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Schwinger効果 

• Schwinger効果とは？ 

外電場中の電子・陽電子の対生成 

[Schwinger, PR 82 (1951) 664] 

仮想粒子 

電場をかける 

逆方向に引っ張られる 

電場が大きいと 

実在化！ 
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非摂動現象 
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: 電荷 : 電場 

: 質量 : 微細構造定数 

WKB近似 

単位時間・単位体積 
あたりの生成率 

Schwingerの公式 

静止質量 電場から得る 
エネルギー 

Coulomb 
エネルギー 

■Schwinger効果は非摂動現象 



目的・動機 

• 目的 

 AdS/CFT対応に基づいて、Schwinger効果を議論する 

• 動機 

 電場の振る舞い 

弦理論では、電場の上限が存在する 

強結合・ラージ N ゲージ理論の新しい側面を示唆 

（AdS/CFT対応に基づく予言）  

 強結合領域を解析可能 

QCDに応用 

 モノポールやダイオンへの拡張 

[Fradkin-Tseytlin, NPB 261 (1985) 1] 

4 

[Bachas-Porrati, PLB 296 (1992) 77] 

[Bolognesi-Kiefer-Rabinovici, JHEP 1301 (2013) 174] 



Plan 

1. プローブD3ブレーンを記述するDBI作用 

 

2. N=4 超対称ゲージ理論におけるSchwinger効果 

 

3. AdS/CFT対応に基づいたSchwinger効果 

 電場のみの場合 

 電場と磁場がある場合 

 

4. まとめ・今後の展望 
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準備 
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■強結合・ラージN SU(N+1) 超対称ゲージ理論（SYM） 

Schwinger効果を考えたい 

スカラー場に VEV を与え、SU(N) x U(1) とする 

■作用： 

対生成する粒子(W-boson) VEV 



■      にあるプローブD3ブレーンを記述するDBI作用 

ブレーンの描像 
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枚 枚 1枚 

SSB 
ラージN 

AdS時空 

■計量 

のとき、ゼロになる 

ホライズンとプローブに張られた開弦のエネルギー 

Near-horizon 
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■U(1)の場合と異なる点 

 粒子数が増えた ⇒ 生成率はNに比例 

 Wボソン・光子のループ ⇒ ラージN極限で無視できる 

■生成率 

SU(N) Wilsonループ 

     超対称ゲージ理論でのSchwinger効果 

W-bosonの質量   が十分大きいとき 



  の計算 
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■鞍点近似：       の古典解を求め、           に代入 

■        の古典解は、半径         の円 

■ W[x] は、円形 Wilsonループ 



円形Wilsonループ 

プローブ ホライズン 

r=0 r=∞ 

R 

[Berenstein-Corrado-Fischer-Maldacena, PRD 59 (1999) 105023] 
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AdS時空 

横から見ると 

プローブ 

[Drukker-Gross-Ooguri ,  PRD 60 (1999) 125006] 

■AdS/CFT対応を用いてW[x]を計算 



続き 

11 

■   を計算できた： 

■ 不満点 

  ★W-bosonの質量が大きい（対生成に大きな電場が必要） 

  ★ポテンシャル障壁が消える電場の値と 

   DBI作用の電場の上限値の係数が異なる 

■       のとき、生成率の指数関数の引数が0になる 

電場の上限（ポテンシャル障壁がなくなるから） 

cf. 
DBI作用がill-definedになる値 



1. プローブをホライズンの近くに固定 

2. 外場として、NS-NS 2-form 

3. プローブ上で、円形となる開弦を考える 
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プローブ ホライズン 境界 

R ■生成率は、次のように表される 

Semenoff-Zaremboの提案 [Semenoff-Zarembo, PRL 107 (2011) 171601] 



Semenoff-Zaremboの提案 [Semenoff-Zarembo, PRL 107 (2011) 171601] 
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外場 

プローブ ホライズン 境界 

R 

1. プローブをホライズンの近くに固定 

2. 外場として、NS-NS 2-form 

3. プローブ上で、円形となる開弦を考える 

■生成率は、次のように表される 



AdS/CFT対応に基づいたSchwinger効果 
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プローブ ホライズン 境界 

R 

■  の計算 

①     の古典解を求める 

②古典解を       に代入 

■プローブ上での境界条件から 

では、  が虚数に!! ⇒   は電場の上限  



続き 
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⇒ Semenoff-Zaremboの提案はうまくいっている 

■電場の上限は、DBI作用のものと一致 

■生成率 

■        では、Schwingerの公式と指数関数の振る舞いが同じ 



磁場があるとき 
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The gravity side 

string world-sheet 

On the probe D3-brane 

Lorentz trans. 
 +   rotation 

string world-sheet 
  with 2 parameters 

generalize 

i) the probe D3-brane picture 

ii) the string world-sheet picture 

[YS-Yoshida, hep-th:1301:0112] 



DBI作用から分かる電場・磁場の性質 
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■DBI作用の根号の中 

det (...) =0 を E について解くと 

■      の場合、電場の上限値は変わらない 

■      の場合、電場の上限値は増加する 



■ Lorentz変換前で、電場が上限になるとき、 
      Lorentz変換後でも電場は上限値に達し、 

i) the probe D3-brane picture 
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■並行な電場・磁場があるときを考える 

■``z方向のLorentz Boost”  +  ``x-y面内の回転” 

■     とするために、         と置く 

DBI作用の結果と一致 

■ 



ii) the string world-sheet picture 
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■円形Wilsonループを変形した解 [Miwa-Yoneya, JHEP 0612 (2006) 060] 

：変形パラメーター 

■ 

■   の上限 

の場合のDBIの結果と一致 

と解釈すれば 

■      の場合は、2-パラメーターに依存する解が必要（省略） 



まとめ・今後の展望 

• Semenoff-Zaremboの提案に基づくと、 

 Schwingerの公式と同じ指数関数の振る舞いをする 

 電場に上限が存在する 

強結合・ラージNゲージ理論の新しい側面 

• 電場・磁場がある場合 

 DBI作用と同じ電場の上限値が得られた（二通りの方法で） 
 

• 可積分系との関連 

 ゲージ理論で、一様でない電場で解析的に解けるものがある 

 Wilsonループでこれに対応したものがあるはず 
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cf. Alday-Maldacena ’07 



ご清聴ありがとうございました。 
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スカラーQEDにおけるSchwinger効果 

• 生成率 

 

 

 

 
• Schwinger 

 

 

 
• Affleck-Alvarez-Manton [Affleck-Alvarez-Manton, NPB 197 (1982) 509] 

U(1)のWilsonループ 
揺らぎの寄与 
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電子 

外場 



可積分系との関連 
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■電場が時間依存する場合 

ベクトルポテンシャル 

■インスタントン解 

[Dunne, PRD 72 (2005)] 


