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研究成果の概要（和文）：性質の良い共形場理論から自己同型を使って性質の良い共形場理論が出来ることは、
計算ができる個別の例でのみ示されていた。それを一般的な設定で成り立つ事（軌道予想）を証明する方法は全
くと言ってよいほどなかった。しかし、近年の研究代表者の研究により、この頂点作用素代数の軌道予想は自己
同型群が可解である場合に証明された。さらに、完全解決のためには、群の表現が線形でない単純群に対して、
一番重要なボーチャーズ恒等式が成り立つような加群同士のテンソル積の概念を導入し、いくつかの単純群につ
いて軌道理論の性質を調べた。

研究成果の概要（英文）：For a few examples, it has shown that the orbifold theory of a good
conformal field theory (CFT) by a finite automorphism is again good. The orbifold conjecture says
that this is true for general cases, but there were no proofs. Recently, we have proved this
conjecture for a finite solvable automorphism group. In order to complete this problem, we have to
treat simple groups, which does not have linear representation.
In this research, we have introduced a new concept of tensor product of modules, on which we have
very important Borcherds identity. As an application, we studied the orbifold theory for a few
simple groups.
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