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1.  序論　 

  空間は3次元：常識 

しかし、 
     ドラえもんの「４次元ポケット」 

以外に、物理学でも折に触れ3次元以外の 
　　　　　　　　　　　　　“余剰次元(extra dimension)” 
の可能性が議論されて来た： 
　・アインシュタインの統一場理論  (Kaluza-Klein 理論)　　 
　・超弦理論（素粒子の全ての相互作用の統一理論） 

余剰次元：　力（相互作用）の統一と密接に関係　 



２． 次元を上げると異なったものが統一的に見える　 

　古典物理では、物理法則は回転対称性を保証するため、 
　　　　　ベクトル = 　ベクトル　or 　スカラー = 　スカラー　 
の様に“素性の同じ”もの同士を等しいとおいて法則が書かれる　 
（∵） 
基底の変換で、二つのベクトルの成分は変わるが、“共変的 
(covariant)”に変わるため物理法則は変わらない。　 



・電気と磁気は古典物理では別物　 
　　　例） 

         　　はベクトル、      はスカラー　（空間回転の下で変換性は全
く違う） 

　　しかし、（特殊）相対論が誕生し、空間と時間はmix し、これらを合
わせて 

　　　　　　　　　「時空間  (space-time)」 

という概念が生まれた：　　　　３次元　→　４次元　　!    

慣性系S　→　慣性系S’  　(S に対しx 方向に速さv で運
動)：  古典（ガリレイ変換） 特殊相対論（ローレンツ変

換） 

： ｒａｐｉｄ
ｉｔｙ 一種の“回転”　→　空間と時間はmix 時間は絶対的 ⇔ 



ローレンツ変換の下での不変性（特殊相対論の要請）を保つために、全ての3
次元的ベクトルは4元（成分）ベクトルに拡張されるべし。 

力学 の運動方程式　  

一方、電磁気のマクスウェル理論は特殊相対論と“相性が良い”。　 
　（∵）　 マクスウェル方程式　→　電磁場の波動方程式　 

　→　一定の速さ（光速　                           ）で伝わる電磁波。 

電磁気の法則は変更する必要はなく、そのまま４元ベクトル、テンソル
等を用いて相対論的に書き換えられる。 

ベクトルポテンシャル　　　 は 第4のメンバーとして         を取り入れて 
“4元電磁ポテンシャル”　で表される:   

電気と磁気の統一：　　 4次元への拡張で実現　!  
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間 

4元電磁ポテンシャルと電磁場との関係式は　　　　　　　　　　　　　　を
相対論的に 
して　 

　　　　　　は反対称テンソルで　　　　　　　　　　 個の独立な成分を持
つ 

　　　→　　　 

（“場の強さ”テンソ
ル） 



：　4次元時空における　電場と磁場の統一　！ 

３．アインシュタインの統一場理論　　 

　素粒子に働く４つの力　（相互作用）　　 

　　・強い相互作用 ： 
　　　（例）　ヘリウム原子核の２個の陽子間に働く電気的反発力に 
　　　　　　　打ち勝つ引力　 
　　・電磁相互作用　　 
　　・弱い相互作用：　 
　　　　放射性原子核のベータ崩壊　 
　　　　　　　N →　N’ +  e  +  νe  　　（e 　がベータ線)    
        ・重力相互作用　 



アインシュタインは当時知られていた重力相互作用と電磁相互作用（4次元時空で
統一）を、extra dimesion １の 
　　５次元時空上の一般相対論（重力理論）　 
として統一しようとした：　 

　　　統一場理論　　(Kaluza-Klein 理論)　　 

素粒子の世界では（日常重要な）重力はほぼ無視できる：　 
（静止した）陽子間に働く力を比べると：　 

　　　電気力：重力　　 

素粒子の標準模型：　　重力を除く３つの相互作用を記述する理論（重力を
無視）　 

３．１　重力（一般相対論）と幾何学　 

　　アインシュタインによれば　 
　　　　　重力は慣性力　！　 
つまり、適当な観測者から見ると局所的にはいつでも消し去ることが出
来る。 
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S  →　S’ 　で重力を消去できる 
∵）　重力質量　= 　慣性質量　 
：　　等価原理　 

落下する 
エレベー
ター 

重力は真の力ではなく慣性力　 

→　重力以外の力が働かない物体は直進するはず　 

→　では何故シャトルは直進せず地球の周りの円軌道を描くのか？　 

（一般相対論の解答） 

　重い質量（大きなエネルギー   ）の存在する点の周りの時空が歪む（曲が
る）ため　 
（慣性力　→　重力は時空座標系、即ち時空の構造そのものに依存して生じ
ることを言っている） 



は単に曲がった時空間上を“直
進”しているだけ 

ブラックホール 

３．２　平行移動と接続係数　 

　　　平坦な平面：　座標系の基底ベクトルは平行移動によって“張り巡
らす”ことが出来る　 



球面　（スカラー曲率が　　　　　　の曲がった空間）：　 

ベクトルを閉じた経路に沿って平行移動で一周させるとずれてし
まう 

→　　基底ベクトルを平行移動で張り巡らすことは出来ない　 

→　　ある（時空の）点　 　　　　  での基底ベクトルを近傍の点   
　　　に平行移動すると、Q 点での基底ベクトルとずれてしまう。　 



ずれを表すのが接続係数（クリストッフェル記号）：　　 

３．３　ゲージ理論と幾何学　 

ゲージ対称性　 
　　現代物理のもう一つの柱の量子力学では粒子も波動性を持ち空間に確
率的に分布。各点での存在確率（密度）は波動関数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複素数）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
を用いて　　 

と表される。 



確率P　が与えられても波動関数は一意的に決まらず、位相変換 

の自由度が残る。この変換を「ゲージ変換」と言い、その下での
不変性をゲージ対称性という。 

（大域的ゲージ対称性） 

　位相　　　が時空点に依らない定数の時　“大域的ゲージ変
換”と言い、シュレディンガー方程式 

は　　　　 に対しても同じ形の方程式になる（共変性）：　 
　　　大域的ゲージ対称性がある。   



（局所的ゲージ対称性と接続場（ゲージ場）） 

　位相　  が時空点に依る“局所的ゲージ変換”の場合には事情は異なる。こ
れを幾何学的に理解しよう。　 

　時空の点　　　　　　　　　　　　で与えられた波動関数　　　　　　は
複素数 
　　→　点　　の“内部”に複素平面（内部空間と呼ぶ）を考え、その平面上
に　 
　　　　　　　　　に相当するベクトルを考える　　　　　　　　　　 

　ゲージ変換： 　内部空間での実軸、虚軸方向の基底ベクトルの　　　　 
の回転　 内部空間 

ゲージ変換 



　大域的ゲージ変換：　全ての時空点で同じ角度の変換。基底ベクトル
は全ての点で揃っている　→　内部空間が“平坦”　 
　局所ゲージ変換：　もはや基底ベクトルは時空点ごとに勝手　　 
　　　　　　　　　　　　→　内部空間が“曲がった空間”　　 

重力理論（一般相対論）の時と同様に、点　　　　  から近傍の点　　　　　　　　
への基底ベクトルの平行移動を行い、　　　　　　　　　での基底ベク
トルとの 
ずれを“接続係数”を用いて表す事が出来る： 



内部空間での接続係数：　４元電磁ポテンシャルに対
応 

３．４　　　アインシュタインのアイデア 

内部空間を“外部空間（余剰次元）”と同一視し、５次元時空間上の重力理
論（一般相対論）を考える。　 



内部空間 ゲージ変
換 

　即ち、ゲージ変換で波動関数のベクトルが回転する円を 
　　　extra dimension （第4の空間）と見なす！ 

ゲージ対称性：　円の幾何学
的 
対称性(isometry)   

円に沿ったextra dimension 
の座標を　　 と書くと、局
所ゲージ変換は 

という一般座標変換と同定。 



           が電磁場、それを量子化して得られる光子(photon)を表すよ
うに、５次元の重力理論では計量テンソル 
が重力場、それを量子化した重力子(graviton)を表す。 
　　　　 　　は 　　　　 が                                 をとるか、　 をと
るかで以下の 
様に分解できる： 

  ４次元時空から見ると、次の様な３種類の粒子の統一が成されてい
る 
ことになる： 
　　                             :  重力子　(S = 2)　 
　　　　　　　　　　　　　　　　：  光子 (S=1)　 
　　　　　　　　　　　　:  ブランス・ディッケ スカラー (S=0) 　　　　 スピンが1 づつ違うボソンの統一理論になっている。 

　Extra dimension は見えるか？　 
　　このタイプの理論(Kaluza-Klein 理論)　では、５次元目の円の半径 
は非常に小さく（到達可能なエネルギーでは）認識出来ない：　 

“コンパクト化” 

：プランク長 



４．ヒッグスに関わる問題点と Extra Dimension 

標準模型で唯一未発見の粒子であるヒッグスの抱える問題点： 

・階層性問題（その解決：　“新しい物理”のdriving force）　 
　　重力相互作用　<<  弱い相互作用　　→　GN  <<  GW    

　　　　 (GN: 万有引力定数, GW: フェルミ定数） 

　エネルギー（２乗）に換算して比べると　 
　　　 1/GN　: 1/GW 　    1034 : 1 　  　   ３４桁の階層性　！！   

　1/GW  は容易に　1/GN　に跳ね上がってしまう　！！　 
　0.000 …… …………… 01　    　0 が３４個　！　　　 

　の精度の微調整が必要　→　そのような理論が最終理論とは思えない 
　　　　：　階層性問題　 

（５次元時空間：　“円筒”　） 

extra dimension 

４次元時空 

円の半
径：　 

　（超対称性理論、超弦理論 (super string) はこの問題の解決策として
登場）　　　　　 



・　理論的に予言出来ない多くのパラメター　（湯川結合定数、等） 

　　　光子の場　　　　 は、場所によるゲージ変換の違いの分だけ変換す
る： 

質量項　　　　     　　 は、この変換の下で不変でないので禁止　　 
　　　　　　　→　光子は質量を持たない　（結構な事） 

　しかし、短距離力の弱い相互作用を媒介する“ゲージボソン”　　　　      　　　  
は大きな質量を持つ必要あり　　→　ゲージ対称性を“性質良く”破る必要あり 

　→　“自発的対称性の破れ”　（南部）　 

非講和振動子のポテンシャルを持つヒッグス場がポテンシャル最小の点（真空
状態）で定数の値（真空期待値 ）       　を持つ　　 
　全ての素粒子の質量は　　　から。 

・　クォーク　、レプトン質量は湯川結合　（ヒッグスとの“コネ”）の大きさ
に比例する 
　　沢山ある湯川結合の大きさは理論的に予言できない　！　 
・　小林・益川理論の成功にも関わらず、CP対称性の破れを起こす湯川結合
の 
　　“ＣＰ位相”　を予言できない　　　　　 
未確認粒子 ヒッグスは謎めいた素粒子　!  



５．    もうひとつの統一場理論　　 

ゲージ・ヒッグス統一（Gauge Higgs Unification） の シナリオ　　 

・重力以外の３つの相互作用：　　 
　　　　ゲージ相互作用　 
　　（局所ゲージ対称性に基づき導入される“ゲージ粒子”（光子等）により媒
介）　 
・素粒子（クォーク, レプトン、ゲージ粒子W, Z) に質量を与えるために導入され
る 
　ヒッグス粒子による　 
　　　　ヒッグス相互作用　　 

ゲージ・ヒッグス統一理論：　　これらゲージ相互作用とヒッグス相互作用の統
一 　 しかし、　 

・ゲージ粒子（光子, 等）：　　　　　　　スピン　S  = 1　　　 
スピン・ベクト
ル 

・ヒッグス粒子：　　　　　　　S =  0 　（スカラー粒子）　 

⇒　４次元から見ると、ゲージ粒子とヒッグス粒子は全然違う。 

　　しかし、これらはextra dimension の導入により統一される。 



つまり、高次元のゲージ理論の下で統一可能　（Manton,  
Hosotani  ）  

  e.g.  ５次元のゲージ理論　（電磁気の理論）　 

4 次元時空 

余
剰
次

元 

４次元時空のローレン
ツ変換の下で　：　　 

：　４元ベクトル
と 
　　して“回転” 
：　不変 

即ち 

：ヒッグスは高次元ゲージ場の余剰次元成分 



５．１　階層性問題の解法 

ゲージ・ヒッグス統一理論は　「階層性問題」の新しいタイプの解を与
える 
　(H. Hatanaka, T. Inami and C.S. Lim,  Mod. Phys. Lett.  A13   
(1998) 2601 )　 

　　　→　標準模型を超える理論の新たな可能性を与える　　    ヒッグスは本来ゲージ場：　 質量２乗項　 

は高次元的　局所ゲージ対称性　 

により禁止　→　　ヒッグスの階層的質量は（量子効果を入れても）安
定　 

(N.B.) 　通常、低エネルギーの世界では、余剰次元方向の運動量（４次元的質
量） 
最低の“Kaluza-Klein   ゼロ・モード”（フーリエ級数のゼロ・モード）のみ考
慮すれば良いと思われていた。しかし、高次元的ゲージ対称性を保持するには
全てのモードの足し上げが必要。　         



５．２　多くの不定パラメターの問題　　　 

　湯川結合は元々ゲージ相互作用　→　ゲージ対称性で基本的に規定される　　 

・　クォーク質量は元々は全て　　　 　　(“weak scale” )。　クォーク
質量の階層性 
　　は指数因子　　　　 　　　(M:  高次元的質量、R:  extra dimension の大
きさ)　で 
　　自然に（微調整なしで）実現　　（w./  Adachi,  Kurahashi,  Maru ）  
・　 ゲージ結合定数は実数　⇒　新しいタイプのCPの破れ　（w./  Maru, 
Nishiwaki）　　 5.3   コメント　 

・　AB 効果　 

                               は真空で定数（真空期待値）をとる。定数のゲージ場
は意味あるのか？　電磁気で考えると、定数のベクトルポテンシャル   　　 
は  

に相当：　無いのと同じ　（？）　   

  しかし、意味を成す場合がある：　Aharonov-Bohm (AB)  効
果　　 



電子源 

スリッ
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磁場の無い空間が非単連結 

磁束 

同様に、円は非単連結空間なので 
（５次元時空間） 

extra dimension 

４次元時空 

半径R の円　 

⇒ 
　　　　　定数（真空期
待値）　 

Wilson - loop 



・　ゲージ対称性の拡張　 
　　超対称標準模型の場合とは違い、ゲージ対称性を拡張する必要あり。 
∵）              　　　はゲージ群のadjoint  （随伴）表現。一方標準模型の
ヒッグスは 
      SU(2) のdoublet  : 基本表現　 
最も簡単な拡張：　電磁相互作用と弱い相互作用の　SU(3)　統一模
型 
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　） 　 

SU(3) をどの様に　SU(2) x  U(1) に破るか？ 

extra dimension の円の“パリティー”　対称性　　　　　　　　　　　を課す 
（オービフォールド化） 

SU(3) の基本表現のパリティー固有値を非自明にするとゲージ対称
性が破れる　（Y. Kawamura  ） 

＋　固有値の場だけがy の偶関数なので、Kaluza-Klein ゼロ・モードを持ち、
低エネルギーで軽い粒子として残る：　 



・　超弦理論との対応　 
　　10次元 Type I 超弦理論（開弦パート）の点粒子極
限：　 
　　10次元　超対称ヤン・ミルス理論　 

Higgs doublet 

：　標準模型のゲージボソンと 
　　ヒッグスがSU(3) の下で統
一　！ 

ヒッグスは  　　　　のextra dimension 　方向の成分より生じる　　 
　　⇒　　ボソンのパート：　ゲージ・ヒッグス統一理論　 

ゲージ・ヒッグスは超弦理論の低エネルギー有効理論と論点を共有して
いる 


