
基研研究会「場の理論と弦理論」
プログラム（2011年 7月 25日～7月 29日）

— 会場：湯川記念館 パナソニックホール —

括弧内の数字は講演時間（分）、∗ がついたものはレビューを含む講演です。

25日

午後 1 (12:30-13:40)
浜口 幸一（東大理） LHC and Supersymmetry (60)

休 憩 （ 30 分）

午後 2 (14:10-15:25)
尾田 欣也（阪大理） Unitarity in Dirichlet Higgs Model (20)
藤本 教寛（神戸大） Higgs mechanism without Higgs potential in an extra dimension (20)
長岡 悟史（APCTP） Intersecting brane models in six dimensions (20)

休 憩 （ 15 分）

午後 3 (15:40-16:55)
安井 幸則（阪市大） 高次元ブラックホールの対称性と厳密解 (20)
中村 正佳（東大総文） Near horizon superconformal symmetry of rotating BPS black holes in five

dimensions (20)
木村 哲士（KEK） Flux compactifications, N=2 gauged supergravities and black holes (20)

休 憩 （ 15 分）

午後 4 (17:10-18:00)
松尾 善典（KEK） Kerr/CFT対応における near-extremal の補正について (20)
中島 宏明（KIAS） Instanton effective action in Omega-background and D3/D(-1)-brane system

in R-R background (20)

26日

午前 1 (9:00-10:10)
Barton Zwiebach
（MIT）

String Field Theory: Achievements, Challenges, and Future Directions (60)

休 憩 （ 30 分）

午前 2 (10:40-11:55)
野海 俊文（東大総文） Solutions from boundary condition changing operators in open superstring

field theory (20)
村田 仁樹（理研） 弦の場の理論における多重ブレイン解について (20)
村上 公一（岡山光量子
研）

Multiloop amplitudes of light-cone gauge bosonic string field theory in non-
critical dimensions (20)

休 憩 （ 15 分）



午前 3 (12:10-13:00)
坂井典佑（東京女子大） Non-Abelian Gauge Field Localized on Walls with Four- Dimensional World

Volume (20)
新田 宗土（慶応大） New Topological Solitons in SUSY Gauge Theories with SUSY Breaking

Josephson Terms (20)

昼 食 （ 75 分）

午後 1 (14:15-15:30)
初田 泰之（京大基研） AdS/CFT対応に基づくグルーオン散乱振幅の解析と 2次元可積分模型 (20)
西尾 亮一（東大理） Virtual Compton scattering and Generalized Parton Distribution in gravity

dual (20)
本多 正純（総研大） Testing the AdS/CFT correspondence by Monte Carlo calculation of BPS

and non-BPS Wilson loops in N=4 super-Yang-Mills theory (20)

休 憩 （ 15 分）

午後 2 (15:45-17:00)
藤田 充俊（IPMU） Probing AdS Wormholes by Entanglement Entropy (20)
小川 軌明（IPMU） On higher derivative corrections to holographic entanglement entropy (20)
芝 暢郎（阪大理） Entanglement Entropy of Two Black Holes and Entanglement Entropic

Force (20)

休 憩 （ 15 分）

午後 3 (17:15-18:05)
斉田 浩見（大同大） Universal Property of Microstate of Quantum Gravity suggested by Unique-

ness of Black Hole Entropy (20)
池田 憲明（京産大益川
塾）

Current Algebras and Homotopy Lie Algebroids (20)

27日

午前 1 (9:00-10:10)
山口 哲（阪大理） BPS状態の数え上げと壁越え現象（仮） (60)

休 憩 （ 30 分）

午前 2 (10:40-11:30)
西中 崇博（KEK） Affine SU(2) algebra from wall-crossing phenomena (20)
奥山 和美（信州大） Gauge-Higgs Unification in Spontaneously Created Fuzzy Extra Dimen-

sions (20)

休 憩 （ 15 分）

午前 3 (11:45-13:00)
金森 逸作（レーゲンス
ブルク大）

SU(N) super Yang-Mills on 2-dim lattice (20)

杉野 文彦（岡山光量子
研）

Perturbative check of the construction of 4D N=4 SYM from 2D lattice (20)

鈴木 博（理研） Computer simulation of N=(2,2) Landau-Ginzburg model (20)



昼 食 （ 75 分）

午後 1 (14:15-15:30)
近藤 慶一（千葉大） A low-energy effective Yang-Mills theory for quark and gluon confine-

ment (20)
河井 博紀（東大総文） SU(3)格子ゲージ理論のマルチカノニカルシミュレーション (20)
伊藤 悦子（阪大理） SU(3)ゲージ理論における赤外固定点の存在と擬スカラー演算子の異常次元の

計算 (20)

休 憩 （ 30 分）

午後 2 (Poster Session) (16:00-18:00)
東 武大（摂南大） Large-N 1次元 有限温度系 ゲージ理論の相転移の数値的解析
一ノ瀬 祥一（静岡県立
大）

CMB Power Spectrum in the Background Field Formalism

稲冨晶子（奈良女子大） タキオン真空における弦の場の理論の対称性について
岡崎 匡志（阪大理） Evidence for Duality of Conifold from Fundamental String
鴨下 智（東工大） BPS Monopole in Omega-background
菅菜穂美（山口短期大） Double Field Theory における運動方程式：古典的粒子から量子宇宙まで
小林 秀太郎（首都大東
京）

The gauge sectors of multiple M2-branes

柴 正太郎（KEK） M-braneと Lie 3-代数
清水 将英（北大） Recent development of open mirror symmetry
長崎 晃一（阪大理） 曲がった時空上の超対称ゲージ理論の局所化について
野手 順一（日本大） ツイスター量子化における Hilbert空間
増田 暢（東大総文） Comments on multi-brane solutions in open string field theory
村中大地（東京理科大） Structure of multi-caloron solutions
横倉 祐貴（京大理） Thermodynamics of Spacetime and Membrane Paradigm

28日

午前 1 (9:00-10:10)
細道 和夫（京大基研） Exact results in 3-dim gauge theories and M2-branes (60)

休 憩 （ 30 分）

午前 2 (10:40-11:30)
吉田 豊（KEK） Localization of Vortex Partition Functions in Super Yang-Mills Theory (20)
新井 真人（チェコ工科
大）

Off-shell construction of N=3 superconformal Chern-Simons theories (20)

休 憩 （ 15 分）

午前 3 (11:45-13:00)
菅野 正一（東大理） W(1+infinity) algebra as a symmetry behind AGT relation (20)
米倉 和也（東大理） N=1 curves for trifundamentals (20)
小川 盛郎（総研大） Dp-branes, NS5-branes and U-duality from nonabelian (2,0) theory with Lie

3-algebra (20)

昼 食 （ 75 分）



午後 1 (14:15-15:30)
太田和俊（明治学院大） Volume of Moduli Space of Vortex Equations and Localization (20)
伊敷 吾郎（京大理） Boundary operators in matrix models (20)
疋田 泰章（慶應大商） The FZZ duality with boundary – Branes in 2d black hole and their duals (20)

休 憩 （ 30 分）

午後 2 (Poster Session) (16:00-18:00)
畔柳 竜生（理研） On Non-Chiral Extension of Kerr/CFT
宇賀神 知紀（IPMU） Measuring Black Hole Formations by Entanglement Entropy via Coarse-

Graining
小笠原 敦（京大理） F項およびD項による超対称性の破れとゲージ伝達機構
川口 維男（京大理） Yangian in squashed WZNW model
菊地 健吾（阪大理） 厳密繰り込み群によるリフシッツ型理論の解析
佐藤 喜一郎（東京理科
大）

量子重力理論におけるGL不変性とWeyl不変性の関連性について

島崎 信二（京大理） Some aspects of BPS solutions in ABJM theory and their gravity duals
寺嶋 靖治（京大基研） On Effective Action of Multiple M5-branes and ABJM Action
西脇 健二（神戸大） New types of Universal Extra Dimensional Models at Tevatron and LHC
早坂壮大（東京理科大） Rotational symmetry breaking in a six dimensional inflating brane model
松野 研（阪市大） Hawking radiation as tunneling from squashed Kaluza-Klein black hole
矢田 雅哉（総研大） Taub-NUT Crystal
横山 大輔（東工大） Superconformal index for large N quiver Chern-Simons theories

29日

午前 1 (9:00-10:10)
大河内 豊（IPMU） 超対称性の破れとその伝達 (60)

休 憩 （ 30 分）

午前 2 (10:40-11:55)
丸 信人（慶應大経） Direct Gauge Mediation of Uplifted Metastable Supersymmetry Breaking in

Supergravity (20)
平山 貴之（京産大益川
塾）

One loop divergences in quantum gravity coupled with nonlocal matter
fields (20)

羽原 由修（岡山光量子
研）

CMB Fluctuations and String Compactification Scales (20)

休 憩 （ 15 分）

午前 3 (12:10-13:50)
北本 浩之（総研大） de Sitter空間上の微分結合QFTにおける赤外効果 (20)
小山 陽次（中央大） de-Sitter時空上の graviton loopの効果 (20)
佐藤 昌利（物性研） Topological Field Theory for Topological Superconductors (20)
長谷部一気（香川高専） 超対称な非可換幾何とトポロジー的量子（スピン）多体状態 (20)


