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Abstract: In this talk, we review recent progress in studies on entropy of the Hawking radiation based on [1]. A black hole radiates, and 

finally evaporates, when we take account of quantum effects. Naive computation of time dependence in radiation entropy gives  

countinuous increase. The result isn`t consistent with the unitary time evolution. Thus, some new entropy formula is needed. Recently, 

a canditate which is so-called the island rule is proposed in [2]. In the paper [1], the island rule is derived by replica methods.  

 

1. 導入 

ブラックホールは量子効果を考慮すると黒体放射の

ように熱を放出する。このブラックホールの放射を

Hawking 放射［3］［4］［5］と言い、熱を放出することでブラ

ックホールは完全に蒸発する。Hawking 放射のエント

ロピーをブラックホールから離れたところで考えると、

放射が始まってから完全に蒸発するまでエントロピー

は増え続ける。しかし、ユニタリー性を考慮すると、

エントロピーはある時間まで増え続けるがその後減少

する曲線(page curve)を描く必要がある［4］［6］。そのため

修正された Hawking 放射のエントロピー公式が必要に

なる。この公式は island rule ［2］と呼ばれ、以下の式

で表わされる。 

𝑆 = min
𝜕𝐼

[ext
𝜕𝐼

{
𝐴𝑟𝑒𝑎(𝜕𝐼)

4𝐺𝑁

+ 𝑆𝑚𝑎𝑡(𝐼 ∪ 𝑅)}] (1) 

𝐼は islandと呼ばれるブラックホール内部または少しは

み出た領域で、𝑅は Hawking 放射を観測する領域であ

る。𝐴𝑟𝑒𝑎(𝜕𝐼)は𝐼の境界𝜕𝐼の面積、𝑆𝑚𝑎𝑡(𝐼 ∪ 𝑅)は領域𝐼 ∪

𝑅での半古典近似したエントロピーである。𝐺𝑁は重力

定数である。 

今回の発表は[1]に基づくレヴューであり、統計力学

で使われるレプリカ法を用いて island rule の正当性を

確認することが目的である。その際、ダイナミカルな

重力の効果でレプリカ法に興味深い性質が現れる。 

文献[1]ではトイモデルとして共形場理論(CFT)で記

述される物質場と結合した漸近的𝐴𝑑𝑆2時空(重力領域)

の JT gravity が用いられる。そしてその時空の両側に同

じ CFT の物質場を持つ平坦な時空をつなげる。𝐴𝑑𝑆2時

空では重力はダイナミカルで、平坦な時空ではダイ

ナミカルでない。 

 

2. island rule のエントロピーとその極値条件 

 ユークリッド化によって複素座標系𝑦 = 𝑖𝜏 + 𝜎を考

える。二つの領域𝐼と𝑅は𝜏 = 0で、𝜎の範囲はそれぞれ

−∞ ≤ 𝜎 ≤ −𝑎と𝑏 ≤ 𝜎 ≤ ∞である。また𝜕𝐼は𝜎 = −𝑎で

ある。island rule を用いた Hawking 放射のエントロピー

とその極値条件は以下の式で与えられる。［1］［7］ 

𝑆 = 𝑆0 +
𝜙𝑟

tanh 𝑎
+

𝑐

6
log

4 sinh2 1
2

(𝑎 + 𝑏)

𝜖 sinh 𝑎
(2) 

sinh 𝑎 =
6𝜙𝑟

𝑐

sinh
1
2

(𝑎 + 𝑏)

sinh
1
2

(𝑎 − 𝑏)
(3) 

(2)式の第１項と第２項は面積項、第 3項は𝑆𝑚𝑎𝑡(𝐼 ∪ 𝑅)

である。 

 

3. 密度行列とレプリカ法 

全体系の密度行列𝜌𝑡𝑜𝑡は状態を定義する実軸を除い

た複素平面上における経路積分で表わされ、縮約密度

行列𝜌は𝜌𝑡𝑜𝑡を実軸上の着目領域以外の領域における

経路積分で得られる。レプリカ法ではエントロピー𝑆は

𝜌を用いて次式で計算される。 

𝑆 = − lim
𝑛→1

𝜕

𝜕𝑛
[log(𝑇𝑟𝜌𝑛)] (4) 

着目領域の端点の周りを2𝜋回転すると次の複素平面に

移るように𝑛枚の複素平面(以下レプリカ空間とも呼

ぶ)をつなぐ。この複素平面上での経路積分によって計

算される分配関数を𝑍𝑛とすると、𝑇𝑟𝜌𝑛は次式で表わさ

れる。 

𝑇𝑟𝜌𝑛 =
𝑍𝑛

(𝑍1)𝑛
(5) 

文献[1]では着目領域の一つの端点𝑂は重力領域の境

界に、もう一つの端点𝐵は平坦な領域に置かれる。重力

は古典的に扱い、𝑛枚の複素平面の重力領域がつながっ

た解で経路積分を評価する。この解と平坦領域を合わ

せた二次元空間を𝑀�̃�とする。例えばFigure 1は𝑀2̃であ

る。ここで仮定として𝑀�̃�はℤ𝒏対称性を持っているとす

る。つながった重力領域にはℤ𝒏変換の下での不動点𝐴

が存在し、𝑂と𝐴をつなぐ線は重力領域のレプリカ空間
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間の境界になる。ゆえに、𝐴𝑂間と𝑂𝐵間に境界があるこ

とになる。 

次にℤ𝒏対称性の下での同一視に基づいて𝑀�̃�を上で

述べた境界で切り離して一つの二次元面𝑀𝑛を作る

(Figure 1)。ただし𝑀1は元の複素平面である。𝑀�̃�を考

えていたことを反映して𝑛個のレプリカ場を𝑀𝑛に置き、

さらにこれらのレプリカ場がしかるべき境界条件を満

たすように𝐴と𝐵にツイスト演算子を置く。また重力領

域にある𝐴は円錐特異点になるので、この特異性を生み

出す源を置く必要がある。ゆえに𝑀𝑛の作用は𝑀1の作用

にツイスト演算子と円錐特異点の効果を入れた作用に

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑀𝑛の作用に運動方程式を用いると、log 𝑍𝑛は 

log 𝑍𝑛 = 𝑛𝑆0 +
𝜙𝑟𝑛

2𝜋𝜖
∫ √𝛾𝐾 − 𝑛 (1 −

1

𝑛
) 𝑆0 + log 𝑍𝑚𝑎𝑡 (6) 

となる。右辺の最初の３つの項は重力の作用で、特に

第２項は重力領域の境界に関する項である。第４項は

ツイスト演算子の効果も含めた物質場の寄与である。

重力領域と平坦な領域の角度座標をそれぞれ𝜃と𝜏して、

𝑀1では境界で𝜃 = 𝜏となるように座標を設定する。𝑀𝑛

は𝑀1と平坦な領域で同じだが、重力領域では異なる。

そのため境界で𝜃は𝜏の関数𝜃 = 𝜃(𝜏)となり、(6)式第２

項の積分は以下の式で書ける。 

1

𝜖
∫ √𝛾𝐾 = ∫ 𝑑𝜏 [{𝑒𝑖𝜃(𝜏), 𝜏} +

1

2
(1 −

1

𝑛2
) 𝑅(𝜃)]

2𝜋

0

(7) 

𝑅(𝜃) = −
(1 − 𝑒−2𝑎)2(𝜕𝜏𝜃)2

(1 − 𝑒𝑖𝜃−𝑎)2(1 − 𝐴𝑒−𝑖𝜃−𝑎)2
 

大括弧内第１項はSchwarz微分で、第２項は𝑀𝑛の計量

と𝑀1の計量とのずれによる項である。また、−𝑎は点𝐴

の座標(𝑎 > 0)である。 

(6)(7)式から𝜃(𝜏)についての方程式を導出すること

が出来る。その式の𝑛 → 1の極限を考えると(3)式を導

くことが出来る。 

 

4. エントロピーの導出  

𝑀1で重力領域の境界で𝜃(𝜏) = 𝜏としたため、𝑀𝑛~1で

は𝛿𝜃(𝜏)を(𝑛 − 1)1のオーダーとして、𝜃(𝜏) = 𝜏 + 𝛿𝜃(𝜏)

とおく。(4)式よりエントロピーを求める際に𝑛 → 1と

するので𝑛~1を考える。すると(5) (6) (7)式より(𝑛 − 1)1

のオーダーで 

log(𝑇𝑟𝜌𝑛) ≈ (1 − 𝑛)𝑆0 + (1 − 𝑛)
𝜙𝑟

tanh 𝑎

+ (𝑛 − 1)
𝜙𝑟

2𝜋
∫ 𝑑𝜏𝜕𝑛{𝑒𝑖𝜃(𝜏), 𝜏}

2𝜋

0

+ log 𝑍𝑚𝑎𝑡(𝑛) − 𝑛 log 𝑍𝑚𝑎𝑡(1)    (8) 

を得る。右辺第４項と第５項の和は𝑀𝑛と𝑀1の計量の違

いによるCFT物質場の変化𝛿𝑔 log 𝑍𝑚𝑎𝑡とCFTのエント

ロピーを含む。CFTのエントロピーはツイスト演算子

の相関関数で表す事が出来る［8］。上記のことを考慮す

ると、右辺第４項と第５項の和は 

𝛿𝑔 log 𝑍𝑚𝑎𝑡 + (1 − 𝑛)
𝑐

6
log

4 sinh21

2
(𝑎+𝑏)

𝜖 sinh 𝑎
                     (9)

のように書ける。また、𝛿𝑔 log 𝑍𝑚𝑎𝑡は(8)式右辺第３項

と運動方程式によりキャンセルする。ゆえに(4)(8)(9)式

からエントロピーは(2)式と一致する。 

 

5. まとめ 

 本講演では[1]に基づきHawking放射のエントロピー

に関する研究における最近の発展についてレヴューを

行った。その中で𝐴𝑑𝑆2に平坦な時空をつなげたトイ

モデルでレプリカ法が island rule の結果を導くことに

ついて紹介した。しかし、高次元の理論や高階微分を

含む理論、漸近平坦や漸近的 dS 空間で同様な議論が出

来るのかについても今後考えていきたい。 
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Figure 1. Spacetime used in replica methods (𝑛 = 2) . 

The left figure is 𝑀2̃ and the right one is 𝑀2. 
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