
団代数とその応用
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1. はじめに — Cluster algebras, what and why?

団代数(cluster algebra)は2000年ごろにFomin-Zelevinsky [FZ02, FZ03a, FZ03b, BFZ05,

FZ07]により導入された可換環のあるクラスであり, 団 (cluster)という環のある特別な生
成元の組と、変異 (mutation)という団から新しい団を産み出す操作を持つところにその
特質がある. ある団に属する変数を団変数 (cluster variable)というが, 変異で移り合う二
つの団に属する団変数の間に交換関係式 (exchange relation)と呼ばれる多項式関係式が
得られる. この関係式がいろいろな既知の環やさまざまな対象の間の関係式として現れ
るのである.

たとえば、簡単な交換関係式の例として

x1x2 = x3x4 + x5x6 (1.1)

という形の関係式をあげよう. これは, 可積分系においては大変なじみ深い関係式であり,

Grassmann多様体のPlücker座標の関係式, Schur関数あるいは一般線形Lie代数の指標
の関係式, Hirota-Miwa方程式, 離散Toda方程式, T-system, などに現れるが, さらには曲
面のTeichmüller空間の座標のPtolemy関係式, 行列における全正値性 (total positivity),

３次元空間における完全被覆 (perfect matching)など, さまざまな分野のさまざまな文脈
において現れることが知られている. 団代数においては, このような関係式の族が単に系
統的に得られるだけではなく, 団代数の定式化によって後に述べるLaurent現象を始めと
する一連の強力かつ一般的な結果が合わせて得られるのである. これが団代数が有用な
応用を持つことの最大の要因であろう.

一方, 団代数においては変異を定める交換行列 (exchange matrix)というものがある.

これは変異を生物学的にたとえた場合におけるいわば「DNA」に相当するものであるが,

この交換行列が特に (有限)ADE型のDynkin 箙 (quiver) の場合, 団変数をそのDynkin

図に対するルート系のルートと対応させることができる [FZ03a]. このことと多元環の
表現論における Auslander-Reiten理論との類似性とその重要性をいち早く認識した多
元環論の研究者たちは, この類似性を追求して多元環の表現の導来圏の軌道圏である団
圏 (cluster category)により団代数の圏化が与えられること示した [BMR+06]. さらに,

Kellerたちは, 団傾加群の変異 [IY08], ポテンシャル付箙 [DWZ08, DWZ10], Ginzburgの
微分次数付き代数 [Gin06] などを用いて, より一般の団代数に対する三角圏による圏化
(2-Calabi-Yau実現)へと一般化した（[Kel10a, Ami09, Pla11b]). 加えて, これと並行し
た結果がDonaldson-Thomas不変量の変換の立場からも得ることができるも明らかにさ
れた [KS08, Nag10]. 団代数の基礎づけに関しては, まだまだ未整備な点も多く残されて
いるものの, これらをもって初期段階における一応の到達点に達したということができる
であろう.

ところで, 生物学的な変異においては「DNA」自身もまたすこしづつ変化していくよ
うに, 団代数における「DNA」である交換行列自身も変異に際してすこしづつ変化して
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いくのである. このこととDynkin図との関連を考えるとき, 団代数の理論が従来のルー
ト系の理論の「ある部分の」広汎な一般化になっているという見方もできるのである. 現
時点においてはこのような観点はまだ必ずしも明確に定式化されているわけではなく, 今
後の大きなテーマとなることは間違いないが, このことが団代数がなぜさまざまの分野
に遍在する共通構造になり得るのかという疑問に対する一つの納得と示唆を与えるであ
ろう.

以上述べたように, 団代数はその導入から 10年間余の間に多くの分野と関連しながら
急速に研究が進められている. Fomin による団代数に特有なキーワードを用いた論文検
索によると 2011年 6月の時点での arXivにおける関連論文の総数はすでに 360編余を数
え, これを受けて, MSC (Mathematics Subject Classification)の 2010年改訂において
cluster algebra (13F60)という項目が加えられた.

さて、講演者とその共同研究者(Inoue, Iyama, Kashaev, Keller, Kuniba, Suzuki, Tateo,

Zelevinsky) は、この3年間に,団代数の周期性と付随するdilogarithm恒等式に関する一
連の研究行い,数々の結果を得た [IIK+10c, KNS09, Nak11a, IIK+10a, IIK+10b, Nak10a,

NT10, Nak11b, IN10, NZ12, KN11]. 特に, その応用として80年代および90年代におけ
る可積分系, 特にBethe仮説の研究に起源を持ち長らく未解決問題であったY-systemの
周期性予想や共形場理論の中心荷電に対するdilogarithm恒等式予想の証明を与えた. 本
講演ではこららの結果を中心にして、団代数および団代数と可積分系の関連や応用の一
端を紹介をしたい.

なお, 本稿と講演者による日本語の解説 [Nak10c, Nak10b] あるいは原著論文との間に
内容の一部重複があることをお断りしておく.

2. 団代数
この章ではFomin-Zelevinsky [FZ02, FZ03a, FZ07]により導入された係数付き団代数の
定義を与える.

2.1. 行列と箙の変異

以下では, 自然数 nを固定し I = {1, . . . , n}を添字集合とする. B = (bij)i,j∈Iを反対称
(整数)行列とする. このとき, 行列Bの k ∈ Iにおける変異 (mutation) µk(B) = B′ =

(b′ij)i,j∈Iを次で定める.

b′ij =

−bij i = kまたは j = k

bij + [−bik]+bkj + bik[bkj ]+ その他の場合.
(2.1)

ただし, 整数xに対して, x ≥ 0 のとき [x]+ = x, x < 0 のとき [x]+ = 0とする. このと
き, B′はふたたび反対称であり, またµkは対合的, すなわちµ2

k = idがなりたつ.

反対称行列Bに対して, 頂点集合を Iとして, bij > 0のとき, 頂点 iから頂点 jへ bij本
の矢を持つ箙Qを対応させる. この箙Qはループと2サイクルを持たず, また, これによ
り反対称行列とループと2サイクルを持たない箙の間の１対１対応が与えられる. 以下で
はこの対応により反対称行列Bと箙Qを同一視する.

Remark 2.1 Fomin-Zelevinskyはより一般に反対称化可能行列Bに対して, 団代数を定
義しているが, 簡単のため本稿ではBが反対称行列の場合に限って論じる.



2.2. 団代数

Definition 2.2 Pが半体 (semifield)であるとは, Pが乗法的 abel群であり, 可換で結合
的な演算⊕ (加法)を持ち, 分配則 (a⊕ b)c = ac⊕ bcをみたすことである.

Example 2.3 以下の３つの半体が重要である.

(a) 普遍半体 (universal semifield) Puniv(y).

変数の組 y = (yi)i∈Iに対して, yの引き算を伴わない (subtraction-free)有理式表示を
持つ有理式全体のなす半体.

(b) tropical半体 (tropical semifield) Ptrop(y).

変数の組 y = (yi)i∈Iに対して, yの生成する乗法的自由アーベル群 (すなわち yの係数
1のLaurent単項式全体のなす群)に以下の加法⊕を入れたもの.∏

i∈I
yaii ⊕

∏
i∈I

ybii :=
∏
i∈I

y
min(ai,bi)
i . (2.2)

(c) 自明半体 (trivial semifiled) 1 = {1}.
1× 1 = 1⊕ 1 = 1と定める.

いま, 反対称行列B = (bij)i,j∈Iと形式的変数の組 x = (xi)i∈I および形式的変数の組
y = (yi)i∈I の３つ組 (B, x, y)を考え、これを初期種子 (initial seed)と呼ぶ. 初期種子
(B, x, y)のk ∈ Iにおける変異µk(B, x, y) = (B′, x′, y′)を次で定める. まず, B′ = µk(B)

は (2.1)で定めたとおりとする. つぎに, y′ = (y′i)i∈I (y′i ∈ Puniv(y))を以下のとおり定
める.

y′i =

y−1
i i = k

yiy
[εbki]+
k (1⊕ yεk)

−bki i ̸= k.
(2.3)

ここで, ε = +,−は符号で, どちらに対しても (2.1)は同じ値になる. (以降の同様の式にお
いてこの注意は繰り返さない.) 最後に, Z̃ := ZPuniv(y)をPuniv(y)の群環, Q̃ := QPuniv(y)

をその商体として, x′ = (x′i)i∈I (x′i ∈ Q̃(x))を以下のとおり定める.

x′i =


xi i ̸= k

1

xi

 yk
yk ⊕ 1

∏
j∈I

x
[bjk]+
j +

1

yk ⊕ 1

∏
j∈I

x
[−bjk]+
j

 i = k.
(2.4)

これらをyとxの交換関係式 (exchange relation)という. このとき, µ2
k = idがなりたつ.

このように得られた新たな「種子」(B′, x′, y′)に対しても同様の規則で変異を次々と繰
り返し, 得られたすべての種子 (B′, x′, y′)を集めよう. 各種子 (B′, x′, y′)に対して, B′を
交換行列 (exchange matrix), x′を団 (cluster), x′i (i ∈ I)を団変数 (cluster variable), y′

を係数の組 (coefficient tuple), y′i (i ∈ I)を係数 (coefficient)という. あるいは、より気楽
にx′iをx変数, y′iをy変数ということも多い.

Remark 2.4 (a). y変数の変異が (2.3)のように二通りの表式を持つことの重要性が認
識されたのは量子団代数の研究を通してであり, ごく最近のことである [Nag10, Kel11,

KN11].



(b) 若干余談になるが, Teichmüller空間の観点から Fomin-Zelevinskyとほぼ独立に団
代数の概念に到達したFock-Goncharovの重要な文献 [FG09a, FG07, FG09c, FG09b] に
おいては, 一貫して団変数にa, 係数にxという記号が用いられていて, 特に変数xの意味
するところがFomin-Zelevinskyと正反対であることがこの分野の研究者の小さいが無視
できない悩みとなっている.

Definition 2.5 ([FZ02, FZ03a]) 初期種子 (B, x, y)に対して変異で得られるすべての
団変数たちで生成される体 Q̃(x)の Z̃部分代数を係数つき団代数といい, A(B, x, y)と表
す. また, 射影Puniv(y)→ 1 により係数を自明化して得られる体Q(x)のZ部分代数係数
なし団代数といい, A(B, x)と表す.

本稿では, 係数つき団代数を単に団代数ということにする.

以下の二つが団代数に関する最も基本的な定理である.

Theorem 2.6 (Laurent現象 ([FZ02, FZ07])) A(B, x, y)のすべての団変数は初期団
変数xi (i ∈ I) の Z̃係数のLaurent多項式で表示できる.

Theorem 2.7 (有限型団代数の分類 ([FZ03a])) A(B, x, y)の異なる団変数が有限個で
あるための必要十分条件はA(Q, x, y)のある種子 (Q′, x′, y′)に対して, Q′の下部グラフ
(矢の向きを無視したグラフ)がADE型のDynkin図となることである.

x変数とy変数の間には以下のような特筆すべき関係がある.

Proposition 2.8 ([FZ02]) 各種子 (B′, x′, y′)に対して

ŷ′i = y′i
∏
j∈I

x′j
b′ji (2.5)

とおくと, ŷ′iたちはy′iたちと同じ交換関係式 (2.3)をみたす.

3. T-systemとY-system

T-system とY-systemは量子可積分系におけるBethe ansatzとの関連で90年代に見いだ
された関数方程式系であり, 量子群の有限次元表現, 特にKirillov-Reshetikhin加群と関わ
りが深い. 団代数の導入後, 次第にそれらと団代数との関連が認識された. 以下ではもっ
とも簡単な場合である, ADE型の量子アフィン代数に付随するT-system とY-systemを
例にその概要を説明する.

XをADE型のDynkin図とし, Iをその index集合とする. また ℓは 2以上の整数と
する.

ペア (X, ℓ)に対して, 変数の族

Y = {Y (a)
m (u) | a ∈ I;m = 1, . . . , ℓ− 1;u ∈ Z} (3.1)

に対する以下の関数方程式系をレベル ℓのX型Y-systemという.

Y (a)
m (u− 1)Y (a)

m (u+ 1) =

∏
b∈I,b∼a(1 + Y

(b)
m (u))

(1 + Y
(a)
m−1(u)

−1)(1 + Y
(a)
m+1(u)

−1)
, (3.2)

ただし, Y
(a)
0 (u)−1 = Y

(a)
ℓ (u)−1 = 0とする. また, a ∼ bはa, bがXにおいて隣接するこ

とを意味する. Y-system は, S行列模型や格子模型の熱平衡条件である熱力学的Bethe仮



説方程式 (thermodynamic Bethe ansatz (TBA) equation) の解のみたす関数方程式とし
て, ℓ = 2のとき [Zam90]により導入され, その後, 一般の ℓに対して [KN92, RTV93]によ
り上の形に一般化された.

同様に, ペア (X, ℓ)に対して, 変数の族

T = {T (a)
m (u) | a ∈ I;m = 1, . . . , ℓ− 1;u ∈ Z} (3.3)

に対する以下の関数方程式系をレベル ℓのX型T-systemという.

T (a)
m (u− 1)T (a)

m (u+ 1) =
∏

b∈I,b∼a

T (b)
m (u) + T

(a)
m−1(u)T

(a)
m+1(u), (3.4)

ただし, T
(a)
0 (u) = T

(a)
ℓ (u) = 1とする. T-systemは, 格子模型の転送行列の関係式 (の予

想)として導入され [KNS94], それ以前に共形場理論の中心荷電の dilogarithm恒等式予
想と関連して導入されたQ-system [Kir89, KR90] の affine化となっている. 表現論的に
はT-systemは量子アフィン代数の表現のGrothendieck群におけるKirillov-Reshetikhin

加群の間の関係式 (の予想)に他ならない. その後, この予想は q指標 [FR99]を用いて,

[Nak03, Her06]により証明された.

さて、Y-system (3.2) とT-system (3.4)の間には一見して外見上の類似性があるが, そ
れとはまた別に以下のような代数的な関係がある.

Proposition 3.1 ([KNS94]) 変数の族TがT-system (3.4)をみたすとき,

Y (a)
m (u) :=

∏
b∈I,b∼a

T (b)
m (u)

T
(a)
m−1(u)T

(a)
m+1(u)

(3.5)

とおくと, 変数の族Y はY-system (3.4)をみたす.

さて, Y -systemとT -systemがともにある共通の団代数の y変数と x変数 (ただし y変
数は自明化する)の関係式として定式化できることを以下の例で説明しよう.

Example 3.2 X = A3, ℓ = 3を考えよう. 以下の箙Qに対応する団代数A(Q, x, y)を考
える.

a a a
a a a
6

?

6

� -

- �

+ − +

− + −

(a,m) = (1, 1) (2, 1) (3, 1)

(1, 2) (2, 2) (3, 2)

Q =

µ+をすべての符号+を持つ頂点における変異の合成とする. これは合成の順序によら
ないことに注意する. 同様に, µ−を定める. このとき, 以下の箙の変異の列における周期
性が成り立つ.

f
f

fa a a
a a a
6

?

6

� -

- �

f: forward mutation points

+ − +

− + −

Q

µ+
↔

f
f

f
a a a
a a a
?

6

?- �

� -

+ − +

− + −

Qop

µ−
↔ f

f
fa a a

a a a
6

?

6

� -

- �

Q

+ − +

− + −
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図 1: X = B4, ℓ = 4の場合の初期箙

いま, (x(0), y(0)) = (x, y)とおき, 変数の族 (x(u), y(u)) (u ∈ Z)を以下で定める.

· · · µ+↔ (Qop, x(−1), y(−1)) µ−↔ (Q, x(0), y(0))
µ+↔ (Qop, x(1), y(1))

µ−↔ (Q, x(2), y(2))
µ+↔ · · ·

(3.6)

P+ = {(u, a,m) | u+ a+m = 0 mod 2}とおく. これは, 前方変異点（forward mutation

point, 上の図で◦をつけた点) に対応していることに注意する.

このとき以下がなりたつ.

(1) {yam(u) | (u, a,m) ∈ P+} はY-systemをみたす.

(2) {xam(u− 1) | (u, a,m) ∈ P+} はT-systemをみたす. ただし, y変数は自明化する.

(3) T-systemとY-systemの関係 (Prop. 3.1)は, x変数と y変数の関係 (Prop. 2.8)の
特別な場合に帰着する.

Xがnonsimply lacedの場合のT-systemとY-systemはより複雑であるが, その分より
興味深いとも言える. 例えば, レベル4のB4型T-systemとY-systemは, 図1の箙Qと箙
の周期

Q
µ•
+µ◦

+↔ Q1

µ•
−↔ Q2

µ•
+µ◦

−↔ Q3

µ•
−↔ Q (3.7)

を用いて団代数の関係式として定式化ができる [IIK+10a].

量子群の観点からは, T-systemは広汎なクラスの「quantum Kac-Moody algebraの量
子アフィン化」に対して一般化されている [Her07]. さらに, これらはすべて団代数により
定式化ができる [KNS09, IIK+10a, IIK+10b, Nak10a]. また, これらの例のさらなる広汎
な一般化として, 交換行列Bの任意の周期に対して, 付随するT-systemおよびY-system

を定式化することができる [Nak11b].

4. tropical化
Fomin-Zelevinskyは [FZ07]において,団変数(x変数)および係数(y変数)のF多項式, C行
列, G行列による積表示を与えることによりその構造を明らかにした. これとPlamondon

[Pla11b, Pla11a]の団圏による圏化の結果とy変数の tropical化を組み合わせることによ
り団代数の理論は非常に豊富かつ強力なものになった. ここではその基本的事項につい
てまとめておこう.



4.1. tropical y変数

自然な半体の準同形写像 πtrop : Puniv(y) → Ptrop(y), yi 7→ yi, α 7→ 1 (α ∈ Q+) に対し
て, 係数 y′iの像を [y′i]T := πtrop(y

′
i)と表し, tropical係数 (tropical coefficient), あるいは

tropical y変数と呼ぶ. ([FZ07]ではprincipal coefficientと呼ばれている.)

定義により, [y′i]Tは初期係数のLaurent単項式である. また, それらは形式的には (2.3)

とまったく同じ交換関係式をみたす. ただし, ⊕は tropical半体の和 (2.2)である. 後に判
明するように (Corollary 4.7) [y′i]Tは常にそのべきが正または負のLaurent単項式である.

特に, (2.3)において εを [y′k]Tのべきの符号と一致させると1⊕ yεk = 1であるので交換関
係式は以下の形になる.

[y′i]T =

[yi]
−1
T i = k

[yi]T[yk]
[εbki]+
T i ̸= k (εは [y′k]Tのべきの符号).

(4.1)

式 (4.1)に現れる項 [yk]
[εbki]+
T を便宜的に非自明項と呼ぶことにすると, 非自明項は ε

と bki が同符号のときにかぎり寄与する. これを箙で表すと以下のような状況になる:

(arrow-sign coordination)gb b-
k i

ε: positive or gb b�
k i

ε: negative

4.2. F多項式, C行列, G行列

はじめに定理 (公式)を述べよう.

Theorem 4.1 ([FZ07]) 団代数A(B, x, y)の各種子 (B′, x′, y′)に対して, ある yの多項
式F ′

i (y) (i ∈ I)、整数行列C ′ = (c′ij)i,j∈Iおよび整数行列G′ = (g′ij)i,j∈Iが存在して以下
がなりたつ.

y′i =

∏
j∈I

y
c′ji
j

∏
j∈I

F ′
j(y1, . . . , yn)

b′ji
⊕ , (4.2)

x′i =

∏
j∈I

y
g′ji
j

 F ′
i (ŷ1, . . . , ŷn)

F ′
i (y1, . . . , yn)⊕

, ŷi = yi
∏
j∈I

x
bji
j . (4.3)

ここで, F ′
i (y1, . . . , yn)⊕ は多項式F ′

i (y1, . . . , yn)における和+をPuniv(y)における和⊕で
形式的に置き換えたものである. (ŷの定義における bji (=初期行列Bの成分)は b′jiのミ
スプリントではない.)

以下では, 順に, F ′
i , C

′, G′の定義を述べる.

(F多項式の定義) 各団変数x′iに対して, F多項式F ′
i (y)を以下で定める.

ZPuniv[x
±] ZPtrop[x

±1]

⊂ ⊂

A(B, x, y)
πtrop−→ [A(B, x, y)]T

x1=···=xn=1−→ Z[y±1]

∈ ∈ ∈

x′i 7→ [x′i]T 7→ F ′
i (y)

(4.4)



F ′(y)が実際に yの多項式であることは後に判明するが, ここではそれについては述べ
ない.

(C行列の定義) tropical y変数 [y′i]Tは初期係数のLaurent単項式であるから

[y′i]T =
∏
j∈I

y
c′ji
j , c′ji ∈ Z (4.5)

と表される. これにより整数行列C ′ = (c′ij)i,j∈Iが定まる.

(G行列の定義) deg : xi, yi 7→ Znを以下で定める.

deg xi = e⃗i, deg yi = −b⃗i, (4.6)

ただし, e⃗i は基本単位ベクトル, b⃗i はBの i列目のなすベクトルとする.

Fact 4.2 [x′i]Tはこのdegreeに関して斉次である.

そこで, 行列G′の i列目 g⃗′iを g⃗′i = deg[xi]Tによって定める.

実は, C行列とG行列には後述するような簡単な関係 (Corollary 4.8)がある.

4.3. 圏化

団代数の三角圏による圏化 (2-Calabi-Yau実現)は, 箙 Qが ADE 型のときに Buanら
[BMR+06]が導入した団圏 (cluser algebra)によって始められ, その後Kellerとその周辺
の人々(Fu, Yang, Amiot, Plamondonら)により一般のQの場合に順次拡張されてきた.

ここでは現時点においてその最も一般の場合であるPlamondon [Pla11b, Pla11a]による
結果のうち本稿に関連する結果のみを詳しい説明を一切省いて述べる.

任意の箙Qに対して, Qのprincipal extension Q̃とその上のあるポテンシャルWを用
いて一般団圏 (generalized cluster category) C = C(Q̃,W )という三角圏が定まる. このと
き, 各団代数の各種子 (B′, x′, y′)に対してCのある rigid object T ′ =

⊕
i∈I T

′
iが標準的に

定まり, 以下が成り立つ.

Theorem 4.3 ([Pla11b, Pla11a]) T =
⊕

i∈I Tiを初期種子 (B, x, y)に対応する rigid

objectとする. このとき, 以下が成り立つ.

Q̃′ = EndC(T
′)に付随する箙, (4.7)

c′ij = −indT ′(Ti[1])j = indopT ′(Ti)j , (4.8)

g′ij = indT (T
′
j)i, (4.9)

F ′
i (y) =

∑
e∈ZĨ

≥0

χ(Gre(HomC(T, T
′
i [1])))

∏
j∈I

y
ej
j . (4.10)

ここで, Gre(X)はXに対する次元ベクトル eの quiver Grassmannianであり, χはその
Euler数である.

4.4. Theorem 4.3の系

この節では, 前節の圏化によって得られるいくつかの重要な系について述べる.



Definition 4.4 ν : I → Iを全単射とし, (B′, x′, y′)を団代数の種子とする. また, I-列
(k1, . . . , kL)に対して (B′′, x′′, y′′) = µkL · · ·µk1(B

′, x′, y′)とする. このとき, (k1, . . . , kL)

が (B′, x′, y′)のν周期であるとは, 以下が成り立つことである.

b′′ν(i)ν(j) = b′ij , x′′ν(i) = x′i, y′′ν(i) = y′i, (i, j ∈ I). (4.11)

以下の tropical y変数による団代数の周期性の判定条件はまことに強力である.

Corollary 4.5 ([Pla11a, IIK+10a]) (k1, . . . , kL)が (B′, x′, y′)の ν周期であるための
必要十分条件以下で与えられる.

[y′′ν(i)]T = [y′i]T (i ∈ I).

すなわち, 団代数の種子の周期性は, tropical y変数の周期性から従う.

つぎに, F多項式およびy変数に関する系を与える.

Corollary 4.6 ([Pla11a]) (1) F多項式の定数項は1である.

(2) C行列の各列のすべての成分は sign-coherent (異符号を含まない)でありかつ 0ベ
クトルではない.

なお, この定理の別証明は [DWZ10, Nag10]により与えられている.

Corollary 4.6とTheorem 4.1を組み合わせてさらに以下が得られる.

Corollary 4.7 y′iは初期係数 yに関するLaurent展開が可能であり, [y′i]Tはその主要項
を与える. さらに, [y′i]Tは正または負のベキの単項式になる.

Corollary 4.6よりさらに以下のC行列とG行列の関係が得られる.

Corollary 4.8 ([Nak11b]) C ′の転置C ′TとG′は互いに逆行列である.

5. 応用1. Y-systemの周期性
団代数の特筆すべき応用として, 90年代に可積分系の研究から生まれ未解決であった
Y-systemの周期性予想の証明が得られる.

Xを有限型 (すなわちA, . . . , G型)のDynkin図形とし, ℓを2以上の整数とする. 変数
の集合T = (T

(a)
m (u)), Y = (Y

(a)
m (u)) がそれぞれレベル ℓのX型T-systemとY-system

を満たすとする. このとき, Corollay 4.7にしたがい, 対応する団代数の tropical y変数の
周期性を示すことにより以下の周期性が得られる.

Theorem 5.1 ([IIK+10a, IIK+10b])

T (a)
m (u+ t(h∨ + ℓ)) = T (a)

m (u), (5.1)

Y (a)
m (u+ t(h∨ + ℓ)) = Y (a)

m (u). (5.2)

ただし, h∨はXのdual Coxeter数, また tはXの段数 (tier number), すなわち, ADE型
に対しては t = 1, BCF型に対しては t = 2, G型に対しては t = 3である.

Remark 5.2 上の周期はスペクトル変数 uの正規化の仕方に依存する. ここでは, T-

systemおよびY-systemの左辺が aが短ルートのとき常に (3.4), (3.2)の形となるように
正規化をしている.



以下ではこの定理の背景と証明の発展について主に講演者自身の研究の経緯の観点か
ら概観する.

Al. B. Zamolodchikov [Zam90, Zam91]は, 共形場理論の変形の観点からADEに付随
する可積分S行列模型の熱力学的極限の研究を行い, TBA方程式の解のみたす関数方程
式としてレベル2のADE型Y-systemの導入にいたったことはすでに述べた通りである.

さらに, Zamolodchikovは, そのY-systemの解が (5.2)の周期性を持つことに気づき (正
確には予想を与え) , それにより共形場理論の摂動場の共形次元が得られることを示した.

この一般化として, Ravanini等 [RTV93]はADEで一般の ℓの場合に, さらにKuniba等
[KNS94]はnonsimply lacedの場合に (5.2)を拡張し, これらは「Y-systemの周期性予想」
として知られるようになった. 一方, Gliozzi-Tateo [GT95]はこの周期性と80年代後半に
Kirillov等 [KR86, Kir89, KR90, BR90, Kun93]により定式化された「共形場理論の中心
荷電に対するdilogarithm恒等式予想」との関連を明らかにした.

さて、(5.2)はY-systemをuに関する離散発展方程式とみた場合に, その初期条件とし
て具体的な数値計算例より計算機でその有効性は確認することができる. しかし, 周期
性の証明はその問題の単純性とは逆に大変難しい問題であることも次第に明らかになっ
た. その中でA型の場合はさまざまなアイデアを用いて解の具体形表式を与えることが
でき, X = A1に対しては, Frenkel-Szenes [FS95] およびGliozzi-Tateo [GT96]が, また,

X = Anに対してVolkov [Vol07]と Szenes [Sze09]が (5.2)を証明した. 以上をまとめる
と, Y-systemとその周期性は共形場理論とその摂動の間の定量的な関係を与える上で一
つの中心的な役割を果たすことが明らかになっていたが, その数学的な枠組みについては
「量子群およびBethe仮説と関係が深い」という認識にとどまっていた.

一方, Fomin-Zelevinsky は団代数の導入と平行して, レベル 2のADE型Y-systemを
団代数の観点から始めて研究し, (5.2)を証明した [FZ03b]. その後しばらくおいて, Keller

[Kel10a, Kel10b]は団圏による圏化の応用として, Auslander-Reiten理論におけるAR-

translationと関連づけることにより (一般レベルの)ADE型Y-systemの周期性を証明す
るに至った. これにより, 団代数とY-systemの関連の重要性が決定的となった. これに
比してT-systemと団代数との関係の認識はやや遅れていたがQ-systemと団代数との関
連が [DK09]により指摘されて以降急速に認識が進み [IIK+10c, HL10, Nak09], Inoue等
[IIK+10c]はT-systemにおいても周期性 (5.1)が成り立つことの予想を指摘し, [Kel10a]

の方法を適用し, ADE型T-systemの場合に (5.1)を証明した. 以上の発展を踏まえて,

Inoue等 [IIK+10a, IIK+10b]は, tropical y変数の周期性に帰着させる方法 (Corollay 4.7)

によりあらたにnonsimply lacedの場合も含めてTheorem 5.1の統一的方法による証明を
与えた.

なお, 同様の団代数の手法により, Tateo [Tat95]による sine-Gordon模型に付随する
Y-systemの周期性予想の一部が証明されている [NT10]. また, (5.1)はA型については
Volkov [Vol07]とHenriquez [Hen07]による団代数を用いない (解の explicitな表示によ
る)証明もある.

6. 応用2. 古典および量子dilogarithm恒等式
ここでは団代数の第二の応用として, 団代数およびその量子化（非可換化）である量子団
代数の周期に付随するdilogarithm恒等式およびその量子化が得られることを説明する.



6.1. pentagon 関係式

はじめに, dilogarithm 関係式のひな形であり最も重要な例である pentagon関係式とそ
の量子化について述べる.

Li2(x) および L(x) をそれぞれ以下で定まる Euler dilogarithmおよびRogers diloga-

rithm とする [Lew81, Kir95, Zag07].

Li2(x) = −
∫ x

0

{
log(1− y)

y

}
dy (x ≤ 1), (6.1)

L(x) = −1

2

∫ x

0

{
log(1− y)

y
+

log y

1− y

}
dy (0 ≤ x ≤ 1). (6.2)

二つの関数は以下のように関係している.

L(x) = Li2(x) +
1

2
log x log(1− x) (0 ≤ x ≤ 1), (6.3)

−L
(

x

1 + x

)
= Li2(−x) +

1

2
log x log(1 + x) (0 ≤ x). (6.4)

この関数の最も重要な性質はpentagon 関係式である. たとえば L(x)に関しては以下の
ような形をしている.

L(x) + L(y) = L

(
x(1− y)

1− xy

)
+ L(xy) + L

(
y(1− x)

1− xy

)
(0 ≤ x, y ≤ 1). (6.5)

一方, 量子dilogarithm関数は近年さまざまな分野に現れ注目を集めている. 例えば離
散量子系, 双曲幾何とTeichmüller理論, 量子トポロジー, Donaldson-Thomas不変量, 弦
理論, 多元環の表現論, などがあげられる.

[FV93, FK94]にしたがい, 量子 dilogarithm Ψq(x) (|q| < 1 and x ∈ C)を以下で定
める.

Ψq(x) :=

∞∏
k=0

(1 + q2k+1x)−1. (6.6)

この関数の「量子指数関数」としての研究は [Sch53]に遡るが,「量子dilogarithm」とし
ての認識は最近のもの [FV93, FK94]である. これをdilogarithmの量子類似と考える理
由は以下の二つの性質にある [FV93, FK94, Kas04].

(a). 漸近挙動: 極限 q → 1−において,

Ψq(x) ∼ exp

(
−Li2(−x)

2 log q

)
. (6.7)

(b). Pentagon 関係式: UV = q2V Uをみたす変数U , V に対して,

Ψq(U)Ψq(V ) = Ψq(V )Ψq(q
−1UV )Ψq(U). (6.8)

さらに, 極限 q → 1− において, 関係式 (6.8) は関係式 (6.5)に退化する.

(6.7)に現れるのは Euler dilogarithmにも関わらず(6.8)の極限として(6.5)にはRogers

dilogarithmが現れることに注意したい. すなわち (6.8)の極限は項別極限のような自明な
ものではなく, U , V の非可換性が「手品のように」Li2(x)をL(x)に変えるのである. 後
でみるように, 団代数は（はるかに広汎な状況において）この現象がどのようにおこるか
の明解な説明を与えてくれる.



Remark 6.1 Faddeev [Fad96, Fad95] は量子dilogarithmの変種として以下のような関
数を導入した.

Φb(z) = exp

(
−1

4

∫ ∞

−∞

e−2zx
√
−1

sinh(xb) sinh(x/b)

dx

x

)
, (6.9)

ただし, bは実部が0でない複素パラメーターである. これをFaddeev量子dilogarithmと
呼ぶ. (非コンパクト量子dilogarithmとも呼ばれる.) 関数Φb(z)に対しても (6.7), (6.8)

および次節における結果とパラレルな結果が成立することが知られている [Fad96, Fad95,

Wor00, FKV01, KN11]. 関数Φb(z)は, 絡み目不変量や3次元の双曲体積などへ重要な応
用を持つ [Kas97].

6.2. 団代数とdilogarithm恒等式

前節で述べた古典pentagon関係式と量子pentagon関係式の間の関係は団代数による広
汎な一般化を持つことが最近明らかにされた [Nak11b, Kel11, KN11]. これをまとめたの
が以下の図式である.

量子団代数の周期
(III)

// 量子dilogarithm恒等式

(IV)
��

古典団代数の周期
(I)

//
��

(II)

OO

古典 dilogarithm 恒等式

特にA2型の長さ5の (12)周期の場合が前節のpentagon関係式を与える.

以下では矢印 (I), (II), (III), (IV)の意味の説明をする.

(I) 古典団代数の周期 =⇒ 古典 dilogarithm 恒等式

この部分は [Nak11b]による. (k1, . . . , kL)を (B, y)の ν周期として, x変数を忘れた以
下のようなy種子の変異の列

(B(1), y(1))
µk1←→ (B(2), y(2))

µk2←→ · · ·
µkL←→ (B(L+ 1), y(L+ 1)). (6.10)

を考える. ただし, (B(1), y(1)) = (B, y)とする. εt を [ykt(t)]のべきの符号 (Corollary

4.6)とする. 符号の列 (ε1, . . . , εL)を tropical符号列と呼ぶ. 以下の定理は共形場理論の中
心荷電等式 [Kir89, KR90, BR90, Kun93]に端を発したdilogarithm恒等式 [GT95, GT96,

FS95, Cha05, Nak11a, IIK+10a, IIK+10b, NT10] の団代数による一般化である.

Theorem 6.2 (古典dilogarithm恒等式 [Nak11b])

L∑
t=1

εtL

(
ykt(t)

εt

1 + ykt(t)
εt

)
= 0. (6.11)

Remark 6.3 恒等式 (6.11)において, [ykt(t)]T (t = 1, . . . , L)のうちべきが負のもの全
体の個数をN−とおく. すると, Rogers dilogarithmの恒等式

L(x) + L(1− x) =
π2

6
(0 ≤ x ≤ 1) (6.12)



により恒等式 (6.11)は次の恒等式と等価になる [Nak11b].

6

π2

L∑
t=1

L

(
ykt(t)

1 + ykt(t)

)
= N−. (6.13)

(II) 古典団代数の周期 ⇐⇒ 量子団代数の周期

この部分は主に [FG09c]による. 団代数の非可換化である量子団代数は現在のところ二
つの定式化がある. 第一は [BZ05]によるものでx変数, y変数がともに非可換であるが, y

変数が tropical化されているものである. 第二は [FG09a, FG09c]によるもので y変数の
みが非可換である. ここでは後者の量子団代数でy変数のみの場合を考える.

反対称行列B = (bij)i,j∈I と非可換な形式的変数の組Y = (Yi)i∈I で

YiYj = q2bjiYjYi (6.14)

をみたすとする. ペア (B, Y )を量子y初期種子という. これに対して, 古典 (非可換)団代
数と同様に, 変異を繰り返すことにより一般の y種子 (B′, Y ′) が得られる. ただし, 量子
y変数の交換関係式は以下で与えられる.

Y ′′
i =


Y ′
k
−1 i = k

qb
′
ik[εb

′
ki]+Y ′

i Y
′
k
[εb′ki]+

|b′ki|∏
m=1

(1 + q−εsgn(b′ki)(2m−1)Y ′
k
ε)−sgn(b′ki) i ̸= k.

(6.15)

ここで q = 1とおけば, これは古典的な交換関係式 (2.3)に還元することに注意する.

量子y種子に対しても, Definition 4.4と同様にν周期が定義できる. 量子y種子のν周
期が古典y種子の周期となることは先の注意から明らかであるが, その逆も成り立つ.

Proposition 6.4 ([BFZ05, FG09c, Kel11, KN11]) 古典 y種子 (B′, y′)の周期は量
子y種子 (B′, Y ′)の周期である.

(III) 量子団代数の周期 =⇒ 量子dilogarithm恒等式

この部分は [Kel11, KN11]による. はじめに, 生成元 Yα (α ∈ (ZI) と関係式

q⟨α,β⟩YαYβ = Yα+β, ⟨α, β⟩ = −⟨β, α⟩ = tαBβ. (6.16)

で定まるQ(q)上の代数 (量子トーラス代数) T(B,Y)を考える. 単位ベクトル ei (i ∈ I)

に対してYi := Yeiとおけば, Yi と Yiを同一視することにより (6.14)が得られる.

(k1, . . . , kL)を量子 y種子 (B, Y )のν周期とする. yi(t)を対応する古典 y種子 (6.10)に
おける古典y変数とし, 整数ベクトルαt ∈ ZI (t = 1, . . . , L) を [ykt(t)] = yαtで定まるも
のとする. すなわち, αtは ykt(t)に対するC行列 (4.5)の第 kt列に他ならない. (ε1, . . . ,

εL)を (6.10)の tropical 符号列とする.

以下の形の量子 dilogarithm恒等式は [Kel11, Theorem 5.6]によるものである. A型
のある特別な周期については表現論の手法を用いて得られる [Rei09]. また, Donaldson-

Thomas不変量の壁越えの観点からも同じ恒等式が得られる [Nag11, Comments (a), p.5].



Theorem 6.5 (量子dilogarithm恒等式の tropical形 [Kel11])

Ψq(Y
ε1α1)ε1 · · ·Ψq(Y

εLαL)εL = 1. (6.17)

ただし, Yε1α1 , . . . ,YεLαL ∈ T(B,Y).

なお, [KN11]においては, これ以外にも量子dilogarithm Ψq(x)に関する恒等式の普遍
形, 局所形, Faddeev 量子dilogarithm Φb(z)に関する恒等式の tropical形, 局所形, など
の, 量子dilogarithm恒等式の (本質的に同値な)さまざまな形が団代数を用いて系統的に
得られている.

(IV) 量子dilogarithm恒等式 =⇒ 古典dilogarithm恒等式

この部分は [KN11]による. Faddeev-Kashaev [FK94]は, 量子pentagon関係式 (6.8)に
対して変数U , V がWeyl代数 (Heisenberg代数の指数版)をみたすことに注目して, U , V

の微分作用素表示 (Heisenberg表現) を用い, そこで量子学的な手法, 特に半古典極限にお
ける鞍点法 (saddle point mathod)を適用し, 古典 pentagon関係式 (6.5)を導いた. しか
し, 一般の場合にこの手法を踏襲するには二つの (技術的な)問題点がある. 第一は, 一般
の量子dilogarithm関係式 (6.17)に対する tropical単項式Y ϵtαtは大変複雑になり, しかも
そもそもその明示的な公式が存在しない. したがって, この作用素表示を具体的に与える
ことができない. 第二は, 半古典極限においてEuler dilogarithmからRogers dilogarithm

を導く過程の見通しが悪い. この二つの問題は, Fock-Goncharov [FG09c, FG09b]による
量子y変数の微分作用素表現を用いて, いったん量子dilogarithm関係式 (6.17)を tropical

単項式Y ϵtαtを含まない形（[KN11]において「局所形 (local form)」と呼ばれるもの) に
書き換えることで同時に解決される. 詳細は [KN11]を見られたい.

6.3. 共形場理論における中心荷電等式

最後に, 団代数のさらなる応用として, Y-systemの周期性 (Theorem 5.1)と古典 dilog-

arithm 恒等式 (特に (6.13) の形) を合わせて, 20 年来未解決であった共形場理論にお
ける中心荷電等式予想 [Kir89, KR90, BR90, Kun93] の証明が得られることを述べる
[Nak11a, IIK+10a, IIK+10b].

簡単のためADE型のDynkin図Xに対する場合を考える. ℓを2以上の整数とする. ペ
ア (X, ℓ)に対して, 変数の族

{Y (a)
m | a ∈ I;m = 1, . . . , ℓ− 1} (6.18)

に対する以下の関数方程式系をレベル ℓのX型定常 (constant) Y-systemという.

(Y (a)
m )2 =

∏
b∈I,b∼a(1 + Y

(b)
m )

(1 + Y
(a)
m−1

−1)(1 + Y
(a)
m+1

−1)
, (6.19)

ただし, Y
(a)
0

−1 = Y
(a)
ℓ

−1 = 0とする. すなわち, これはY-system (3.2)において「変数
Y

(a)
m (u)はuに対して定常的である」という条件を加えたものである. このとき, 次が成
り立つ.

Theorem 6.6 ([NK09]) 方程式 (6.19)に対して, 正の実数解が一意的に存在する.



以下ではY
(a)
m たちをこの定理により一意的に定まる (6.19)の正の実数解とする.

さて, Theorem 5.1でみたようにY-systemは周期 2(h∨ + ℓ) を持つが, これは対応する
団代数の周期から得られるのであった. この団代数の周期に付随する古典dilogatihm恒
等式 (特に (6.13)の形) を考える, これに対してN−を具体的に求めることが可能で, さら
に, 得られた式を定常Y-systemの解へと特殊化することで以下の等式が得られる.

6

π2

∑
a∈I

ℓ−1∑
m=1

L

(
Y

(a)
m

1 + Y
(a)
m

)
=

(ℓ− 1)hn

h+ ℓ
. (6.20)

ただし, hはXのCoxeter数, また n = |I|, すなわち nはXの頂点の数である. (Xは
ADEなのでh = h∨である.) ここで, gをX型の単純Lie代数とすると, 良く知られてい
るようにdim g = n(h+1)であり, これを用いて (6.20)の右辺を書き直すと以下の等式が
得られる.

Theorem 6.7 ([Nak11a])

6

π2

∑
a∈I

ℓ−1∑
m=1

L

(
Y

(a)
m

1 + Y
(a)
m

)
=

ℓdim g

h+ ℓ
− n. (6.21)

これが, Kirillovらによる中心荷電等式予想であった. (6.21)の右辺の第１項は, レベル
ℓのX型Wess-Zumono-Witten模型の中心荷電であり, 右辺全体はレベル ℓのX型パラ
フェルミオン模型の中心荷電である. この等式を用いて, 共形場理論とその変形である可
積分模型の間の定量的な関係を与えることができるのある. このことの重要性と等式の
不思議さに鑑み, 90年代には多くの研究者がさまざまな方法でこの等式 (とその仲間)を
理解し証明することを試みたが部分的にしか成功をしなかった (例えば [Nah07]を参照).

この等式の背景に「団代数」という構造があることを当時は知る由もなかったのである.

7. おわりに
本稿では, 団代数と可積分系のかかわりとして, とくに, Y-systemの周期性と付随する古
典および量子dilogarithm恒等式への応用を述べた. これは, この問題に対して団代数の
関与が不可欠であったという点において特筆すべき応用だと考える. しながら, これは団
代数と可積分系の関連のある側面にすぎず, 今後研究すべき重要な課題は多々あるであ
ろう. その一つとして, ここではソリトン方程式の離散化であるような方程式の団代数
の定式化による研究をあげておこう. そのような研究はすでにA型の離散Toda方程式
[GSV11]や離散Lotka-Voltera方程式 [IN10]で始められている. 団代数の定式化によるメ
リットは少なくとも二つある. 第一は, 団代数にはPoisson構造が自動的に組み込まれて
いることである [GSV03, GSV10, FG09a]. 第二は, たとえばA型の離散Toda方程式はA

型特有の双線形性を利用してすでに多くの結果が知られているが, 団代数の観点からは双
線形性は必ずしも重要な条件ではない. したがって, 団代数による定式化は双線形性を持
たないより広汎な離散方程式の可積分性に対して知見を与えることが期待できる.

最後に個人的な見方ではあるが, Y-systemの周期性予想およびdilogarithm恒等式予想
が解決された当初においては, それらに対して団代数の定式化が強力な道具として寄与を
したという印象をもっていた. しかし, その後dilogarithm恒等式がより一般の団代数の
周期に付随するという理解を得たことにより, むしろ, これらの予想が団代数の周期現象
の重要性の認識とその非自明な例の発見を与えることに寄与をした, という逆の見方のウ
エイトが高まった. この観点を指摘して本稿の結語としたい.
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