子群Uq(sl2)のL2(R2)上での表現が構成され

る;(ii)あるクラスのゲージ場 (ベクトルポテンシャル)に対しては,考察下の連続
的ゲージ理論の簡約部分として,格子空間L上の量子力学のモデル (IIofstadter
型モデル)が得られる.

1 序

本論文の考察の対象は,2次元平面 R2から,可算無限の点集合

D:-(an-(ant,an2)∈R2恒∈N)

(N-(1,2,3,- )は自然数の集合)を除いてできる非単連結空間

M :-R2＼D

(1 .1 )

(1･2)

の中を 1個の量子力学的粒子が (非可換)ゲージ場 と相互作用をする量子系である.

ゲージ場は各点 anにおいて特異であ りうるとする.ゲージ群 として p次元ユニタ リ群

*E-mail:arai@math.s°i.hokudai.acJp
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U(p)に とる･このよ うな量子系の状 態のヒルベル ト空間は ,M 上 の CP一倍 ボレル可

測関数 世でルベーグ 測度 に関して2乗 可積分な関数から形成 され るヒルベル ト空間

L2(M;C P)- 〈0:M → Cp,ボレル可 測l/Mlfq(r)llipdr<∞〉 (1･3)

にとるの が 自然であ る1.しかし,Dのルベーグ測 度は0であ るか ら, 実は, 自然な仕

方で

L2(M;CP)竺L2(R2;cp) (1.4)

という同一視ができる.

ゲージ場が平坦な場合 (｢平坦｣の定義については,4.1項を参照),粒子の位置演

算子と物理的運動量演算子 (速度演算子)の組は,L2(R2;cp)上において,正準交換

関係 (canonicalcorr-utationrelations･,CCR)の表現をあたえる･この表現の物理的興

味は次の点にある.すなわち,それが Schr6dinger表現の直和と同値にならない場合,

それは,Aharonov-Bohm(AB)効果 【1,29,25]の数学的表現のひとつと見られる,と

いうことである.こうして,AB効果は,量子力学の基本的原理であるCCRとその表

現論の観点から,明断に理解される2.この例は,ゲージ場に関わる諸々の物理的現象

を表現論の観点から認識し理解することの有効性を示唆する3.本論文の目的は,いま

言及 したCCRの表現の解析と,これに関連する側面の研究について,主要な結果を報

告することである[2,3,5,6,7,9,lo巨
CCRの表現論においては,諸々の数学的概念の厳密な取扱いが必要不可欠である.

そこで,ヒルベル ト空間上の線形演算子の厳密な理論やCCRの表現論にあまりなじみ

のない読者のために,まず,第2節で,基本的な数学的概念の復習を行い,CCRの表

現論における基礎的事実を述べる.

第3節は,本論文で扱うゲージ理論における物理的運動量演算子の基本的性質 (本

質的自己共役性,スペクトル)と物理的運動量演算子が生成する強連続 1パラメーター

ユニタリ群の叙述に当てられる.

第4節で,上に言及 したCCRの表現を論述する.この表現が Schr6dinger表現と

同値であるための必要十分条件が平行移動子を用いて確立される.この場合,すでに

ふれたように,Schr6dinger表現の直和に同値でない表現は,物理的には (非可換な)

AB効果と対応していることが示される.

1L2(M;CP)の元の間の相等は次のように定義されていることに注意 :せ = ◎ ⇔ 甘(r)=
◎(r),a.e.r∈M (｢a.e.｣は almosteverywhere(ほとんどいたるところ)の略であ り,｢a･e･r｣

は ｢ルベーグ測度 drに関してほとんどいたるところの点 rに対 して｣という意味)･言い換えると,

L2(M;CP)は,M上のルベーグ測度に関して2乗可積分な cp-1直関数の全体J:2(M;CP)そのものでは

なく (i:2(M;CP)はヒルベル ト空間にならない),i:2(M;CP)杏,ルベーグ測度に関してほとんどいた
るところの点で等しい関数どうLは同じものとみなす,という同値関係で割って得られる同値類の集合

なのである.なお,p-1の場合は,L2(M;C)-L2(M)と記す･

2この観点は,【28]において示唆された･
3局所カレント代数の表現論的観点からのAB効果の記述が 【16]に見られる.
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第 5節では,ゲージ群が 1次元ユニタリ群の場合,すなわち,1個の荷電粒子が磁

場と相互作用するような系を考察する.この場合には,さらに詳 しいことがわかる.特

に,ゲージ場 (ベク トルポテンシャル)の特異点が無限格子を形成する場合,いま述

べた CCRの表現から,量子平軌 量子群 Uq(sl2)(fql-1)の L2(R2)上での表現が

構成される.これらの表現の特質のひとつは,それらが非 自明な有限次元の不変部分

空間をもたないという意味で,本質的に無限次元であることである.

最後の節において,関連する主題 として,(i)非相対論的ハ ミル トニアンと Dirac-

Weyl演算子の解析;(ii)無限格子系上の量子力学との関連について簡単に述べる.後

者については,ゲージ群が 1次元ユニタリ群でベク トルポテンシャルの特異点の集合

が無限格子 Lである場合,あるクラスのベク トルポテンシャルに対 しては,考察下の

連続的ゲージ理論の簡約部分 として,格子空間L上の量子力学モデル (Hofstadter型

モデル)が得 られることにふれる.

2 ccRの表現論の基礎

この節では,CCRの表現論においてよく知 られた基本的事実を叙述する.序で述

べたように,CCRの表現論においては,諸々の概念の数学的に厳密な取扱いが本質的

に重要である.そこで,まず,い くつかの数学的概念の定義を復習することから始め

る4.

2.1 基本的な概念の復習

71をヒルベル ト空間とする･71上の線形演算子 Tに対 して,その定義域をD(T)で
表す.

D(T)の点列 (4,n)T=1⊂D(T)が limnー∞4,n-¢∈71,1imnー∞T4,n-¢∈71をみた

すならば,つねに,4,∈D(T)かつ T4,-¢カミ成立するとき,Tは閉である (closed)と

いう.閉な線形演算子を閉演算子 (closedoperator)という.

Tt上の二つの線形演算子 TとSについて,D(T)⊂D(S)かつ任意の4,∈D(T)に対

して,T4,-S4,が成 り立つとき,Sは Tの拡大 (extension)であるという･

線形演算子 TとSが等 しいことは,T⊂Sかつ S⊂Tと同値である.

Dを線形演算子 Tの定義域 D(T)に含まれる部分空間とする.このとき,D(TD):-

D,TDd,:-T車,¢∈D,によって,Dを定義域とする線形演算子 TDが定義される.明

らかに,TD⊂T･線形演算子 TDをTの Dへの制限 (restriction)または縮小という･

閉演算子の拡大をもつ線形演算子を可閉演算子 (closableoperator)という･

線形演算子 Tが可閉演算子のとき,次のような仕方で線形演算子fが定義される :

D(i):-棉,∈7il点列 (4,n)no3=1⊂D(T)とベク トル¢∈71があって

4詳しくは,拙著 [8〕を参照されたい･
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4,nJ卓,T4,nJ4･(nJ∞)),

f¢:-4･.

演算子TをTの閉包 (closure)という･容易にわかるように,T⊂f.

71上の線形演算子Tが対称 (エルミー ト)【symmetric(Hermitian)]であるとは,D(T)

が71で桐密であ り,すべての¢,¢∈D(T)に対 して,(¢,T4,)-(T¢,4,)が成 り立つとき

をいう･ここで,(･,.)は71の内積を表す･この場合,一般には,D(T)⊂D(r)(T

はTの共役演算子)であって,D(T)-D(r )であるとは限らないことに注意 しよう5.

桐密な定義域をもつ線形演算子 Tが対称であることは,言い換えれば,T⊂T という

ことである.

Tが対称演算子であって,かつ D(T)-D(r )が成 り立つとき,すなわち,T-T

のとき,Tは自己共役 (self-adjoint)であるという･

注意 2.1定義域がヒルベル ト空間全体である有界な対称演算子は自動的に自己共役で

ある.だが,非有界な対称演算子は自己共役であるとは限らない.非有界な線形演算

子については,対称性の概念と自己共役性の概念を峻別することは本質的に重要であ

る6.

閉な対称演算子を閉対称演算子という.

対称演算子 Tの閉包fは閉対称演算子である.これが自己共役のとき,Tは本質的

に自己共役 (essentiallyself-adjoint)であるという･また,D⊂D(T)を桐密な部分空

間とするとき,TDは対称演算子になるが,これが本質的に自己共役であるとき,Tは

D上せ本質的に自己共役であるという.この場合,fD-fが成 り立つ.

Bdをd次元ユークリッド空間Rdのボレル集合体 (すなわち,Rdの開集合全体から

生成される最小の完全加法族)とし,P(71)を71上の正射影演算子の全体 とする.Bd

から P(71)への写像 E:BづE(B)∈P(71)(B∈Bd)が次の条件 (E.1ト(E.3)をみた

すとき,正射影演算子の族 tE(B)lB∈Bd)をd次元めスペク トル測度または単位の分

解 という :

(E･1)E(¢)-0,E(Rd)-I･

(E.2)B-Unn=lBn,BnnBm-¢(n≠m)(Bn∈Bd,n-1,2,- )ならば,すべての

¢∈71に対 して,
〟

E(B)4,-∑E(Bn)4,n=1
5桐密な定義域をもつ線形演算子Sに対して,Sの共役演算子 S*は次のように定義される.

D(S*)‥-(4･∈7ilベクトル77¢∈71が存在して,すべての¢∈D(S)に対して

(り卓,4,)-(¢,S4,)が成立),

S*¢:-774, 4･∈D(S')･

(D(S')の定義の条件にいうベクトル恥 は,D(S)の桐密性により,卵こ対してただひとつ定まる.)
6たとえば,以下に述べるスペクトル定理が成立するのは自己共役演算子に対してだけである.

-757-



研究会報告

ここで,ll･侶ま71のノルムを表す･

(E.3)任意の Bl,B2∈Bdに対して,E(Bl)E(B2)-E(BlnB2).

(E(B)IB∈Bd)をd次元のスペク トル測度としよう.このとき,任意の¢∈71に

対 して,伽(B):-(4,,E(B)4,),B∈Bd,とすれば,陶は可測空間 (Rd,Bd)上の有界

な測度である.任意の4,,¢∈71に対 して,

(描 (B)4)-喜tpw (B)一… (B)+ip.-ib(B)-ip..iQ(B))

が成 り立つことに注意すれば, 対応‥β1 (4,E(B)¢)は可測空間(Rd,Bd)上の有界な

複素測度をあたえる･この測度による積分をf(･)d(4,,E(A)¢)のように表す.

自己共役演算子の重要性は,次の点にある.すなわち,任意の自己共役演算子Tに

対 して, 1次元のスペク トル測度 (ET(B)lB∈Bl)がただひとつ存在 して,すべての

¢∈71と4,∈D(T)に対 して

(仰 )-/RAd(i,ET(A)*) (2･1)

が成 り立つ,ということである･これをスペク トル定理という･式 (2.1)は,自己共役

演算子 rのスペク トル分解とかスペク トル表示ともばれ,通常,

･-/RAdET(A)

と略記される7.

2.2 ccRの表現

定義 2･1dを 1以上の自然数とし,Qj,Pj,i-1,- ,d,をヒルベル ト空間 71上の自

己共役演算子,D を71の桐密な部分空間とする･次の条件 (i),(ii)がみたされるとき,

(71,D,(Q,･,Pj),4=1)を自由度 dの CCRの表現という :

(i)D ⊂∩,4,k=1lD(QjPk)nD(PkQj)nD(QjQk)nD(PjPk)]

(ii)(Q,.,Pj),4=1は,D上で CCRをみたす :任意の4,∈Dに対 して,

lQj,Pk]¢-ihSjk車 , (2･2)

lQj,Qk]4,-0, [Pj,Pk]4,-0, j,k-1,- ,d･ (2.3)

ここで, h-h/27T(hはPlanckの定数)･

7ナ亡が有限次元ならば,自己共役演算子Tはエルミー ト行列で表される.この場合,線形代数学でよ

く知られているように,Tの相異なる固有値を入1,- ,人n,とし,固有値Ajに属する固有空間への正射影

演算子をP,･とすれば,スペクトル分解T-∑,?=1人jPjが成立する･この分解の無限次元への一般化が
スペクトル定理である.
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例 2.1S(Rd)をRd上の無限回微分可能な関数でそのすべての偏導関数が急減少であ

るものの全体 とする (Schwartzの急減少関数の空間)･Rdの点をx-(xl,- ,Xd)の

ように表 し(xj∈R,i-1,- ,d),変数 項 こ関する一般化された偏微分演算子 (超関

数的偏微分演算子)をD,･と記す･演算子 qj,Pjを次のように定義する :

D(qj):-くせ∈L2(Rd)L/Rdlxjq(I)l2dx<∞),
(qjせ)(I):-xjせ(I), せ∈D(qj),

D(pj)-くせ∈L2(Rd)lDjせ∈L2(Rd)),
pjせ ニ ーihDjせ, せ∈D(pj)I

このとき,qj,P,･は自己共役であ り,‡L2(Rd),S(Rd),(q,.,pi),4=1)は自由度 dのCCRの

表現であることがわかる.この CCRの表現は Schradinger表現とよばれるもので,

最も標準的な CCRの表現である･Schr6dinger流の量子力学は,この CCRの表現に

基づ くものである･Schradinger表現をあたえる自己共役演算子 qj,Pjはそれぞれ,位

置演算子,(自由粒子の)運動量演算子とよばれる.

CCRの Schr6dinger表現 (L2(Rd),S(Rd),(qi,pi),4=1)においては,qj,Pjのいずれ
も非有界演算子である.実は一般的に次の事実を証明できる8:

命題 2･2(71,D,(Qj,Pj),4=1)を自由度 dの CCRの表現とする･このとき,各jに対

して,Qj,Pjの少なくとも一方は非看界である･

2.3 ccRのWeyl形式とVonNeumannの一意性定理

CCRの表現が二つあたえられたとき,それぞれの表現に基づいて展開される量子

力学の内容が同じ物理的帰結をあたえるかどうかは物理的に重要な問題である.これ

は,数学的には CCRの表現の一意性の問題 と関わる.この問題に関する結果を述べる

ために,言葉をいくつか用意する.

定義 2･3(71,D,(Qj,Pj),4=1),(71′,D′,(Q;,P,汁,4=1),をCCRの表現とする･このと
き,ユニタリ変換 U:71ぅ 71/が存在 して,演算子の等式

UQjU11-守;I, UPjU-1-p,I, i-1,･･･,d,

が成立するならば,これらの表現は (ユニタリ)同値であるという.

注意 2.2ヒルベル ト空間形式の量子力学においては,同値な CCRの表現は (外見は

異なっても)同じ物理を記述する.この意味で,同値な CCRの表現は同じ表現である

とみなされる.他方,同値でない CCRの表現は,異なる物理を記述すると解釈され

る.CCRの表現の一意性の問題は,CCRの同値な表現のクラス (表現の同値類)を

決定する問題に他ならない.

8証明については,たとえば,【8,命題6.7]を参照･
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定義 2･471上の自己共役演算子の組 (Qj,Pj),4=1に対して,次の(i),(ii)をみたす互い

に直交する閉部分空間7in,n-1,- ,N,(Nは有限または可算無限)が存在するとき,

(Qj,P,I),4=1をSchr6dingerd一系という[26]:

(i)71-⑳T=17in.

(ii)各7tnはすべてのQj,Pjを簡約する9･

(iii)QJ,P,･の 71ntこおける部分を Q!･n),P,(n)とすれば,各 n に対 して,ユニタリ変換

Un:71nJL2(Rd)が存在して,演算子の等式

UnQ5･n)Un-1- qi, Unp,(n)Un-1-p,I, 3-1,- ･,n,

が成立する.

注意 2･3(Q,.,P,･),4=1が Schr6dingerd藩 であるというのは,平たく言えば,それが

Schr6dinger表現の直和に同値であるということである.

Schr6dinger系でない,CCRの表現を単に非同値表現とよぶことにする.

CCRの表現の一意性の問題を考えるにあたっては,表現を実現する演算子の非有界

性 (命題2.2)がある種の困難を引き起こす.この困難を避けるひとつの方法は,CCR

の表現 (Tt,D,(Q,.,P,･),4=1)に対して,Qj,Pjからつくられる何らかの有界演算子を用
いてCCRを形式的に翻訳しなおし,そうして得られる有界演算子の代数の表現につい

てのユニタリ同値性を考察することである･Qj,Pjは自己共役演算子であるから,スぺ

クトル定理によって,スぺクトル表示

Qj-/RAdEQ,(A),Pj-/RAdEp,(A),

をもつ.これを利用すると,演算子解析により,R上の任意の有界な連続関数 Jに対

して,7L上の有界演算子f(Qj),I(Pj)が

f(Qj)-/Rf(A)dEQ,(A),f(Pj)-/Rf(A)dEp,(A),

によって定義される10.fとして,f(A)-eit入,i∈R,を選べば,ユニタリ演算子

eitQ,:-/ReitAdEQ,(A), eitP,:-/Reit入dEp,(A),

9Aをu上の自己共役演算子,ルfを71の閉部分空間,PJuをJu 上の正射影演算子とする.佳意の

4,∈D(A)に対 して,P.両,∈D(A)であって AP.両,-P.uA4,が成 り立つとき,Ju は Aを簡約

する (あるいは AはJu によって簡約される)という･この場合,､Ju上の演算子 AJuが D(A,u)-
D(A)nJu,A,u¢=A砂,4,∈D(A.u)によって定義され,自己共役であることが示される.この自己共

役演算子A〟をAのJuにおける (簡約)部分という･Ju がAを簡約すれば,A:D(A)nJu- Ju ,

A:D(A)nJul- Ju⊥という意味で,AはJu,Ju⊥を不変にする.だが,Aが非有界な場合には,こ

の逆は一般には成立しない･これは注意を要する事柄である (たとえば,【22,2章,§2.3]を参照).

10詳しくは,[8,第3章,§3.3】を参照･
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が得られる･ユニタリ演算子の族 feitQ,)teR,(eitP,)iERは,それぞれ,Qj,Pitこよって

生成される強連続 1パラメーターユニタリ群とよばれる･CCR(2･2),(2･3)をこれら

の演算子の関係式へと形式的に翻訳すると

eiiQjeisPk - e~isthS,keisPkeiiQ,, (2.4)

eiiQjeisQk-eisQkeitQ,, eitPjeisPk- eisPkeitP,,i,k-1,- ,d,a,iER, (2.5)

が得られる11.これらの関係式をWeylの関係式という.CCRを実現する演算子の非

有界性から生じる困難は,Weylの関係式をみたす自己共役演算子の組tQj,Pj),4=1を考
察することにより回避される.そこで次の定義を設ける.

定義 2･5Weylの関係式をみたす自己共役演算子の組 (Qj,PjMq=1を自由度 dのCCR
のWeyl型表現という.

例 2･2Schr6dinger表現 tqj,Pj),4=1はCCRのWeyl型表現である･この事実は,よ
く知られた公式

(eiiq,q)(I)-eiir,せ(I), (2.6)

(eiip,q)(I)-せ(xl,- ,Xj+hi,･- ,xd), せ∈L2(Rd),i∈R, (2.7)

を使えば,容易に確かめられる.

CCRのWeyl型表現に関しては,次の定理の意味で一意性が成 り立つ12:

定理 2.6(VonNeumannの一意性定理)ヒルベル ト空間71は可分であるとする.こ

のとき,71上で実現される,自由度dのCCRのWeyl型表現はすべて Schr6dingerd-
系である.

注意 2･4(Q,･,Pjl,4=1をヒルベル ト空間71上でのCCRのWeyl型表現とする･もし,す

べての eitQj,eisP,,t,a∈R,i-1,- ,d,と可換な71上の有界線形演算子が恒等演算子

の定数倍に限られるならば,このCCRのWeyl型表現は既約であるという.

CCRのWeyl型表現としてのSchr6dinger表現は既約であることが示される.した

がって,定理2.6から次のことがわかる:71が可分のとき, 既的なCCRのWeyl型表

現はSchradinger表現と同値である･

11自己共役演算子Aに対する形式的な展開eitA-∑nCC=｡(iiA)n/n!を用いればよい･ただし,Aが非
有界な場合,この展開は限られた部分空間上においてしか成立しないので,こうした展開の積に関わる

形式的計算の数学的な正しさは保証されない･実際,以下に述べる定理 2.6により,Schr6dinger表現の

直和と同値でないCCRの場合,(2.4),(2.5)はみたされない･

12証明については,[23日26】を参照.
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CCRの表現の一意性に関 して注意すべきことは,Weyl型の表現ではなく,もとも

とのCCRの表現に関 しては,YonNeumannの一意性定理は一般には成立 しないと

いうことである.実際,Schr6dingerd一系でない CCRの表現,すなわち,非同値表現

が存在する.次節以下において考察するゲージ理論に現れるCCRの表現はまさにその

ような表現のクラスに属するのである (4節を参照)13

3 物理的運動量演算子の基本的性質

3.1 基本的な枠組み

序でふれたように,(1.2)によってあたえられる非単連結空間M 上のゲージ理論で,

ゲージ群がU(p)であるものを考察する･ある数学的な技術上の理由から,この空間に

関 して次のことを仮定する :

仮定 (M) 各 j-1,2に対 して,数列 tanj)nW=1は集積点をもたない･

この仮定により,Mは閲集合であることが示される.

p次元ユニタリ群 U(p)のリー環をu(p)で表す･これはpxp反エル ミー ト行列の

全体である･ゲージ場(ゲージポテンシャル)Aは,M 上の u(p)一億1形式

A(r):-Al(r)dx+A2(r)dy, r-(I,y)∈M, (3.1)

によってあたえられる.ここで,Ai,i-1,2,は,M 上のu(p)掘 関数であ り,連続微分

可能であると仮定する･ゲージ場 Aから,ゲージ場のの強さ(gaugefieldstrength)Fが

F:-dA+A Â (3･2)

によって定義される･これは M 上の u(p)一億2形式である.簡単な計算によって,

FJ4:-alA2-･82Al+lAl,A2]

とすれば (al:-∂/∂x,∂2:-∂/ay),

F-FAdx∧dy

(3.3)

(3･4)

であることがわかる.

以下, h=1となる単位系を用いる.

M の中をゲージ場 Aと相互作用をしながら運動する量子力学的粒子を考える.序

で述べたように,このような量子系の状態のヒルベル ト空間として,L2(R2;cp)≡

13もともとのCCRの表現に関して,VonNeumannの一意性定理の結論を成立させるには,Qj,Pjに
付加的な条件を課す必要がある.この範晴での基本的な結果 として,Rellich-Dixmierの定理がある

(たとえば,【26]を参照)･

- 762-



｢第5回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

L2(M;CP)をとることができる･この粒子の物理的運動量をp- (Pl,P2)とすれば,

各成分の演算子 Pjは,L2(R2;cp)で働 く演算子として,

Pl- P1-ill, P2-P2-iA2,

によって定義される･ここで,pjはCCRのSchr6dinger表現における運動量演算子 (例

2.1で d=2の場合)である14.

この節では,Pjに関して,ゲージ場 Aの詳細によらない性質を調べる･

3.2 物理的運動量演算子の本質的自己共役性とスペク トル

Pjが対称演算子であることは容易にわかる.これが物理量であることを保証するた

めには,その本質的自己共役性を示さなければならない.これに関する結果を述べる

ために,いくつか言葉を用意する.

p行 p列の複素行列の全体を Mp(C)で表す･a,b∈R,a <bとし,B :la,b]う
Mp(C)を閉区間 [a,b]上の Mp(C)一億関数で連続かつ区分的に微分可能なものとする.

(so,sl,- ,Sn)を【a,b]の分割で

max Jsk-Sk_lJう0(nJ∞),
a- so< sl< S2< ･･･< sn-1< sn-b?k=1,･･･,n

をみたすものとする･このとき,Bに対する乗積積分 (productintegral)托 eB(S)dsが
ら

IleB(S)ds-nlimJ B(sn)(sn-snll)eB(sn-1)(sn-1-Sn-2)･･･eB(sl)(S1-80) (3･5)α

によって定義される[12ト

Cを M の中の連続で区分的に微分可能な曲線 とし,その媒介変数表示が7(丁)-

(71(T),72(T)),7-∈[a,b](a <b,a,b∈R)であたえられるとする.u(p)一億 1形式 Aの,

Cに沿っての線積分を/cAと記す･区間 [a,b]上の u(p)一億関数:

Tう｣Al(7(7-)丹1(T)+A2(7(T))†2(T))

(i,i(T):-dTj(T)/dT,i-1,2)の乗積積分

a

wAlC]:-rle-1Al(T(T))il(T)+A2(7(丁))i2(丁))dT
α

(3.6)

を曲線 Cに沿っての平行移動子 (paralleltransporter)とよぶ･これは,物理学の文献

で,通常,

wAlC]-Pe-IcA (3.7)

と表記される (Pは "path-ordered"の意)･容易にわかるように,WAlC]∈U(p)が成
り立つ.

14演算子 T,Sの和T+Sの定義域は,特に断らない限 り,D(T)nD(S)であるとする.
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注意 3･1ーWAlC]の幾何学的意味･点 rにおけるファイバーCPをy,で表そう･曲線 C
の始点をa,終点をbとすれば,このとき,WAlC]は,Aを接続形式として,Vaのベ

ク トルをVbのベクトルに平行移動する演算子である (たとえば,【15, 4章]を参照)･

注意 3.2任意のr,r′∈M とj,k-1,2に対して,Aj(r)とAk(r′)が可換ならば,すな

わち,[AJ･(r),Ak(r′)]-0ならば,

wAlC]-e-IcA

となる.

Dを R2の開集合とする.D上の CP一億関数で m 回連続微分可能なものの全体を

cm(D;CP)によって表す (m ≧0)･関数空間 cm(D;CP)の元で,その台が Dの内

部に含まれる有界集合となるようなものの全体をC.m(D;CP)と記す･

M の部分集合を二つ導入する :

Ml:-((I,y)∈Mly≠an2,n∈N) ,

M2:-((I,y)∈M匝≠anl,n∈N) ,

とお く･仮定 (M)によって,各MjはR2の閲集合である･

点 r∈R2からr′∈R2へと至る直線をL,･,,,によって表す･

(x,y)∈Ml(M2)ならば,すべてのT ∈Rに対 して,(TX,y)∈Ml[(I,Ty)∈M2]

であることに注意して,Mj上のU(p)一億関数gj(i-1,2)杏

91(I,y):-WA〔L(0,y)由 )rl,92(I,y):-WA〔L(I,o);(x,y)]-1, (3･11)

によって定義する･このとき,乗積積分の基本定理 [12,Theorems2･1,5.2,5.3]を応用

することにより,gj∈Cl(M,.;CP)かつ

ajgj(r)-gj(r)Aj(r) (3.12)

であることが示される.

集合 M＼Mjの2次元ルベーグ測度は0であるので,関数gjは,L2(R2;cp)上のか

け算ユニタリ演算子bjを一意的に定義する‥

(bjtF)(r):-gj(r)tF(r), せ∈L2(R2;cp),r∈Mj･ (3･13)

(3.12)を利用 して,次の定理を証明することができる･

定理 3･1各 Pjは C.1(Mj;CP)上で本質的に自己共役であり,演算子の等式

Pj-3TlpjGj, 3-1,2,
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証明(概略) まず,(3･12)によって,任意のせ∈C.1(M,I;CP)に対 して,

Pjせ-3Tlp,･(緋 ) (3･15)

が成立する･ユニタリ演算子鋸まC.1(Mj;CP)からそれ自体への全単射である.他方,

pjがC.1(Mj;CP)上で本質的に自己共役であることを示すのはそれほど難 しくない.珍

えに,(3.15)は,P,･が C.1(M,.;CP)上で本質的に自己共役であることを意味する.これ

がひとたびわかれば,ベク トル方程式 (3･15)に現れる両辺の演算子の閉包を考察する

ことにより,演算子の等式 (3･14)が得られる･∫

定理 3･1から,自己共役演算子Pjのスペク トルの性質がわかる･自己共役演算子 T

に対 して,そのスペクトル,絶対連続スペク トル,特異連続スペク トル,点スペク ト

ルをそれぞれ,J(T),Jac(T),qs｡(T),0.,(T)で表す･

定理 3.2各j-1,2に対して,

J(Pj)-Jac(Pj)-a ,qsc(Pj)-J,(Pj)-臥 (3.16)

証明 (3･14)により,q#(P,.)-J#(p,I)･他方,よく知られているように,J(pj)-

crac(pj)-a,Jsc(pj)-J,(pj)-0･ゆえに,(3･16)が成立する･I

3.3.物理的運動量演算子が生成する強連続 1パラメーターユニタリ群

定理3.1により,物理的運動量演算子の閉包Pjは自己共役であるので,これが生成

する強連続 1パラメーターユニタリ群

Tj(i):- eitP,, t∈R,

を考えることができる.

定理 3.3すべてのせ∈L2(R2)とi∈Rに対して,

(Tl(i)ql)(I,y)-WAlL(C.廟 (I,y)]q(I+t,y), a･e･(I,y)∈R2,

(T2(i)ql)(I,y)-WA[L(T,y. i);(I,y)]tF(x,y+i), a･e･(I,y)∈R2･

証明 [5,Theorem2.2]の証明を参照･∫

(3･17)

注意 3.3注意3.1を考慮すると,(3･18)は次のような幾何学的意味をもつ :a.e.(I,y)∈
R2に対して,(Tl(i)g)(I,y)は,V(I+i,y)のベクトルせ(I+i,y)を直線L(T+i,y);(T,y)に沿っ
て平行移動して得られる,V(C,y)のベクトルを表す･式 (3･19)についても同様･
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定理 3.3を用いると,Tl(S)とT2(i)の交換関係を求めることができる.その結果を

述べるためにいくつかの対象を導入する.

実数 t,Sに対して,

Ms,i:-((I,y)∈R2lx≠ anl,anl- 5,y≠ an2,an2- i,n∈N) (3.20)

とおく･Ms,tの点(I,y)を出発して,(x,y)う(I+S,y)ぅ(I+a,y十i)ぅ(I,y+i)う
(I,y)のように点 (I,y)にもどる,長方形の閉曲線を C3,y;S,tとする (図 1を参照)･.

CI,y;S,i:- L(C,y);(I+S,y)OL(3+S,y);(I+S,y+i)OL(3+S,y+i);(T,y+i)｡L(E,y+i);(I,y)･ (3･21)

(x,y+i) (I+S,y+i)

(I+S,y)

図 1:閉曲線 C(I,y;S,i)(S,i>0の場合)

この閉曲線に対応 して,Ms,i上のU(p)一億関数を

鳴 (x,y)-WAlC(I,y;a,i)], (I,y)∈Ms,t,

によって定義することができる ((I,y)∈Ms,iならば,C(I,y;S,i)はD と交わらない

ことに注意)･任意のS,i∈Rに対して,WsltはMs,辻 のU(p)一億連続関数である･

集合 R2＼Ms,舌の2次元ルベーグ測度は0であるから,関数喝 によるかけ算演算

子はβ(R2;cp)上のユニタリ演算子を一意的に定義する･このユニタリ演算子を鴫
で表す.

定理 3.4すべてのββ∈Rに対して,

鴫 Tl(S)T2(i)-T2(i)Tl(S)
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ql,q2を自由度2のCCRのSchr6dinger表現における位置演算子とする (例 2.1で

d=2の場合).それぞれが生成する強連続 1バラメタ-ユニタリ群を

Sj(i):-eitq,,i∈R,i-1,2,

としよう･これらとT,･(i)の交換関係は次の定理によってあたえられる･

定理 3.5すべてのS,i∈Rに対して

sj(S)Tk(i)-e-iS,kStTk(i)Sj(S), j,k-1,2.

4 ゲージ理論における CCRの表現

4.1 一般的構造

容易にわかるように,C.2(M;CP)上で次の交換関係が成 り立つ :

lqj,Pk]-i6jk, lPl,P2]--FA･

(3.23)

(3.24)

(4.1)

これからわかるように,もし,FA-0(これは F-0と同値)ならば,演算子の組

(q,.,Pj),?=1はC.2(M;CP)上でCCRをみたす･
ところで,微分幾何学で知られているように,F=0のとき,Aは (M 上で)辛

哩(鮎t)であるといわれる･

すでに見たように,P,･は自己共役である･こうして次の事実が確認される :

命題 4.1

7rA:-(L2(R2;cp),C.2(M;CP),(qi,Pj),?=1) (4･2)

が自由度2のCCRの表現であるための必要十分条件は,Aが平坦であることである.

注意 4.1Aが平坦の場合でも,Mが非単連結であるために,考察下のゲージ理論は自

明なものになるとは限らない (後の注意 4.3を参照).

命題4.1により,Aが平坦な場合,7TAは自由度2のCCRの表現をあたえる.そこ

で,次の問題は,この表現が Schr6dinger系であるための必要十分条件を求めること

である･そのためには,YonNeumannの一意性定理に留意 し,(qj,P,･),?=1が CCRの

Weyl型表現になるための必要十分条件を考察すればよい.

定理 3.4と定理 3.5から次の定理が得られる.

定理 4･2(qj,Pj),?=1が CCRの Weyl型表現になるための必要十分条件は,すべての

a,i∈Rに対して,Tk,sli-Iが成立することである.
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注意 4.2定理 4.2においては,Aが平坦であることを仮定する必要はない.

定理 4.2から次の結果が得られる.

定理 4･3Aは平坦であるとする･このとき,CCRの表現7TAが Schr6dinger2一系である

ための必要十分条件は,すべての S,iERに対 して,鶴 -Iが成立することである.

こうして,CCRの表現7TAが Schr6dinger2-系であるか否かは,閉曲線 C(I,y;a,i)
に対する平行移動子によって完全に特徴づけられる.

注意 4･3Aが平坦で,R2全体で連続微分可能である場合は,すべての S,i∈Rに対

して,鴫 -Itなることが示される･したがって,この場合は,CCRの表軌 Aは

Schr6dinger2一系にな り,この表現から展開される量子力学の内容は自由粒子の理論と

同等になる.ゆえに,CCRの表現7rAによって展開されるゲージ理論が非自明であるた

めには,ゲージ場 Aが D の中の少な くともひとつの点で特異であることが必要であ

る･実際,そのようなゲージ場 Aで CCRの表現7rAが Schr6dinger21系でないものは

たくさん存在する (以下の 5.3項および 【5,§Ⅴ]を参照).

4.2 AB効果との照応

定理 3･4より,すべての S,t∈Rとせ∈L2(R2･,cp)に対 して,

(Tl(S)T2(i)q)(I,y)-鴫 (I,y)-1(T2(i)Tl(S)tF)(I,y), a･e･(I,y). (4.3)

注意 3･3によって,左辺 (右辺)は,V(r+S,y+i)のベク トルせ(37+S,y+i)を曲線

L(K+S,y+i);(C+S,y)｡L(x+S,y);(x,y)(L(I+S,y+i);(I,y+i)0L(I,y+i);(3,y)) に沿って平行移動 して

得 られるベク トルを表す.式 (4.3)は,これら二つの平行移動における,波動関数せの

位相のずれがユニタリ行列 昭 (I,y)-1によってあたえられることを示 している･他方,

Aが平坦であれば,M の中に存在する量子力学的粒子はゲージ場の強さF(p-1の

場合で言えば,磁場)とは相互作用をしない･しか し,この場合でも,Wsii(I ,y)~1は,
恒等的に単位行列であるとは限らず,非自明な位相のずれをあたえうる.この意味で

の非 自明な位相のずれの生起に対応する現象は,AB効果とよばれる15.

定理 4.3は次のことを意味する :AB効果は CCRの表現7TAが非同値な表現 (非

Schradimger2一系の表現)となる場合によって記述される.

15この効果は,本来,磁場と荷電粒子の相互作用に関わる量子力学的現象であり,理論的には,p-1

の場合のゲージ理論,すなわち,U(1)-ゲージ理論によって記述される[1,29,25].AB効果の実験的な
側面については,たとえば,[24]の6章,7章を参照･だが,ここでは,この概念を一般のゲージ理論
へと拡張して用いる.そうすることにより,たとえば,クオークに関する"AB効果"を語ることも可能
になるであろう.
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4.3 平行移動子の条件

すべてのS,i∈Rに対して,鴫 -Iが成立する条件を計算しやすい別の形に言い
換えることを考える.

中心がan,半径がe>0,始点と終点が r(Jr-anl-e)の円周をCEr(an)で表す

(回る向きは反時計回りで,その回数は 1回とする)･仮定 (M)により,

60:=nimチnnfm∈N lan-a-1'0･

次の事実を証明できる.

定理 4･4すべてのS,i∈Rに対して,鴫 -Iが成 り立つための必要十分条件は,A
が平坦であり,かつ定数6∈(0,60)とIrn-anl-Eをみたす rn∈R2が存在 して,す

べてのe<6に対して,

WAlCErn(an)]-I, n≧1,

が成立することである.

この定理は,乗積積分に関するいくつかの結果を援用することにより証明される

([5,§ⅠⅠⅠ]を参照).

定理 4.3と定理4.4から次の結果を得る.

定理 4.5Aは平坦であるとする･このとき,CCRの表現7TA が Schr6dinger2一系であ

るための必要十分条件は,定数6∈(0,60)とrrn-anf-Eをみたすrn∈R2が存在 し

て,すべてのe<6に対して,

WAlCern(an)]-I, n>_1,

が成立することである.

注意 4.4ゲージ場が平坦な場合,ゲージ場の強さの成分FAはDの部分集合に集中し

ている.したがって,FAは,R2上のCP一億超関数としては,点 an,n-1,2,- ,に質

量をもつデルタ超関数とその微分の一次結合で表される.これは,物理的にはある種

の理想化とみなされる.しかし,FAの存在する領域が孤立点の集合ではなく,正のル

ベーグ測度をもつ開集合である場合にも,この節の考え方をすこし変形することによ

り,CCRの表現論の観点からAB効果を考察することは可能である.この方向の研究

は,p-1の場合,【17]においてなされた･
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5 U(1)-ゲージ理論の場合

この節では,p-1の場合 (U(1)守 -ジ理論),すなわち,1個の荷電粒子が磁場

と相互作用をする量子系の場合を考察する.この場合,M 上の磁場 βは

B-iFA -i(∂lA2- ∂ 2Al) ( 5 .1 )

によってあたえられ,磁場のベク トルポテンシャルは (iAl,iA2)である (iAjが実数値
関数となることに注意).

5.1 ccRの表現と磁束の局所的量子化

p-1の場合,曲線 Cに対する平行移動子は,

wAlC]-eiOAlC]

と書ける.ただし,

･AlC]:-i/cA

であり,これは物理的には,Cの内部を貫 く磁束を表す.したがって,

鴫 -e鶴 , S,i∈R･

(5･2)

(5･3)

(5.4)

ただし,

鴨(I,y):-OAlc(I,y;a,i)]･ (5.5)

ゆえに,すべてのS,i∈Rに対して,鴫 -Iが成立することと実数値関数鴨 がすべ

ての S,t∈Rに対して,27rZ一億であることとは同値である.後者が成立するとき,磁

束は局所的に量子化されているということにする.この概念を用いると,定理4.3は次

のように言い換えられる :

定理 5.1Aは平坦であるとき,CCRの表現7rAがSchr6dinger2-系であるための必要十

分条件は,磁束が局所的に量子化されていることである.

5.2 既約性

U(1)-ゲージ理論の場合は,CCRの表現7rA について,ある種の既約性を証明する

ことができる.このことを正確に述べるために言葉を用意する･L2(R 2)上の有界線形

演算子の全体をB(L2(R 2))で表す･

演算子の集合

i:A:-(qj,i,.),?=1
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に対 して,その弱可換子集合 (weakcommutant)が

L:1:-(T∈B(L2(R2))I(Tせ,S◎)-(TSせ,◎),せ,◎∈C.2(M),S∈L:A) (5.7)

によって定義される.また,ユニタリ演算子の集合

WA:-fSj(i),Tj(i)li∈R,j-1,2)

の可換子代数

WL:-(T∈B(L2(R2))lTS-ST, S∈WA)

を導入する.このとき,

WL⊂I:1

(5.8)

(5;9)

(5･10)

であることは容易にわかる.演算子の集合 L:A,WAは次の定理に述べる意味で既約で

ある.

定理 5･2([21])i:i-WユニCI･

この定理から,CCRの表現7rAが Schr6dinger2-系である場合 (したがって,Weyl

型である場合),それは既約であり,ゆえに,Schr6dinger表現 (qj,Pj),?=1に同値であ
る.この事実と定理5.1を合わせると次の結果が得られる.

定理 5.3Aは平坦であるとき,CCRの表現7TAが Schr6dinger表現に同値であるため

の必要十分条件は,磁束が局所的に量子化されていることである.

5.3 非同値表現の例の構成

磁束が局所的に量子化されておらず,しかも平坦であるベク トルポテンシャルは,

実際,無限に多く存在すること,したがって,Schradinger表現に同値でない CCRの

表現汀A(非同値表現)が無数に存在することを示そう.

点 anに対応する複素平面の点をan-anl+ian2で表し,

M :-C＼(an)nw=1 (5.ll)

とお く･lalI≦la21≦ ･･･と仮定 して一般性を失わない･仮定 (M)によって,Ianlう

∞ (nJ ∞)である･各 nに対して,関数

n/_＼_ Cn11 I Cn,2 1 l Cn,kn
Pn(I):-一二L +
~′ん＼~/I I-anI(I-an)21 ■(I-an)kn

を考える･ここで,kn∈N,cn,i∈C(i-1,- kn)は任意の定数である･Mittag-Lemer

定理によって,次の性質 (i),(ii)をもつ有理型複素関数f(I)が存在する :
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(i)fはAl上で正則･

(ii)I-anにおけるfの主要部はPn(I)である･

この関数 Jを用いて,Al,A2 を

Al(I,y)ニーiSJ(I+iy), A2--i町 (I+iy), (5･12)

によって定義する.このとき,Jに対するコーシー-リーマン方程式は,〟上での方程式

alA2-8 2A1-0, alAl+a2A2-0, (5.13)

を導く.したがって,特に,A-Aldx+A2dyは平坦である.さらに,留数定理を応用

すれば,

鴨 (I,y)-27r ∑ 況cn,1 , (x,y)∈Ms,i, (5･14)
an∈D(I,y;S,i)

であることがわかる･ここで,D(I,y;S,i)はC(I ,y･,S,i)の内部領域を表す･したがっ

て,紀 cn,1が整数とならない n がひとつでもあれば,磁束は局所的に量子化されない.

こうして,各特異点anにおける磁束の値の取 り方に応じて,CCRの非同値表現が無限

に多く存在することがわかる.

5.4 量子平面,量子群の表現

LJl>0,LJ2>0を定数として,集合 Dが無限格子

L(wl,LJ2):-(n m,n:-(r7- 1,nLJ2)恒 ,n∈Z)

の場合を考えよう.

Om,n-mLJl+inLJ2

とし,

ML:-C＼四m,n)m,n∈Z

(5･15)

(5･16)

(5･17)

とおく.MLで正則な有理型関数fで,点Om,ntこおける留数の実部がm,nによらず一定

の値 Cをとるものを任意に選ぶ16･5.3項の例と同様に,(5･12)によって,Al,A2を定義

する･D-L(LJl,LJ2)の場合の集合Ms,逐 Mf,iとしよう･このとき,(5･14)によって,

鴨 (I,y)-27TC ∑ 1,(I,y)∈Mf,t･
n m,n∈D(T,y;S,i)

16このような関数 Fの典型的な例としては,たとえば,f2m,n,m,n∈Z,に特異点をもつWeier_strass
のゼータ関数の定数増がある.
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ところで,佳意の (I,y)∈MuLl,W2に対 して,D(I,y;LJl,LJ2)は L(wl,W2)の点をただひ

とつだけ含む.したがって,

051,W2(I,y)-2打C, (I,y)∈MwLl,U2･

ゆえに,

U31(C):-T,･(LL,i), j-1,2,

とおけば,定理 3.4と(5.4)により,

Ul(C)U2(C)-e~2m'cU2(C)Ul(C)

(5･18)

(5.19)

が得られる･これは,7rc:-fUj(C)),?=1が,変形パラメーターq-e~2m'Cの量子平面 (回
転代数)のユニタリ表現であることを示している17.こうして,量子平面のユニタリ表

現の 1パラメータ一族 (7Tc)C∈Rが構成される･容易にわかるように,C≠C′ならば,7rc

と汀cJはユニタリ同値ではない.

定理 3.2とスペクトル定理を用いることにより,次の事実を証明できる.

命題 5.4任意の C∈Rに対して,7Tc-不変な,L2(R2)の非自明な有限次元部分空間は

存在 しない.

この命題は,表現汀｡の任意の既約成分が無限次元であるということを意味する.こ

うして,量子平面の表現7rcは本質的に無限次元であることがわかる.したがって,こ

れらは,【30,20]において論 じられた量子平面の表現-これらは有限次元表現- と同

値ではない.この意味でも表現7Tcは興味深い.

量子平面の表現があたえられると,これから量子群 Uq(sl2)の表現を構成する方法

がある･詳細については,[7]を参照されたい･

6 他の側面

最後に,この論文で考察したゲージ理論のもつ他の側面や発展性について簡単にふ

れてお く.

6.1 非相対論的ハミル トニアンとDirac-Weyl演算子の解析

Aが平坦であり,CCRの表現7rAが非同値表現である場合に,これを用いて展開さ

れる量子力学の内容がどのようなものであるかを探究することは興味がある18.

うな探究の重要な対象として,表現7TAに付随する非相対論的ハミル トニアン

･71:-三(P12+P22)

このよ

(6･1)

17量子平面や以下で言及する量子群については,たとえば,[19]を参照･
18打Aが Schr6dinger2一系である場合は,これから定義される量子力学の内容は,自由粒子の理論と同

等である.
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とDirac-Weyl型演算子

p-Jl⑳Pl+J2⑳P2 (6･2)

がある.ここで,m>0は質量パラメーター,61,g2はパウリ行列である.

Hに関しては,Aj∈Cow(M;CP)i-1,2,であって,CCRの表現7rAが Schr6dinger

2一系でない場合,HはG.cK'(M;CP)上で本質的に自己共役でないことがわかる[4].し

たがって,この場合,HのCoco(M;CP)への制限 Hmin:-Hc.～(M;Cp)は複数の異なる
自己共役拡大をもつ可能性がある.そこで,Hに関する基本的な問題のひとつは,

(H.1)Hminの自己共役拡大をすべて決定すること

である.これは未解決問題である.

Hminのある意味で自然な自己共役拡大は容易に兄いだすことができる.実際,ヒル

ベル ト空間上の2次形式の理論 (たとえば,[27,§ⅤⅠⅠⅠ.6])を応用することによって,

D(H～1/2)-D(Pl)nD(P2), (6･3)

(H～1/2g,H～1/2◎)-よく(plo,Plo)+(P20,P20)), 叫 ∈D(H～1′2),(6･4)

をみたす非負自己共役演算子H～がただひとつ存在することがわかる.これは,Hのひ

とつの自己共役拡大をあたえる.この場合,興味ある問題として次のものがある :

(H.2)Hのスペクトルを同定せよ･

(H.3)e-tHの積分核 (熱核)e-tH(r,r')の存在を示し,そのiう0における漸近展開を
求めよ.

Dirac-Weyl演算子Pに関しては,次の間題が完全に解かれることが望まれる :

(D･1)P は本質的に自己共役であるか?

(D･2)Pのスペク トル解析･特に,Pの零エネルギー状態の同定･

問題 (D･1)は,ゲージ場が特異性をもちうるために,全然自明ではない･(D･2)につい

ては,卯 こよって記述される超対称的量子力学を考察する上で特に興味がある.これら

の問題に対するいくつかの部分的解答は[3,6】においてあたえられた.特に,Aの特異

点の数がN個 (N<∞)の場合,Pのある自己共役拡大の零エネルギー状態は非自明な

縮退をもち,ある付加的な条件のもとで,その縮退度は,Ⅳ ぅ ∞ のとき,無限大に

なることが示される.こうした数理的構造に対応する物理現象 (AB効果に付随 して

起こるべき物理現象)が何かあるはずであるが,それがどういうものであるか,いま

のところ,筆者にはわからない.ご存知の方は教えていただければ有 り難い.
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6.2 無限格子系との関連

通常,無限格子上の量子系のモデルは,ある種の物理的描像に基づいて,何らかの

特別の仮定を手でいれてつくられる.量子力学の原理に基づいて,あらゆる現象を論

理的に首尾一貫 した形で厳密に認識 しようとする観点からは,このような状況は明ら

かに不満足なものである.したがって,このような観点からは,連続的な空間上の量

子力学から格子系のモデルが自ずと派生する機構が存在するかどうかを調べることは

重要である.この論文で考察したゲージ理論に関しては,少なくとも,p-1の場合

には,そのような機構が実際存在することを示すことができる.以下,その概略を述

べる.

U(1)-ゲージ理論において,5･4項のように,ゲージ場の特異点が琴限格子 L:-

L(LJl,LJ2)を形成する場合を考える･このとき,L上の量子系を考えることができる.

この格子量子系の状態のヒルベル ト空間は

22(L):-(4,-(4,(nm,n))m ,n∈zl4,(nm,n)∈C,m,n∈Z, ∑ 14,(nm,n)l2<可
m,n∈Z

(6･5)
によってあたえられる.

頂点をnm,n,nm+1,孤,nm+1,n+1,nm,n+1とする長方形の内部をSm,nとし,その定義

関数をxm,nとする･各 Sm,n上で一定の値をとる,L2(R2)の元の全体をLal,U2(R2)と

しよう･これは,L2(R2)の閉部分空間である･このとき,

U4,:- ∑ 4,(nm,n)xm,n,4,∈22(L),

n,m∈Z

によって定義される写像 U:C2(L)→Lal,W2(R2)はユニタリである･この意味で,22(L)
とLal,W2(R2)は同一視される･したがって,もし,L2(R2)上の演算子でLal,山2(R2)に
よって簡約されるものがあれば,その簡約部分は,格子量子系の演算子をあたえる.こ

のような場合,連続空間上の量子系の理論から,理論自体の内的構造として,格子上

の量子系の理論が導かれることになる.これが上に言及 した機構の意味である.

実際,あるクラスのベクトルポテンシャルに対しては,ユニタリ演算子Tj,TT1,j-
1,2,がLal,W2(R2)によって簡約されることを証明することができる[10]･この場合,その

簡約部分は,格子L上に磁場がかかった量子系の磁気並進演算子(magnetictranslation)
をあたえる19.これらの演算子は,いわゆるHofstadter型のモデルを定義する (たと

えば,[18,30,20]を参照)･こうして,格子空間L上のHofstadter型のモデルを連続

的な量子系の簡約部分として導出することができる･詳細については,[10]を参照さ
れたい.

19磁気並進に関する研究は,たとえば,【11,13,14,30,20]に兄いだされる.
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