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《講義ノート》

対称性指標の基礎から
高次トポロジ、カル絶縁体への応用まで

東京大学物理工学専攻渡辺悠樹

与えられた対称性のもとで、どのような種類のトポロジ

カル相がありえるのかを分類したり、それらのトポロジカ

ル相を実現する具体的な物質を探索することは、近年の物

性物理学の主要な研究テーマの一つになっている。時間反

転対称性や粒子正孔対称、カイラル対称性の組み合わせか

らなる 「内部対称性」に加えて、最近では、離散並進対称

性、反転対称性、回転対称性などの組み合わせからなる「空

間群の対称性」を含めた分類が盛んに研究されている。本

講義では、バンド構造に現れる空間群の対称性の表現を用

いて、バンド構造のもつトポロジーを決定する「対称性指

標Jの方法について詳しく紹介する。

本講義ノートの構成は以下のようになっている九第1節

では、結品が持つ対称性である「空間群」の定義やその表

現についてまとめる。第2節では、電子のバンド構造を記

述する有効模型である「強束縛模型」において、空間群が

どのように表現されるかを議論する。これらの準備を元に、

第3,4節ではバンド構造に現れる空間群の対称性の表現と、

その絶縁体が持つ非自明なトポロジーの関係を詳細に議論

する。

1.空間群・点群の既約表現

まず空間群とその表現に関する基礎事項をおさらいしよ

う。特に電子系のバンド構造の表現論に欠かせない I射影

表現Jの詳細や「ノンシンモーフィック空間群」の取り扱

いについて文献1,2）を補足しながらまとめる。

1.1.空間群の基礎事項

1.1.1.空間群の種類

我々の住む空間自体は一様かっ等方的であり、 3次元ユー

クリッド群（連続的並進、連続的回転、空間反転およびそ

れらの組み合わせ）のもとで（少なくとも日常生活のエネ

ルギースケールで、は）不変である。物質中ではこれらの対

称性が部分群に破れている。不純物の存在を無視すれば、

原子が周期的に並ぶ結晶構造を持つ物質は離散的並進対称

性を持つとして良い。空間群（spacegroup）とは一般に、

離散的並進部分群を持つような 3次元ユークリッド群の部

分群のことである。

全3次元方向への離散並進対称性を持つ空間群は全部で

230種類あり、単に空間群と言った場合にはこの意昧に理

解される。一方、グラフェンの対称性のように 2次元方向

（これを xy平面とする）の離散並進対称性しか持たない

空間群は、特にレイヤ一群 (layergroup）と呼ばれ、全 80

種類ある。z軸方向への並進対称性は持たないが、空間反

1本稿は第 64因物性若手夏の学校 （2019年 8月開催）の講義で使用

するテキストである。これは雑誌「固体物理Jに連載中の誌上セミナーの
原稿を許可を得た上でまとめ直したものである。
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転や鏡映などによって zの符号が変わることも考慮する点

が、 x,y座標の情報しか含まない真に 2次元の場合の壁紙

群（wallpaper group）との相違点である。同様に、 1次元

方向 （x軸とする2）の離散並進対称性しか持たない場合は

口ツド群（rodgroup）と呼ばれ、全75種類ある。本稿では

主に空間群を議論しつつ、例としてレイヤ一群やロッド群

も扱うことにする30

1.1.2.点群

空間113の合同操作からなる群のうち少なくともある一

点を動かさないものを点群（pointgroup）という。空間群

の議論に現れる点群には全部で32種類あり、その位数（元

の数）は有限で 1,2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48のいずれか

である。点群Pの不動点を xoε113と書けば、 Pの元gの

5ε113への作用は

g(x) = pg(x -xo) + xoε113 (1) 

と書くことができる。ここにPgξ0(3）は3次元直交行列

であるo Pgとしては、恒等変換に対応する単位行列 1の他

に(1）空間反転に対応する 1、（2）ある軸周りの角度 2ヂ
の回転（η ＝2, 3ぅ4,6）行列、および（1）と（2）の積が登場

する。例えば鏡映は空間反転と角度πの回転の積である。

1.1.3.並進群と単位胞

並進群Tは基本並進ベクトル a1(I = 1, ... , d）で特徴

付けられる。以下、 d=3は空間群、 d=2はレイヤ一群、

d = lはロッド群に対応する。Tの元gの5ε 113への作

用は

g（王） ＝れた113，互＝I:n1a1 (2) 

の形に書ける。ただし n1は整数とする。このRを並進ベ

クトルと呼ぶ。以下では並進ベクトル長だけ並進する操作

をT克ETと書くことにする。

並進群が与えられると、それに対応して単位胞（unit cell) 

を定義できる。単位胞とは並進の作用によって lld全体を

重複なく埋め尽くす領域のことである。これには様々な選

び方があるが、本稿では基本並進ベクトルで張られる平行

多面体n::::1x1a1IO豆 町 ＜ 1｝とする。以下ではこれを UC

と書く。

1.1.4.空間群の実空間への作用

空間群Gの元9は空間の点5ε113を

g(x）三 p9x＋らε113 (3) 

2z軸がJ-Yいられることが多いが、 記法の統ーのため zにした。
3なぜ壁紙群ではなくレイヤ一群を扱うのかについては 1.3.2節。
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へと変換する。ここに Pgε0(3）は（1）式に現れた 3次元

直交行列であるが、ら εffi.3は基本並進ベクトルやその和

の形とは限らない。 Gの2つの元g,g＇の積gg＇は、この変

換を合成すると分かるように

Pgg' = P9Pg', t99, = p9t9’＋tg (4) 

で特徴付けられる。各空間群のそれぞれの元についてのPg,

らの情報は文献）にまとめられている。

空間群Gの並進部分群Tは、特に Gの正規部分群であ

る4。そのためGの要素のうち並進の違いを無視したもの、

すなわち商集合9/Tは再び群となる。 9/Tの各元の直交

行列Pgの部分のみに着目することで、 9/Tはx=Oを不

動点とする点群とみなすことができる。

1.1.5.シンモーフィック空間群とノンシンモーフィック空

間群

点群Pと並進群Tの積集合P×Tの元（p,T長）ぅ （p’，T昆，）を

考える。点群Pの積はp叩’ ＝pp'E p、並進群Tの積はT疋＊

Tfi,, = TR+R＇と定義されている。直積群P×TではP,Tそ

れぞれ独立に積をとり （p,T昆）＊（P',T反，） = (pp',T長十詠）と定

めるが、これでは（4）式の積の定義と相容れない。代わりに

(pぅT互） * (p',Tた） = (pp＇ぅT長ネ （pT長，p-1))= (pp', T長＋P后）

とすると（4）式と整合することがわかる。これを半直積Prx.T

と書く。

このように空間群gが、ある点群Pと並進群Tの半直積

Q=Prx.Tであるとき、 Gはシンモーフイツク（symmorphic) 

であると定義する。もう少し簡単に言い換えると、うまく

原点を選ぶことによってすべての元gξGに対して同時に

ら［（3）式］を並進ベクトル互［（2）式lの形にできればシン

モーフィックであり、それ以外のときはノンシンモーフイツ

ク（nonsymmorphic）である。 3次元の 230個の空間群の

うち、シンモーフイツクなものは73個だけで残りの 157個

はノンシンモーフイツクである。

回転に引き続いて回転軸方向に半端な成分を持つ並進を

するらせん操作や、鏡映をした後で面内に半端な成分を持

つ並進をするグライド操作を元に持つ空間群は必ずノンシ

ンモーフイツクである。他方、空間群!212121(No. 24）や

!213 (No. 199）は例外的でらせん操作やグライド操作を持

たない。しかし、各元に対してはそれぞれ適当な原点が存

在しらを並進ベクトル互の形に取れるが、そのとき他に

半端な並進を持つ元が存在するため、ノンシンモーフィツ

クである。

口ツド群＇,.nIの例 ロツド群9＝メは、 a'.1三（α，0,0）の η1

倍（n1εZ）だけ並進する並進操作丸ii"i1:(x,y,z）→ （x+ 

町 α，Y,z）に加えて、 空間反転I: (x,y,z）→（ x, y, z) 

を持つ。一般の元 g= Tn1a1I＝εg (m = 0, 1）は Pg=

4HをGの部分群とする。全てのgε G,hε Hに対して ghg lεH 
であるとき、 HはGの正規部分群と言われる。
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(a) ． ，． ． 
言 与τ

図 1 (a）ロッド群ノIで不変な格子の例。 赤、育、緑の点はそれぞれ本
文の A弘、A,;b、Axeに対応する。 (b）レイヤ一群p6/mmmで不変な
格子の例。 赤、育、緑の点はそれぞれ三角格子、ハニカム格子、徳目格子
をなす。この他に、より対称性の低い点が複数存在する。 （乱），（b）ともに
黒点は空間の原点、矢印は基本並進ベクトル、 赤色の領域は単位胞 UCを
表す。

(-1）＝］＿および元＝ n1i11で特徴付けられ、単位元 eは

η1 = m = 0の場合に対応する。点群P= 9/TはPe= ]_ 

およびPI= 1からなる0 lg= n1a1が並進ベクトルの形

をしているのでノ1はシンモーフイツクである。

1.1.6.実空間における軌道と小群

ある5εffi.3を選んで固定したとき、集合Qx三｛g(x)lg ε 

9｝は点5のGの作用のもとでの軌道（orbit）と呼ばれ、物

理的には対称性Gのもとで不変な格子を表す。この格子を

Axと表すことにしよう。また Axの点のうち単位胞 UCに

属するものの集合を A~c と書こう。逆に A王は A~c を並進

対称性Tによって「敷き詰める」ことで得られる。

空間群Gを固定しても、 5の選び方次第で様々な格子が

現れる。例えばレイヤ一群p6/mmm(No. 80）の場合には、

図l(b）に示したように、 Axは三角格子、ハニカム格子、龍

目格子などとなる。 空間群Gの対称性を持つ本質的に異な

る格子はワイ コフ位置（1.1.7節）によって分類される。

1.1.5節のシンモーフィック空間群の定義は、この G不

変な格子の言葉で言い換えることができる。 5を変化させ

て得られる種々のAxの中に「サイト数が単位胞あたり 1

つJCIA子I=1）であるものが容在するとき、 Gはシンモー

フィックである。逆にノンシンモーフィック空間群のとき

は、どんなにうまく 5を選んでも A~c は必ず 2 つ以上の点

を含む。 先のp6/mmmの例では、 三角格子は単位胞あた

りに 1つだけしかサイトを持たないのでp6/mmmはシン

モーフィックである。

軌道と密接に関連した概念として小群（littlegroup）と

いうものがある。これはxを不変に保つGの部分群であり、

集合としてはいεgI h(x) = x｝に等しい50 以下ではこれ

をらと書く。定義より 9xは5を不動点とする点群である。

A~c の元の数 IA~cl と 9x の位数 l9xl の積 IA~c l l9x l は、 5

によらず常に g/T (1.1.4節）の位数 19/TIに等しい。

5後の都合で小群の元は主に hと書く。
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と書くと、五と五＋aは同じ並進の表現を与えるのですべて

同一視する。すなわち波数空間はその単位胞のみを考えれ

ば十分である。これを第 1ブリルアン域（the日rstBrillouin 

zone）と呼び、以下では BZと書く。第 1ブリルアン域とし

てはウィグナーザイツ胞（Wigner-Seitzcel1)1lが選ばれる

ことが多いので本稿でもこれに習う。長と五＋aを同一視

するもとで波数空間はd次元トーラスと同相になる。

1.2.2.空間群の波数空間への作用

(5）式の表現の基底となる状態を｜五）と書く。すなわち

(7) 

このとき、訓めという状態を考えてみると、（4）式を用いて

(8) 

となる。したがって、引めは表現Up9k(Tii,)＝ε包（pgk）・昆の

基底となることが分かる。すなわち空間群の元gは波数五

に対して

）
 

ハu
d

J
e

－－、、

と作用するO kの変換にはgの並進部分らが効かないこと

に特に注意したい。

1.2.3.波数空間における軌道と小群

実空間のときと同様、五εBZを選んで固定したとき、集

合G五三 ｛g（五） εBZlgε9｝は正の Gの作用のもとでの軌

道を表す。特に波数空間ではこれを五の星（star）と呼び、

skと書くことにする。実空間の場合とは異なり、五の星の

要素数 ISflは有限である。

また、五 εBZを不変に保つ Gの部分群を五の小群 gk

と呼ぶ。集合としてはいεgI h（五）＝五（＋G）｝に等しい。

並進は五を変えないため、 gkは必ず並進群Tを部分群に

含む。したがって gk自身は点群ではない。 l9f/TIと1Sfl

の積は、五によらず常に 19/TIに等しい。

例 またロツド群，~I の例を用いと、品＝（与 0,0）、 BZ = 

{kb1I -~ < k三Dとなる。 I（五）＝一五なので五＝ i5と

五＝ bi/2は空間反転不変であり、このとき gkはG自身、

sk ＝｛五｝となる。この他の五については、 gkは並進群T

と一致し、 sk= {+kヲ k｝となる。

1.3.空間群の表現

本節では特に射影表現に重点を置きながら、空間群の表

現についてまとめる。

空間の 2点5う5ε 良3に対する同値関係5～5を、小群

9xと9gが共役であること、すなわち「9g= g9xg 1なる

gεgが存在すること」と定める。例えば、 5とgが同じ軌道

上にあり、 fl=g(x) (gε9)と書けるならば、 9g= g9xg 1 

となるので5～5である。しかし同じ軌道上にある必要は

なく、例えば自明な小群 9x= ｛ε｝を持つ点はすべて同値

である。空間良3のすべての点をこの同値関係で分類した

商集合 c良3／～）がワイコフ位置（Wyckoffposition）であ

る。この情報も 230個の空間群それぞれに対して文献3）に

まとめられている。同じ軌道上にある場合には同じワイコ

フ位置に属することから、異なるワイコフ位置を列挙する

ためには単位胞 UC内の点に着目すれば十分である。

例再びロツド群~I の例を用いる。 g = Tn1a1Imに対し

てg(x)= xを解いてみると、 m=Oのときは町＝ 0 （つ

まり単位元）のときのみ解を持ち、そのときは当然すべて

の5が解となる。一方 m=1のときは一般の町 εZに対

して x=(n1α／2ぅOぅ0）という解を持つことが分かる。すな

わち小群9xは、 5が（nα／2ぅ0,0) （ηεZ）のとき T(na,o,oif

を要素に持ち、この他の形のときには自明で単位元 eのみ

となる。

また、 g(na/2,0,0)= ｛εぅT(na,O,o)Im｝がT(n1a,O,O)g(na/2,0,0) 

T（ネ0,0)= g((n1 +n/2）州0）を満たすことに注意すると、

x= (nα／2うOう0）と fl=x＋ηiiiは同じワイコフ位置に属し

ていることが確認できる。したがってワイコフ位置は3つ存

在し、その代表点としてはゐ＝ (0,0,0）ぅゐ＝（α／2,0う0),

Xe= (x,y,z) （ただし 0< X ＜ α／2）を選ぶことができ

る。図 l(a）に示したように、それぞれ A~~ = {(O, 0, O）｝、

A~;= ｛（α／2, 0, O）｝、 A~了＝ {(x,y,z), （α x, y, z）｝と

いう格子に対応する。

1.2.波数空間

空間群Gの表現は、その不変部分群である並進群Tの表

現を元に構成される。このTの表現を特徴づけるのが波数

五である。
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ワイコフ位置1.1. 7. 

T疋｜五）＝｜五）e ik-R 

ら（§1五）） = §(Tp；官｜五）) = (§1五）)e包（pgk）昆

g(k) = pgk 

と定める。この表現のラベルであるベクトル五の集合を

波数空間と呼ぶ。逆格子ベクトル百J (J = l, ... ,d）を、

ii1・bJ= 2π81 Jを満たすように定義する。逆格子ベクトル

らは波数空間における基本並進ベクトルの役割を果たす。

波数空間の格子点を

(5) 

1.2.1.並進群の表現と波数空間

並進群の元TRεTの表現を

Uk(T昆） = e ik・R 

）
 

ハh
U

J
e

－－、、δ＝ LmJbJ 
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1.3.1.射影表現

一般に、群Gの行列表現とはgεGから u(g）への写像で

u(g)u(g') ＝叫gg') 、、‘’．，ハU1i
 

，，ea
－－‘、、

を満たすもののことである。（この小節の Gとしては空間

群 Gや点群Pを想定している。）しかしバンド構造の表現

を議論する際には

u(g)u(g') = w(g,g’）u(gg') (11) 

を満たす射影表現（projectiverepresentation）を考える必

要が生じる。この位相w(gぅダ） εU(l）を射影表現の乗数系

(factor system）と呼ぶ。（10）式を満たす通常の表現は、 射

影表現と区別して線型表現（linearrepresentation）と呼ば

れる。

乗数系は任意に選ぶことはできず、行列の積の結合則

[u(g)u（ダ）］u(gつ＝ u(g)[u（ダ）u(g＂）］に対応して、コサイク

ル条件w(g,g')w(gg', g勺＝ w(g,gγ＇）w(g', g勺（g,g'' g＂ε 
Q）を満たさなければならない。また各gに対して u(g)'= 
u(g )ei'Pgと取り直すと

u(g )' u(g')' = ei(cp9+'Pg' 'Pgg' )w(g, g')u(ggγ （12) 

となり、乗数系は w(g,g＇）’＝ ei（伊g十円’ 'Pgg')w(g, g’）へと

変換されることが分かる。このように u(g）の位相の取替

えで結びつく違いは本質的でなく、この位相変換による乗

数系の同値類を考えるのが自然である。これによって得ら

れる本質的に異なる乗数系の分類は群の第2コホモロジ－

H2(G, U(l））で与えられることが知られている。また、こ

の位相変換の自由度を利用して、単位元eがすべてのgεG

に対して ω（巴，g)= w (g, e) = 1を満たすように選ぶことに

する。

1.3.2.電子スピンに起因する乗数系

バンド構造に現れる表現の乗数系が非自明になる起源には

大きく分けて 2種類ある。 一つ目が、電子がスピン 1/2を持

つことによる。一般に空間群Gの元gの点群部分Pgモ0(3)

は
I -iBn売のLPg＝土e y y (13) 

と書くことができる。初めの符号はPgの行列式det(p9）に

対応する。指数関数の部分は軸も周りの角度内の回転行

列を表し、£= (L1,L2ぅL3)Tは角運動量演算子の3次元表

現行列である（具体的には完全反対称テンソル Eを用いて

(L包）j,k= -iEゅ （i,j,k = 1, 2, 3）とすればよい）。（死約九）

の選び方には不定性があり、（冗g,Bg）と（内，09+ 2πη）や

（ーら＇－Bg）は同じ回転を表すことに注意したい。例えば

0 < 09 ＜πのように制限してこの不定性を取り除こうとし

ても、 Bg＝πのときの処理が問題になる。何れにせよ、 各

gεGに対して（13）式を満たす（向，Bg）を一つ選んで固定
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することにする。特に内＝ 土1のときはむ＝ 0と約束す

る。（4）式により、 PgはGの綜型表現である。

5へ作用する行列Pgε0(3）に対応し、電子のスピンに

作用する行列 p~P E SU(2）を

psp = e-i89n9-S 
g (14) 

と定めることにしよう。ここに §= iJ/2はスピン 1/2を表

し、 a=（σ1, a2 ， σ3)T はパウリ行列である。この行列 p~P

はGの射影表現となり、

sp sp spf ,, sp 
Pg Pg' = w 〔gぅgJPgg’ (15) 

を満たす。

(15）式は電子のスピン 1/2に起因する乗数系WSP(g,g')= 

土1の定義式とみることができる。今後現れる空間群Gや

小群9x、9－；； の表現はすべてこのWSP(g,g＇）を乗数系とする

射影表現である。（13）式を満たす角度（市，Bg）の選び方を

変えると WSP(g,g＇）の値も変わるが、この違いは 1.3.1節で

述べた位相変換の自由度に対応する。

ゼーマン磁場やスピン軌道相互作用などがなく、スピン

のSU(2）回転対称性を仮定できる場合には、軌道とスピン

の変換を別々に行うことが可能となる。その場合、軌道の

変換を議論する際には以下の議論で WSP(g,g')= 1とすれ

ばいい。

レイヤー群やロッド群はそれぞれ2次元、 1次元の並進

群しか持たないが、点群部分Pgとしてはいずれに対して

も 0(3）行列を考えていることを思い出そう。これはp~P や

WSP(g,g＇）を同定するために必要だからである。例えば空間

反転 I:(x,y,z）ト-t( x, Uぅz）と z軸まわりの π回転

C2z: (x,yぅz)H (-x, -y, +z）はx,yだけを見ていても区

別できない。しかし電子スピンにとっては全く違う操作を

表しており、 pア＝ ]., P62z = -ia zとなる。

点群 222の例 スピンに起因する乗数系のとても大切な

例として、 点群 222を考えよう。この群の位数は4で、 単

位元 eの他に x,y, zそれぞれの軸周りの π回転操作 C2i

(i=x,y,z）を元として持つ。積はC2xC2型＝C2yC2x = C2z 

や（C2i)2＝εを満たすため、この群は可換群である。

g = C2i (i = x,y,z）のそれぞれに対し、内を（1ぅ0,0), 

(0, 1, 0), (0, 0, 1）とし、 Bgはすべて＋πと選んでみる。す

ると p包＝e一付町／2= -i町となるため、電子のスピンに

起因する乗数系 Wspは

ω町C2x,C2y) = w吋C2y,C2z) = w吋C2z,C2x)= +1 

(16) 

W8P(C2官，C2x)= w叩（C2z,C2y) = w5P(C2x, C2z) = -1 

(17) 

と求めることができる。
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1.3.3.ノンシンモーフイツクな操作に起因する乗数系

小群 gkの表現とは

Uk(h)Uk(h') = w叩ゅうh')Uk(hh') (18) 

を満たす射影表現のうち、並進部分群Tの表現が（5）式を

満たすもののことである。 gkの既約表現を求めるために、

まずは有限群9-;;fTの既約表現を求めておき、それに基づ

いて先の既約表現を構成するということが行われる。そ

こで9-;;fTの表現吋を

Uk(h) = uk(h)e ik－ら (19) 

によって導入しよう。並進群の表現を（5）式で定めている

ために、こうすると確かに hとT仇はともに同じ u を与
R 

え、 Qk/Tの表現と言えそうである。しかし、この定義式

(19）を（18）式に代入すると、 Ukは

uk(h)uk(h') = w町hぅh＇）ε－ik-(pιFーかluk(hh') (20) 

を満たさなければならないことがわかる。すなわち群Qk/T

の射影表現吋の乗数系は、 w"P(hぅh＇）と

wrt(hヲh＇）三 e-ik-(pιFーか） (21) 

の積になる。逆に w"P(hぅh')w'tゅうh＇）を乗数系とする Qk/T

の射影表現uk(h）が得られれば、（19）式を用いて w"P(hヲh')

を乗数系とする gkの射影表現が構成できる。 w't(hぅh＇）は

空間群がノンシンモーフィックでかっ五が BZ表面の場合

のみ重要になる。

空間群P212121(No. 19）の例 空間群P212121は2つの

らせん操作S町内およびこれらの積（例えばBz= (SxSy) l 

やTx= S；） からなるノンシンモーフイツク空間群である。

これらの操作の具体系は

Bx:(x,y,z）片付＋αx/2,-y ＋内／2,-z), (22) 

ら： （x,y,z)c-+ (-x,y＋匂／2ぅ－z＋ι／2), (23) 

Sz: (x,y,z）←÷ ( X ＋αx/2ぅ y,z＋αz/2) (24) 

である。高対称波数五＝（πnx／αx,Hny／αuぅπnz／αz)（ただ

しnx,nyぅnzは0または 1)においては、小群gkはP212121

自身と一致する。この波数において具体的に wrt(hぅh＇）を

いくつか計算してみると、
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1.3.4.点群の既約表現とその性質

これまで、、実空間における 9x(1.1.6節）と波数空間にお

ける先／T (1.2.3節）の 2つの点群が現れた。物理的応用

の際には、それぞれ w"P(hヲ h＇） と ω？ゅう h')w~＂ ゅう h＇） を乗
k k 

数系とする射影表現を考えることになる（1.3.2および1.3.3

節）。ここではより一般に、乗数系を w(pぅ〆）とする点群P

の射影表現の性質についてまとめよう60

Pの既約表現を u°'(p)（α＝ 1ぅ・・・ぅN）と書き、その指

標tr[u°'(p）］を χ白（g）、次元を D°'＝χ白（ε）と記す。射影表

現の場合にも線型表現のときと同様に表現の直交性

ε 「｜[u°'(p)]l)u13(p)]k,l ＝市oi,koi,l九，β

pεP 

が成立する。これより直ちに指標の直交性

I)x°'(p)Jγ（p) = IPI九，β

pεP 

(26) 

(27) 

も導かれる。したがって、一般の射影表現u(p）に含まれる

既約表現ポ（p）の数は

n白＝土、Iχ°＇（p)]*x(p），χ（p)= tr[u(p)] (28) 
IPI怠

から求めることができる。また、表現の次元D白に対して

も線型表現のときと同様に

玄（D°')2= IPI (29) 
白

が成立する。また、異なる射影既約表現u°'(p)（α＝1ぅ・ぺN)

の数は
ゃ w(p,p')

N ＝ーヅ一一－Opp＇内 (30) IPI p会Pw(p',p）仰山

で与えられる4）。

例 再び点群222を考えよう。この群は可換群であるため、

線型表現としては 1次元表現が4つ得られる。具体的には、

匂白（C2x)＝土1とu白（C2y)＝土1を選ぶと、 u°'(C2z）が自

動的に u臼（C2z)= u臼（C2xC2y)= u臼（C2x)u白（C2y）から決

まる。このとき 12+ 12 + 12 + 12 = 4のように（29）式が満

たされていることに注意する。

一方、電子のスピンに起因する乗数系 w"Pを考慮に入れ

ると、 u白（C2x)u°'(C2y)= u白（C2y)u白（C2x）のように表現

が非可換になる。一般に非可換表現を実現する 1次元表現

w);"(Sx, Sy) ＝ε州 ny+nz）ぅ w);"(Sy, Bx）＝ ε問 nx (25) は存在しない。実際、この乗数系を持つ点群222の表現は

となる。特に w);"(Sx,Sy)/w）；＂（おうBz)＝ε問 （nx+ny+nz)= 

1となるような高対称波数点に対しては、この乗数系を考

慮することで許される既約表現の次元や数が変化する。例

えば、電子スピンがない場合には 2次元表現が 1つだけで

1次元表現は許されなくなる（1.3.4節参照）。

2次元表現が1つであり、 u臼（C2i)= P62τ＝ -i町で与えら

れる。この場合、（29）式は 22= 4として成立している。

6本稿の目的に沿って点群に限定したが、本節で紹介する内容は一般の

有限群に対して成立する。
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例 先に述べた点群222の場合には、 IPI= 4であり、 4次

元のエルミート行列hを適当に選ぶ。（16),(17）式の乗数系

を元に正則表現を構成し、 hを対称化する。これを対角化

すれば、エネルギー固有値は 2重縮退した準位が二つ出て

くる。これは先述の 2次元既約表現が2つ含まれているこ

とに対応している。

2.バンド構造の表現と適合関係

本節では、周期ポテンシャル中の電子状態を特徴付ける

「バンド構造」に対して、結晶の対称性がどのように影響を

及ぼすのかについて詳細に議論する。特に空間群の対称性

が強束縛模型でどう表現されるかについて特に詳しく解説

する。

2.1.強束縛模型

2.1.1.模型の定義

強束縛模型（tight-bindingmodel）は離散格子点AcJRd 

上に定義された自由粒子の模型であり、ここでは特に自由

電子の場合を議論する。各単位胞にスピン自由度を含めて

合計 Norb個の軌道があるとする。それぞれの単位胞を並

進ベクトル長で指定し、特に R=oにある単位胞を UC

と記す。 UC内の s番目の軌道 （s= 1，・・・うNorb）の位置を

九εAと書く。

横ベクトル告は、その第 s成分（生）s if• S番目の軌道

の電子を単位胞互に作る生成演算子であり、フェルミオン

の反交換関係｛（匂）s(ct_ )s1} = c5il fl,c5s1 sを満たすとする。
H ’R' n,n 

強束縛模型は、これを用いて

iI= L ck,HR一足，cR
R,R’ 

＝乞乞（匂 ）！，（H長一片）s’，s（匂）s (31) 
RR' s s 

と定義される7。Hム昆（ムR=R亙＇）は飛び移り積分やスピ

ン軌道相互作用などを表すN

を満たす。並進対称性Tを仮定し、 Hム長が互と R’の差に

しか依存しないことを既に用いている。さらにハミルトニ

アンの局所性、つまり Hム長が大きな｜ム互｜に対して十分早

く減衰することも要請する。これはバンド構造の連続性や

解析性と関係する重要な仮定である。

以下に示すように立を対角化することで Norb本のエネ

ルギーバンドが得られる。 このバンド構造に対し空間群の

対称性からどのような一般的制限をかけることができるの

かが本稿の焦点の一つである。

7連続空間上の模型（A→ ]Rd,Norb→ ∞に対応）も適当な離散化
をすればこの形に書くことができるので、自由電子系の模型としては非
常に一般的なクラスを扱っていることになる。また庄は電子数 l丸l三

む ε治＝fsz合併を保存する。
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2.1.2.フーリエ変換

フーリエ変換を号三乞民生〆長う生＝んz告eik-R台i
(vszは第一ブリルアンゾーン BZの体積）と定義すると、

ハミルトニアンは各五ごとにブロック対角化されて企＝

fsz告8liI点、生成消滅演算子の規格化は｛ら，ら｝＝

vszc5d（正一五＇）となる。この定義では H-；； 三乞Reik・互H互の波

数依存性はeik・昆を通してのみ現れるので、 jjkは五→五＋c
に対して不変であり、波数空間の大域的性質 （d次元トー

ラスと同相） と相性が良い。

フーリエ変換には別の流儀も存在する。 それは単位胞の

位置長の代わりに軌道の実際の位置長＋己 εAを用い

て（cl)s三日（己主）seik・（長十九）＝（号）／ん とするもので

ある。 2つのフーリエ変換の定義は、例えば4= 81vJ、

Hk ＝巧k巧といった具合に、ユニタリ行列（巧）内 ＝

6内ε－ik •九で結ぼれている。均ヲ正 1 であるため、 Hk はE→

五＋cに対して不変ではなく、代わりに Hk+c= VcHkVJ 
を満たす。このため、波数kのdの違いを完全に無視する

ことができなくなってしまうので注意を要する。

この2つのフーリエ変換の定義の違いは様々な混乱の原

因となるが、それぞれをコンシステントに使っている限り

物理的な差異は生じ得ない。 本稿では一つ目の定義で議論

を進める （チルダが至る所に現れてしまい煩わしいが、文

献5）の記法に合わせるためにこのようにした）。

2.1.3.強束縛模型の対称性

強束縛模型において、空間群の元gεgは告を

?J8ttr1 ＝♂→C→（g), (32) 
g(k） た

と変換するとする。ここでg(k)= p9kはgの波数Eへの作

用である （1.2.2節）。また Uk(g）はNorb次元ユニタリ行

列で

U9,(k)(g)U；；（ダ）＝ω叩 （g,g')U;;(gg'), (33) 

Uk＋δ（g) = Uk(g) (34) 

を満たす。例えばgが並進の場合はU;;(T長） = e ik-R］.であ

り、これは状態（告）slO）が並進対称性%の固有値eik・R 

を持つ固有状態であることを意昧している。w"P(g,g’）は

1.3.2節で議論した電子スピンに起因する乗数系であり、電

子スピンを考慮しない場合やスピンの SU(2）回転対称性を

仮定する場合にはw"P(g,g') = lとすればよい。uk(g）は軌

道の位置九が属するワイコフ位置や軌道の種類などに依存

する。その具体的な表式は多少込み入るので、 2.3節で改め

て議論することにする。

立が対称性9の作用のもとで不変であること、 すなわち

' r ddk A+ - - － ふ

尚 一l＝んz;;;c:(k) Uk（的
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実際の計算では［J.,;(h）を（37）式のようにブロック対角化

する行列を天下り的に見つけることは容易ではない。 むし

ろH－，；， を（38）式のように直接対角化して固有ベクトル '11-,;,

を求め、それを用いて行列要素
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を要請すると、条件 U-,;,(g)H-,;,U-,;,(g)t＝九（k）あるいは

(36) U-,;,(g)H-,;, = H9（五）U-,;,(g)

が各元gεGに対して得られる。 2はすべての五をまと

めてみているので9と交換するが、各Eを別個にみている

fr－，；， は必ずしも U-,;,(g） とは交換せず、一般には波数がg（五）

へと移り変わる。

(40) 

を計算することによって U?(h）を求めることができる。

[Ut(h）］印ニ .;j;kni,U-,;,(h).;j;-,;,ni

2.1.5.異なる波数を結ぶsewingmatrix 

前節では小群9－，；， の元について議論したので、ここでは

より一般の元 gεGについて考えよう。 H－，；， の固有状態

ψ玉川（i = 1, . . , D't）にU-,;,(g）を作用させると、 （8）式や

(36）式から、 U-,;,(g）ψkniはハミルトニアン Hg(k）と並進対

称性 {Jg(k)(Ttt）の同時固有状態であり、固有値はそれぞれ

E → =c→と ε－ig（五）長であることが分かる。
g(k)n 

U-,;,(g）ψkniは

したがって

2.1.4.各五での対称性とハミルトニアンの対角化

そこで五の小群9-,;,(1.2.3節）に着目しよう。 hε 9－，；， に

対しては U-,;,(h） とH－，；， が交換するので、 H－，；， の固有値や固

有ベクトルに対して制限をかけることができる。

(33）式によるとれは先の射影表現であるが、 一般には

可約であり、既約表現Uf（α＝ 1，.・ヲN－，；，） へと既約分解で

きる。つまり、すべてのhε 9－，；， に対して共通のユニタリ行

列 '11－，；， を一つ選んで

(41) U-,;,(g).;j;kni = L九（五）ni'[Wkn (g)k,i 

と展開できるはずである。ここに現れた W-,;,n(g）はD't次

元ユニタリ行列で、文献ではsewingmatrixと呼ばれて

いるべ W-,;,n(g）も白（g）と同様

長t
k 

。
。

。
Ut(h) 

Ut(h) 。
u;Mk (h) 。。

U-,;,(h) ＝宙E

(37) 

この基底では H－，；， はとブロック対角化することができる。
(42) 

を満たす。特に hε 9－，；， に対しては W-,;,n(h)= Ut(h） と

なる。

円’（k)n(g)W-,;,n（ダ） = wsP(g,g')W-,;,n（げ）。
。0 

ε2k]I. 

c1-,;,JI. 

0 
(38) 面t

k 
H-,;,='11-,;, 

のように自動的に対角化されていることがシユーアの補

題1）からわかる。止に付加的な対称性がなければ、一般

に €kn は全て異なる。したがってエネルギー固有値 €kn

（η ＝ 1, ... ,M－，；，）にかかる単位行列 1の次元はこのエネル

ギー固有値の縮退度を表し、これは既約表現urの次元

D'tと一致する。もともと H－，；， が Norb次元の行列であっ

たことから明らかに乞nDfn = Norbが満たされていなけ

ればならず、これで計Norb本のエネルギーバンドが得られ

たことになる。各εknを五の関数としてプロットしたもの

がエネルギーバンド図である。

(38）式によれば、 ¥JIkの各列は fr－，；， の固有ベクトルを表

している。固有値 εふを持つ固有ベクトルのうち z番目

(i = 1ぃ..,D't）のものを白川 と書くことにしようえす

ると（37）式より

2.1.6.ブ口ッホ状態

固有ベクトルψkniを用いて生成演算子

εMkk]I. 。。

(43) 今；ni三 21.;j;kni＝玄（E－，；，）！（九nJs

を定義すると、ハミルトニアンは iI＝んz~Ln,i εkn
今；n/t－，；，削のように対角化される。対応するー電子状態｜恥）三

今fnilO）はブ、口ツホ状態（Blochs凶 e）と呼ばれ、その波動

関数は

(44) 

(45) n
u
 

凶行，

f
↓R

M
い

C

↑

長

）

v

c

n

 

〆f
t・
－

、

プ

ふ

九

1
H片
山

防

ア

↓
ι白
山

芳

S

～山首
7

U

判

↓

引

ぽ

e

e

 

zszs 

Z
R
玄
↓R

一一一一

η
 

7
K
 

で与えられる。これはハミルトニアン立と並進対称性ら

のー電子同時固有状態であり、エネルギー固有値εふ と並

進固有値ε－ik・Rを持つ。また、（39）式や（41）式から
(39) U-,;,(h).;j;kni ＝玄白川[Ut(h)k,i

(46) 

(47) 

んlkni)＝玄｜五n川Ut(h）］内

§I玉川）＝玄lg（五）ば）［W-,;,n(g）］印

が従い、｛ψ玉川hは既約表現 U；π の基底となることがわ

かる。

Buが用いられることが多いが、表現の u と紛らわしいので本稿では
ψとした。
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が得られ、ブロツホ状態｛｜玉川）}iが小群Qkの既約表現U?

の基底をなすことや、より一般の元に gεGによってどの

ように波数点聞を移り変わるのかがわかる。

2.2.波数点聞の関係

ここまでは基本的に各波数五を別個に扱ってきた。次に

複数の波数点におけるブロッホ状態やその表現の聞の関係

について議論しよう。

2.2.1. skの各点における小群の表現

空間群Gの元のうち、小群Qkに含まれていない元を五に

作用させると違う波数へと移る。このように五にGの元を作

用させて得られる波数の集合を五の星skというので、あった

(1.2.3節）。以下の議論のために、 keεSf(£ = 1, ... , 1Sfl) 
に対して、 ι＝ge（五）となる geεGを選んで固定する。特

に五1＝玉、 g1= eとする。これはGを

Q = Lg,Qk (48) 

と左剰余類分解することと同じである。

いま五＝五1におけるブロツホ状態｜玉川：） (i = 1ぅ・・・，D?)

と、その小群島の既約表現U'!nが与えられたとしよう。す
κ k  

ると波数ιε skのブロツホ状態｜ιnj)(j = 1ぅ・・ .，D?)

が持つ小群 Qkeの表現は、対称性の要請により自動的に

決まってしまう。これをみるために、まず hε Qkのとき

h＇三gehgi1εQkeとなることに注意しよう。すなわち五と

ιの小群は共役geQkg£1= Qkeの関係にある。これは

h' （ι） = (PgePhP;/)(pgJ) = PgePhk = PgJ ＝ι（49) 

から直ちにわかる。次に式（47）を逆に解いてみると

｜附） = L.§elkni)[Wkn(g）↑kj (50) 

となり、｜んnj）を｛｜玉川）}iで表せることに注意する。空間

群の元としての関係式 h'ge= gehは、射影表現の乗数系も

考慮すると珂わが＇ge＝珂抗 §ehとなる。これらの

式と（46）式を用いると、 ｛lkenj)hは小群Qkeの

Ut(h＇）三袋営形Wfn(g)U?(h)W叫g)t' （日）

h = gill内t (52) 

という既約表現に属することがわかる90

2.2.2.誘導される空間群の表現

前節では小群 Qkの表現を元に、五の星 skに属する波

数点の小群の表現を構成したが、さらに一歩進んで、空間

9導出は次の通り。 h'lk£nj) = Z包A’9£lkηi)[W;;n(g)tJ,,1 
I:；袋詰5&g£hlkni)[W;;n(g)t]i,j= I:;j’｜んnj')[U££n ( h1) ]j, ,j. 一
般に表現 Uとwuw↑は同値なので、（51）式の W は重要でない。
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群 Gの表現を構成することもできる。このように、部分

群 H<Gの表現を元に構成された Gの表現を誘導表現

(induced repm,entation）という。この考え方は 2.3節で実

空間でも用いられる。

(48）式の剰余類分解によれば、 Gのどの元も geh(hεQk) 

の形に書くことができるので、特に ggeεGに対しても

gge = gehとなる fとhε Qkが存在し一意に定まる。言

い換えると、 gεGがιをι，に移す（つまりん ＝g（ι））

ならば、 gi,1ggeはEの小群Qkに属する。すると前節と全

く同様に

.§1五川）＝玄｜玉川＇）［U"n（引］£Ii',£ (53) 

[U"n (g）］川i＝仏叫ん）長被告

h = gi,1gge 

×［Wkn(ge )U? (h)Wkn(ge）↑］印ぅ（54)

(55) 

を示すことができる。 U"n(g）はIBfl×D？次元のユニタ

リ行列で、これが U；π から誘導された Gの表現であり、

｛｜ιni）｝りがその表現基底である。特に g= h＇εQkeの場

合には、 ιについてのブロックが（51）式に帰着することが

見て取れる。

2.2.3.局所的適合関係

これまでは五の星 skに属する波数点聞の関係に着目し

ていた。逆に、対称性で結びつかない波数点の聞には何が

言えるだろうか。

五を高対称点とする。五からほんのわずかに離れた点五r

では一般にいくつかの対称性が破れて対称性が下がる。す

なわち小群Qk，はQkの部分群となる。小群Qkの既約表現

urは、その部分群 Qk，の表現としては一般に可約であり、

Qk，の既約表現ufへと既約分解で、きる。この既約分解に

cは（28）式を用いればよい。これにより、五点で、ni重に

縮退していたブロッホ状態が佐においてどのように分裂す

るかを調べることができる。

2.2.4.波数空間の大域的構造に起因する適合関係

スクリュー操作やグライド操作を含むノンシンモーフイツ

クな空間群に対しては、波数空間の五と五＋cを同一視す

るために生じる条件がある7）。これは例を通して理解する

方が簡単なので、一番簡単な例をみてみよう。

例ロツド群ノ21は、 Bx:(x,y,z）片付＋テ－yぅ－z）と

いうスクリュー操作によって生成される。スクリュー操作

を2回繰り返すというUぅz）片付＋仏Y,z）となるので、空

間群の元として S；， は並進五1 (a1三（α，Oぅ0））と等しい。

BZ ~ ＜九三 5における小群は Q= P21自身であり、
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節）を考慮するかや、スピン軌道相互作用を取り入れるか

どうか（1.3.2節）に依容する。

2.3.強束縛模型の対称性の表現

2.3.1. site symmetryと軌道

量子力学の講義で学ぶように、水素原子の電子のシュレー

ディンガ一方程式の解は、エネルギー準位を区別する主量

子数 η の他に軌道角運動量の量子数Eと磁気量子数mで

ラベル付けされ、£= 0, 1, 2, ...を持つ電子軌道はそれぞれ

SぅPヲd,...軌道と呼ばれる。実際に強東縛模型を構成する際

にもこの原子軌道の言葉遣いが用いられることが多い。し

かしこのラベル付けは本来、球対称性を持つ中心力ポテン

シャル中でこそ厳密なものであり、固体中では近似的には

正しくても必ずしも正確とは言えない。実際、例えば点群

ohの対称性を持つ結晶場によって d軌道の縮退が解けて、

ohの（線型）既約表現である九g (3次元表現）やE9(2 

次元表現）を持つ軌道に分裂するといったことが起こる。

このような効果を系統的に取り入れるために、原子軌道の

ことは一旦全て忘れ、対称性だけに基づいて 「軌道」を構

成することにしよう。

単位胞 U仁内の一点Fに着目しよう。点戸を不動点に持

つGの部分群を戸の小群島というのであった （1.1.6節）。

必はあらゆる結晶場の効果も取り入れた上で最終的に残る

点F周りの厳密な対称性を表しており、 sitesymmetryと

呼ばれる。したがって点列こ定義できる軌道の種類は、 Wsp

を乗数系とする g，， の既約表現 u~ （β＝ 1, .. ,N.，，） によっ

て分類される。

いま小群 g，， の既約表現 u~ を一つ選び、その次元を D~
と書く。生成演算子 （匂）I(i = 1, .. ,D~） は、長＝ 0 の単
位胞内の位置Fに4番目の軌道を持つ電子を作る演算子で、

・b

図 2 (a）ロツド群/!21の対称性を持つ強束縛模型の例。最近接の飛び

移り積分を図の向きに teieとした。（b）この強束縛模型のバンド構造

£kxn ＝土2tsin（平 凡 kxa= 20で上下のバンドが交差している。

． 
・b

+ie-!kxα 

..=t.ど一一一一‘

E 

... 

π 
α 
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(a) 

． 
(b) 

したカまってUk.,(Sx)2 = -Ukx(TaJ = -e一仇zα を満たす。

この小群の 2つの既約表現は

Uf:JSx) ＝αie さんα (56) 

である（α＝土1）。ここで指数の肩にiが現れていること

が重要で、このために既約表現はん→九＋与に対する周

期を満たしていない。むしろん→九＋守によって二つの

表現が入れ替わる［図 2(b）］。このことから、表現 Uit,,(Bx) 

を持つブロツホ状態とUι（Sz）を持つブロツホ状態は必ず

ペアで現れ、そのエネルギーバンドは－~くん壬 5 のど

こかで必ず交差しなければいけないことがわかる［図2(b）］。

既約表現U［の非周期性は（34）式とは矛盾しない。実際

この対称性をもっミニマムな強束縛模型［図 2(a）］を考える

と、 Bxの表現は

(58) ん（匂）！ii1 ＝乞（匂）！， [u~ (h)k,i 

(57) 
＼
1
1
1
1
1
1／
 

α
 

z
 

’κ
 

包

ε
 。

nu
－－ 

／
I
t
t
E
1＼
 

一一z
 

s
 

〆’
e
t
、、Z

 

N

打
川

を満たすとしよう。小群g，， は空間群Gの部分群なので、こ

のg，， の表現dから Gの表現が誘導され、それが2.1.3節

で用いた強束縛模型の対称性の表現となる。

2.3.2.強束縛模型の対称性の表現の具体形

点FにGの元を作用させていくと、 G不変な格子A，，が

できるのであった（1.1.6節）。対称性Gを持つ強束縛模型

を構成するためには、 A，，の各点に点戸のものと「等佃」な

軌道が定義されている必要がある。これを具体的に構成す

るために、 A，， の点のうち単位胞 UC に属しているもの A~c

をまず考える。弓 εA日c(£ = 1, ... ' IA~cl) の各点に対し

て、汚＝ 9£（ηとなる 9£ εGを選んで固定する。これによ

りGは

2.2.5.バンド絶縁体を実現するフィリング

ここまで、波数点五におけるブ、ロツホ状態が9－；； の既約表

現の基底となることや、 BZ内の複数の波数点における表現

の聞に関係があることをみてきた。これらの関係によって、

例えば図2(b）に示したようなバンド交差が現れる。バンド

絶縁体を実現するためには、エネルギーが低い方から ν本

のバンドを完全に占有し、かつ非占有である ν＋1本目の

バンドとの問にバンドギャッフが聞いているようにする必

要がある。しかし空間群の対称性によって保証されるバン

ド交差のために、バンド絶縁体を実現できる νの値には空

間群の制限がかかることになる。与えられた空間群Gに対

して、 バンド絶縁体を実現し得る占有バンド数νを求める

問題は文献8）で調べられた。結果は時間反転対称性（2.4.1

この Ukx(Sx）は（34）式を満たしている。となる10が、

(59) 9＝乞T員9£9r
RR 

10次節（64）式で Qp= {e}, uf3(e) = 1, D: = 1、A日c= {r,r＋が1}

92 = Sxとする。
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と左剰余類分解される。これを用いて位置互十時にz番目

の軌道を作る生成演算子（匂）tを、

（匂）t三九段（匂）l§"e1i't (60) 

によって定めることにする。これで基底が構成できたので、

後はgεGの作用によってこれらが互いにどのように移り

変わるかを調べればよい。いま gによって互＋市がfl＋号

に移るとする。すると 2.2.2節と同様の手順で
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やノンシンモーフイツクな変換はら刊なので、ur,f3l(g)

は五に依存する。

一方で、 （39）式の Ut(g）や（41）式の wkn(g）は特に変

更を受けず、二つのフーリエ変換の定義に共通である。つ

まりブロッホ状態が持つ既約表現には、フーリヱ変換の定

義に依存する暖昧さは存在しない。

2.4.時間反転と磁気空間群

最後に、ここまで触れてこなかった時間反転対称性につ

g(ck)ti9 1 ＝乞（令乞F点制［u~ （h)k, (61) いてまとめよう。

h = gj1Ti_1gT抑 （62)

を示すことができる。これをフーリエ変換して少し書き換

えるとめ

g（φir1 ＝乞（ゆ，dut・f3¥g)J＂’i',l'i, (63) 

E’z’ 

[ut・f3) (g) 1川包＝らめle倒的問。）

×去故時 ［u~ （h)]i,,i , （似）

h = gi;1Tre, g（乃）ggi (65) 

を得る。ただし（64）式において、 8主iiは、並進ベクトル分

の違いを除いてx=iJのとき 1で、それ以外のとき 0であ

ると定義している。（叩）は既約表現呼から誘導されたも

のであることを明示するために添えた。この o-r,～）が

2.1節の uk(g）であり、（33）式や（34）式を満たしているこ

とが確認できる。軌道のラベル sには C= 1，・ぺ IA~cl と

i = 1, . ,D~ のペアが対応しており、合計のバンド数は
Norb = D~IA~CI となる。（64）式は、単位胞 U仁内の点戸に
既約表現dに属する軌道をおいた場合の強束縛模型の表

現を与える重要な公式であり、3節で、バンド構造の トポロ

ジーを探る際に活躍する。

ここまでは単位胞 UC内の一点に既約表現に従う軌道を

定義した場合を考えた。より一般の強束縛模型では、同じ

位置に複数の既約表現を置くこともできるし、 Arに属さな

い別の位置〆 にサイトを追加しでもよい。その場合、強束

縛模型の表現は直和ffir,f3mr,f3ur,f3)(g) ( mr,f3 ＝川 2,.. ) 

で与えられる。

2.3.3.フーリエ変換の二つ目の流儀での表式

2.1.2節で説明したフーリエ変換の二つ目の流儀では、こ

れまでのむ（g）や長kniをUk(g)＝℃（k/k(g）咋 やψkni= 
乃内問のように変更すればよいことが分かる。すると（64)

式は

[Urf3)(g）］川包＝ 8:Ce,,9耐 一山 t抑 制（h)k,i

(66) 

のように変更され、元 ＝0を満たす元に対してはur,～）

は五に依存しないという重要な性質が導かれる。並進対称性

2.4.1.時間反転

7を時間反転操作とする。これも量子力学の講義で習うよ

うに、アは反ユニタリ演算子であり，（c1Iψ1)+ c2Iψ2)) = 
ci'TIψ1) + c2TIψ2）を満たす。また｜ψ1）と｜ψ2）の内積を

g(Iψ1), Iψ2）） 三（ψ11ψ2）と書くとき、 g(TIψ1）ぅTlψ2))= 

g(Iψ1), Iψ2））＊ となる。時間反転演算子の自乗は電子数Ne1三

お 学長 に依存して

戸＝ (-1）ぬ（67)

となるため、ハミル卜ニアンが時間反転対称性を持つなら

ば奇数電子状態に対してはクラマース縮退が起こる1＼ま

た時間反転演算子は空間群の操作と可換、つま り

'Tg=g'T (68) 

を要求する。すると（8）式と同様にしてT（五）＝ 五が従う。

一電子状態に対する表現のユニタリ行列の部分を U(T)

と書くと、（67）式、（68）式は U(T)U(T)傘＝ -]. （つまり

wsP(T，竹＝ -1)、U（ア）U;;(g)*= U_k(g)U(T)と表現さ

れる。うまく基底を選ぶと U(T)は t円 0］.と書くことが

できる。

2.4.2.磁気空間群のタイプ

磁気空間群とは、これまで議論してきたユニタリな空間群

Gに加えて、 反ユニタリな元からなる集合Aを持つ空間群

である。 g,g'I三Gとα，dt三Aに対して、 gg'E三Gぅgαε A,

αg EA，ααF t三Gであるため、 Aの元の数はGの元の数と

等しいか、あるいは 0でなくてはならない。文献2）に習っ

て磁気空間群をん1=g+Aと書くことにする。

3次元空間において、磁気空間群は1,651個あると言われ

る。これは大きく 4つのタイプに分けることができる九タ

イプIの磁気空間群は、反ユニタリ部分Aを一切持たない

空間群G自身であり、 230種類ある。タイプIIの磁気空間

群は、空間群Gと時間反転の群zr= ｛εヲア｝の直積G×zr
で、 A=g,= {gTlgξg｝の場合に対応する。これも 230

種類存在する。

11電子スピンを考慮しない場合は戸＝ 1とする。
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残りのタイプ III,IVの磁気空間群は、 A = Qgo'T = 

{ggo'TlgεQ｝のように、 Gに含まれない goという空間操

作が必要になるものである。タイプIV(517種類）ではgo

は並進go:xc-+x＋らに選ぶことができるが、このらは

基本並進ベクトルの半分の形をしている。タイプIII(674 

種類）では、 goは並進以外の操作で g5εGを満たすもの

である。

2.4.3.磁気空間群への拡張

これまで整理してきた空間群（タイプIの磁気空間群）の

場合についての基礎事項を、タイプII-IVの磁気空間群へ

と拡張しよう。いま Aの元αが空間の点5ε 良3を

α（x) =Pax＋£：ε艮3

へ写すとすると、波数五εBZは

α（五） = -pα五εBZ

(69) 

(70) 

と変換される。負号はαが時間反転を含み反ユニタリであ

ることに起因している。これまでの議論は全て、このAの

5や五への作用を用いて、これまでのGを単にん1=Q+A

へと形式的に置き換えればよい。例えば五の小群はん匂＝

{hεルtI h（五）＝五｝と定義される。仮にんtがタイプIIの

磁気空間群であったとしても、ルトはタイプ I,IIのみな
k 

らずタイプIIIの磁気空間群になる場合もあることに注意

する。

(33）式や（36）式は、 αの反ユニタリ性のために

U，；；（α）Hf =Hα（kp，；；（α）， 

Vム（k)(g）片付） = w"P(g,a)U,;;(gα）ぅ

ug(k) （α）U,;;(g)* = w"P（α＇g)U，；；（αg）ぅ

(71) 

(72) 

(73) 

ua'(k／α）U,;;(a')* = w"P（α，a')U，；；（αa') (74) 

のように変更される。

電子スピンに起因する乗数系w"P（α，a＇）は、 1.3.2節と同様

に、 pα ＝土ε仇 ιLのとき P＂！三 ε仇 ι・S( iσy）として

P"!(p;,)* = w町α＇a')p＂，！， によって定める。またM,;;/Tの表

現を考える際にはw"P（α，a＇）とwn＂（α，a＇）三 eik・(pαζF十ζ，）

の積を用いる（1.3.3節12）。 ω（αぅg）やw(gヲα）も同様に定

義できる。

2.4.4.磁気点群の表現

ここでは点群Pに反ユニタリ部分Aが加わった群、つまり

磁気点群M=P+Aの表現を考えよう。 M=P+Aの次の

12反ユニタリ操作のためにらFの前の符号が 1.3.3節とは逆になってい
ることに注意。
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ような射影表現に興味があるとする （p,p＇εP，α，dε A）。

u(p)u(p') = w(p，〆）u(pp'), (75) 

u(p)u（α） = w(p, a)u(pα） , (76) 

u（α）u(p)* = w（α，p)u（αp), (77) 

u（α）u(a')* =w（仏 a')u（αa'). (78) 

Aが加わったことで、 Pの既約表現u白がどのように変更

を受けるかを調べるには、次の量を計算すればよい。

白＝土＞，w（ぃ ）xa（α2).
一IPIι

(79) 

ここでχ臼（p)= tr[u臼（p）］は既約表現u臼の指標である。ゲ

は必ず0、＋1、または－1のいずれかになる。その意味す

るところは、それぞれ以下の通りである。

• t" = 0: uaと別の表現u°＇がペアを組む130

・~°＇ = 1: 2つの uaがペアを組む。

. ~°' = +l: u臼のまま変化しない。

この判定条件を用いると、 Aの存在下で、バンド構造の各五

における 9，；； の既約表現がどのようにペアを組むかや、強束

縛模型を構成する際に位置戸に定義できる軌道（必の既約

表現）がどうペアを組むかを簡単に判定することができるo

ごa=0の例 点群2は2回回転C2zからなり、 p= {eぅC2z}

である。 u臼（C2z)＝αi （α＝土）の 2つの 1次元表現があ

る。ここに時間反転対称性7を加えると、 AはA=P'T=

{'T, C2z 'T｝となる。 w"P('T,'T)= -1ぅ w"P( C2z 'T, C2z 'T) = 

+1, 'T2 = (C2z 7)2 = e なので、~°＇ = ! [-xa ( e) + x°' ( e) l = 

0.したがって u＋ とu は時間反転対称性のもとでペアと

なり対で現れる。

ゲ＝ 1の例 点群Iは空間反転Iからなり、 p= {e,I} 

である。 u臼（I）＝ α（α＝土）の 2つの 1次元表現がある。

ここに時間反転対称性7を加えると、 A= P'T = { 'T,I'T} 

となる。 w"P(Iう'T)= w"P(J'T,J竹＝ -1, 'T2 = (J'T)2 = e 

なので、ゲ＝ ！［ χ白（e) χ白（ε）］ = 1.したがって時間反

転対称性のもとで、 u＋ はu＋ と、 u はu とペアを組む。

そのため、反転対称性の 2つの固有値はそれぞれ必ず偶数

個現れる。

~a= +1の例 点群 222の位数は 4で、単位元 εの他に

x, y, zそれぞれの軸周りの π回転操作 C2i(i ＝ιy,z) 

を元として持つ（1.3.2節）。ここに時間反転対称性7を

加えると、 A=P'T = {'TぅC2x'T, C2y 'T, C2z 'T｝となる。

w"P（アヲ竹＝ 1ぅw"P( C2i 'T, C2i竹＝ +1ぅ'T2= (C2i竹 2=

eなので、 2次元表現 u白（C2i) = Z引に対してはゲ＝

叫 ＝Pαと書くとき、ポ（p)＝ポ担何日（αーlpa）］＊となる。
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:H－χ白（ε）＋ 3χ白（ε）］ = +1となり、時間反転対称性を含め

ても特にさらなるべアは生じないことが分かる。

以上、タイプIIの磁気点群の例を 3つ紹介したが、この

判定条件はより一般の磁気点群に対しでも成立する。電子

スピンを考慮するか否かの情報もすべて ωに含まれている。

3. トポロジーの対称性指標

本節ではこれまでの準備をもとに、バンド構造の持つ空

間群の表現に基づいてトポロジーを調べる「対称性指標の

方法」について解説する。第3.1節で形式的な定義を行なっ

た後、第 3.2節以降で、電気分極やチャーン数が対称性の

表現とどのように結びつくかについて例を交えながら詳し

く議論する。特にトポロジカル絶縁体の中でもよく知られ

ている 2次元 Z2トポロジカル絶縁体などの基本的なもの

に焦点を絞り、高次トポロジカル絶縁体などより最近の話

題は次節で議論することにする。

3.1.バンド絶縁体の既約表現による特徴付け

3.1.1.前節の復習

まず第 2節の内容を簡単に復習しよう。対称性Gを持つ

強束縛模型を一つ指定すると、（33）式や（36）式を満たし、

五の関数として滑らかな Norb次元エルミート行列 Hfと

Norb次元ユニタリ行列 Uf(g）がgεGに対して定まる。

WSP(gぅダ）＝土1は電子スピンに起因する射影表現の乗数系

であり、スピン軌道相互作用など電子スピンの効果の有無

を区別する。フーリエ変換は、 HfやUf(g）は五を逆格子ベ

クトルdだけずらしても不変であるように定義しているo

ilkの固有状態を、エネルギー固有値εknを区別するラベ

ルを η、縮退を区別するラベルを tとして ψkniと書く。こ

れに小群Yfの元hを作用させると、（41）式のように先の

Drt次元既約表現U？にしたがって変換するのであった。

3.1.2. {BS｝宮。の定義

バンド絶縁体を考えるために、各波数点でエネルギーが

低い方から ν本目のバンドと ν＋1本日のバンドとの聞に

バンド、ギャップが聞いていると仮定する。計ν本の占有バン

ドの固有ベクトルψkniを並べた Norb×ν行列を φ玉、残り

の非占有バンドの固有ベクトルを並べた Norb×（Norb-v) 

行列を品三と書くことにする。 <I?→もる→＝る→ l →を満たす。
le k + 

小群Yfが並進群T以外の元を含むとき、五を高対称波数

と呼ぶことにする。るEとる；の聞にバンドギャップを仮定

していることから、 φ五の中に含まれる既約表現U；の個数

nf （αは既約表現を区別するラベル）が良く定義されてい

る。 nfを変化させるにはバンドギャップを閉じるかまたは

対称性を破る必要があるため、 η竺は断熱変形では変わらな
k 

い「トポロジカル不変量」である。この整数の組｛η；｝ι白
によってバンド絶縁体を特徴付け、そのトポロジーの情報

を引き出すのが対称性指標の方法9）である。
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考慮すべき波数点としては、 r点などの「点」の他に、そ

れらを結ぶ「線」や「面」も高対称波数であれば取り入れ

る必要がある。線や面には無限に多くの波数点が含まれる

が、五と五Fが一つの線または面上の 2点で同じ小群を持っ

とき、バンドギャップの仮定から常に η；＝ η；，となる。そ

のため、実際には各綜や面内の任意の一点に着目すれば十

分である。以下ではこのように選んだ有限個の高対称波数

の集合を Kと書くことにする。

合計D個の整数の組｛η；｝臼，EεKが得られたと仮定し、こ

れらを 1列に並べたベクトル

百 （1 司 2 明司 1 明 2 司）=i  7ト司n→明．．．司n→明n→司 ) 、k1フ k1' ' k2フ k2フノ
(80) 

を考えようQ bはzDの任意の点をとることはできず、例

えば

η；三0 (81) 

や、バンドの本数に関する関係式

LnfDf ＝ν (82) 
白

を満たす。この他にも 2.2節で議論した局所的あるいは大

局的な適合関係が要求される。さらに時間反転対称性など

の反ユニタリ対称性が存在する場合には、 n；が偶数になる

ことが要求されたり、 n'!:＝η臼二のような制限がつくこと
k k 

がある（2.4.4節）。以下では、 ｛nVk，臼に課されるこれら

の条件をすべてひっくるめて「適合関係」と呼ぶことにす

る。与えられた空間群Gのもとで可能な、適合関係を満た

すあらゆる百の集合を｛BS}g。と書くことにする。定義に

よりιらε｛BS}g。のとき品＋ら ε｛BS}g。である。こ

の和bi+b2は、「絶縁体1のν1本の占有バンド」と「絶縁

体 2のZ/2本の占有バンド」を合わせてできる「ν1十円本

の占有バンドを持つ絶縁体Jの持つ既約表現の個数を表す。

3.1ふ｛AI｝むの定義

仮定された全ての対称性を保つように原子が空間に並ん

でいる状況を想像してみる。それぞれの原子に属する電子

は他の原子へと飛び移らず、局在しているものとする。以

下ではこれを原子極限の絶縁体（atomic insulator）と呼ぶ

ことにする。原子極限の絶縁体は実空間における直積状態

であるから非自明なトポロジーを持ち得ない。このことを

逆手にとって、本稿では「ある絶縁体が原子極限の絶縁体に

断熱接続できること」を「その絶縁体のトポロジーが自明

であること」の定義とする。ここでいう断熱接続とは、仮

定された対称性を破らず、かつ励起ギャップを閉じずに滑

らかに強束縛模型を変形することを指す。

さて原子極限の絶縁体も絶縁体であることには代わりな

いので、バンド構造とそれが各波数点で持つ Qkの既約表現

を議論することができる。飛び移り積分がないことからエ

ネルギーバンドは完全にフラットであるが、バンド構造に
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現れる既約表現は波数五に依存する（3.2.3節で簡単な例を

扱う）。単位胞内における原子の位置を久そこに局在する

電子の軌道が小群 g，，， の既約表現 u~ であるとすると、この
原子極限の絶藤体に含まれる gkの既約表現U［の個数は、

(28）式を用いて

（咋）（市）＝~ヤ州U.s'(h)]* tr[Ut'町h)] (83) 
l9k/TI hEt/T k 

と表すことができる。ただし uS.r,{3)(h）は（64）式で与えた強
k 

束縛模型における対称性の表現である。この｛（η；）（f',{3）｝白，kEK

を（80）式のように並べたものを互（r,f3）と書くことにしよう。

ここまでは単位胞内のー箇所に既約表現を持つ電子を局

在させる場合を考えたが、より一般には、同じ位置に複数

の電子を局在させることもできるし、別の位置戸に原子を

追加しでもよい。これに対応する既約表現の個数は単に和

aJr，βl + a(r' ,f3') ＋・・・で与えられる。これらの原子極限の絶

縁体に対応する既約表現の組み合わせからなる集合を

{A略＝（乞m~，{3aW,f3) Im~εZ,m~ 三 o} (84) 

と書くことにする。 Fは一見すると連続量だが、実際には

一つのワイコフ位置からは代表の一点だけを選べば良いの

で和は離散的である Crと〆が同じワイコフ位置に属する

時、（η；）（叩） = (n）；）（仰）となるから）。時間反転対称性な

どの反ユニタリ対称性が存在する場合には、 m~ が偶数に
制限されたり、 m~ ＝ m~’という制限がつき得る。

3.1.4.バンドトポロジーの簡便な判定法

さて、強束縛模型や密度汎関数法などによる計算によっ

て、空間群Gを持つある物質についてのバンド構造が与え

られたとする。特に絶縁体について議論するために、フェ

ルミエネルギー付近に大域的なバンドギャップが聞いてい

ると仮定する。この絶縁体が何らかの非自明なトポロジー

を持つかどうかを簡便に判定することが「対称性指標Jの

目的である。もちろん、ブロッホ関数が詳細に分かつてお

り、関係しそうなトポロジカル数も予想が付いているので

あれば、実際にそのトポロジカル数の値を計貸してしまえ

ばよい。しかし、各波数点ごとに独立に対角化された数値

計算結果から大域的に滑らかなブロツホ関数を構成するこ

とや、具体的にどのトポロジカル数を調べればいいのか天

下りに予想することは一般に難しい。

そこで、このバンド構造の持つ令の既約表現の情報を

高対称波数五 εKでそれぞれ抽出することにより、百 ε

{BS}g。を構成し、これが｛AI}g。にも含まれているかどう

か調べる。いま仮に

b 巨{AI}g。 (85) 

だとすると、既約表現の組み百を持つような絶縁体の原子

極限はそもそも存在しないので、いま考えている絶縁体は

物性研究・電子版 Vol.8, No. 1, 081202 (2020年2月号）

必ず非自明なトポロジーを有することが分かる。逆に、も

し5ε ｛AI｝宮。ならば、既約表現の組み合わせだけからは何

も言えず、原理的にはこの絶縁体は同じ表現を持つ原子極

限の絶縁体に断熱接続され得る。つまり、（85）式の条件は

この絶縁体がトポロジカルに非自明であるための十分条件

であると言える。これは必ずしも必要条件で、はない（つま

り、 5ε ｛AI｝雪。でもトポロジ、カルに非自明な絶縁体は存在

する）が、上述のような問題を含まず容易に判定できること

が長所である。近年我々は「フラジャイルトポロジー」と呼

ばれる新しいクラスのトポロジカル絶縁体を提案した叫が、

これを同定できたのもこの判定法の簡便さが故であった。

以上、占有バンドが持つ既約表現に基づいて絶縁体が持

つトポロジーを判定することの基本的なアイディアを述べ

た。次節の議論は幾分抽象度が増すため、詳細に興昧がな

い方は飛ばして 3.2節以降に進んでいただいて構わない。

3.1.5. xisの定義

前節では、三つの集合｛BS｝宮。と｛AI｝宮。の違いに着目

することで、バンド構造の持つトポロジーを表現から調べ

ることができることを議論した。しかし集合の差

{BS}g。＼{AI}g。 (86) 

は締麗な数学的な構造を持っておらず、この元を系統的に

分類することは難しい。

そこで集合｛BS}g。を加群となるように拡張して扱いや

すくしよう。このために、（81）式の条件を一_a忘れて負の

整数も含めることにし、これを｛BS}gと書く。こうすると

つまり b1,b2ε｛BS}gのとき差品ーらも｛BS}gに含まれ

るので｛BS}gは（自由）加群＇£ dBs (1壬dBs壬D）とな

る。少し難しく感じられるかもしれないが、この事情は「負

でない整数の集合Z三o= {0,1,2，・・・｝は群ではないが、全

整数の集合 Z＝｛・・ 1 2, 1ぅ0,1,2，・・・｝は加群であるこ

と」と全く同じである。

同様に、（84）式右辺の m~ 三 0 という条件を忘れ、あらゆ
る整数を許すことにすれば加群｛AI}g= zdi, (1三dAr三

D）が得られる。定義により｛AI}gは｛BS}gの正規部分群

であるから、商群

xis= {BS}g /{AI}g (87) 

が定義できる。原理的には dis>d<j,_rとなり得るが、実際

には 230個全ての空間群に対して dBs= dArが成立してい

る9）。このため、 xisは常に

Xg = Zn, ×Zn2 ×・・・× ZBS (88) 

（ηzは2以上の整数、 Nは1壬N三disの範囲の整数）と

いう形になる。

230種類の空間群や、 1651種類の磁気空間群に対して、

dis= d<j,_rの値や xisの具体形を求める問題は文献9）で解
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決された。例えば並進対称性に加えて空間反転対称性のみ

を持つ 3次元空間群 （PI)では時間反転対称性や電子スピ

ンの有無に関わらずxis=(Z2)3×Z4という結果が得ら

れた。以下では、具体的にxisが何を表すのかを具体例を

通してみてゆく。

3.2.分極と表現の関係

3.2.1.ペリー位相と分極

バンド構造が持つ既約表現の情報｛η；h,aがバンド構造

のトポロジーと深く関わっていることを具体例を通して納

得するために、まずは各種のトポロジカル数を議論する上

でもっとも基礎的な電気分極（electric polarization）につい

て議論しよう。電気分極を計算するには、本来は物質中の

正電荷と負電荷の位置のズレを調べるなければならないが、

実際には電子の自由度のみに着目し、以下で説明するワ二

工中心（Wanniercenter）を用いた議論がなされることが多

い5）。

まず簡単のためにエネルギー εふを持つ 1バンドが他の

バンドからバンドギャップで隔てられている場合を考える。

このバンドのブロツホ状態を

lkn) = L eik-R（白n)slRs) (89) 

R’s 

とする。｜亙s）三（cJi)!IO）は単位胞亙＝乞Jnlalに属し座

標x=R＋己に位置する軌道 S(s = 1,2, ... ,N0rb）の一電

子状態である。単位胞互。に属するワニヱ状態とワニ工関

数（Wannierfunction）は

n
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(90) 

(91) 

で定義され、規格直交条件 （WJi~n'IWんn) = 0Rb,R/5n',nを

満たす。したがって、特に長。＝百のワニエ関数の中心座

標（＝ワニエ状態での位置の期待値）は

(x)n = 2二（Wonl亘s)

R’s 

= J ~;pkn （山町内 (92) 

と表すことができる。ここに Fは単位胞内の位置を表す対

角行列で（司s1,s三Os,,s己で定義される。この式の導出には

乞長eik-R= VBzOd（五）やど互Reik-R= -vBziマ，；；<5d（五）を用

いればよい。

2.1.2節で説明したように、フーリエ変換には単位胞の位

置亘を用いて号三乞克也〆昆とするものと、実際の軌道

の位置亙＋ちを用いて（c})s三日（生）ノ（長引とする

ものの二つがある。二つのフーリエ変換の表式は、ユニタ

リ行列乃＝ e ik-rで結ぼれており、 H，；；＝ 乃島刊の固有

物性研究・電子版 Vol.8, No. 1, 081202 (2020年2月号）

ベクトルは 'l/Jkni＝乃ψkniで与えられる。 ψknを用いると

(92）式は
r ddk キ

(x)n = I一一ψLzマEψι
J VBz 応 H '" 山山

とコンパクトに表現できる。

この結果を ν本の占有バンドからなる絶縁体へと一般化

(93) 

しよう。ワニエ中心の和は

( ddk I二～キ＼

(x) = / -:-:--( A,.: ＋七判丙，.：］ ) 
J VBZ ' 向ノ

r ddk→ 

一一一J VBz k 

と、占有バンドのペリー接続（Berryconnection) 

正，；；＝臼［る；町晶玉］，

正，；； = tr［φ；町＜（＞，；；］

(94) 

(95) 

(96) 

を用いて表現することができる（φk三凡φk）。つまり三つ

目のフーリエ変換の定義を用いると「ペリー接続の BZ空

間で、の平均がワニエ中心（めを表す」 5）ことになる。もちろ

んフーリエ変換の一つ日の定義に基づくペリー接続を用い

ることもできるが、その場合は単位胞内の位置を表すFの

寄与を加えるのを忘れないようにしなければならない。ま

た、 ν次元ユニタリ行列吋による変換φふ→ φknvk（ただ

しりf+c＝可）のもとで、公は長→正，；；＋ i巧 logdetv,;; 

と変化し、結果として（めは基本並進ベクトルの整数倍だ

け変化し得る14。したがって（x）の並進ベクトルの違いに

物理的意昧はないことに注意が必要で、ある。

このベリ一位相と分極の関係は、波数五の代わりにひね

り境界条件を用いることで相E作用系へと一般化できる11）。

3.2.2.対称性による分極の量子化

空間群の対称性のもとで分極がどのように変換されるか

を見るために、 2.1.5節で議論した sewingmatrixを思い出

そう。これは Gの各元gに対して行列要素

[W；→（g)]n’仰包＝ ψ↑→ 日（g）ψEi (97) 
向 g(k)n’i' I< I< 

によって定義される。この ν次元ユニタリ行列 W,.;(g）を用

いると、 φzのgεGのもとでの変換則は

U,;;(g）針＝ φg(k)W,;;(g) (98) 

と表現できる。特に hε 9，；； に対しては（41）式に帰着し

[Wi'.(g)]n'i',ni = On1,n[U.'."n(g)]i, iとなる。 2.3.3節でみたよ
κ k’ 

うにら＝ i5となる元については U,;;(g)＝九（五）白（g）刊は

波数五に依存しない。この場合は（117）式を用いて A，；； の

変換則

A9(f) = p9A,;; p9iv',;; log det W,;;(g) (99) 

14detvk ＝ぷe；；， や正＝ I:J qJ百J ( 0.5 ::,; V 三 0.5）と

書くと br.r t主'17，.（！→ r ddoa （！→＝  2πnとなることから、
J J v8z k k 一一 J 'f. qJ 

I~町logdet vkがある並進ベクトルれ一致することが分かる。
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が得られる。この導出にはユニタリ行列vkに対して七叫v'kvk]Jド自明な分極を生じる例 より非自明な例として、次の

tr[v' k log vk] = v' k log <let vkとなることを用いた。すると Norb = 2バンド強束縛模型を考えよう0 t > 0をエネル

r ddk → → ギーの次元を持つ定数、 m を無次元パラメータとして

以£｝一例＝ I ~（pgAk-A州
r ddk 

=pq I - zマElogdet Wc;;,(g) 
J vsz 山山

(100) 

と変形できるが、最後の式の右辺は脚注 1で述べたように

ある並進ベクトル長と等しい。つまり「ら＝百となる元g

の存在下では、（x）はp9(x) (x) ＝長を満たすように量子

化されている」ことが分かる。

3.2.3. 1次元系における分極と表現の関係

zを－xへと変換する対称操作gを持つような 1次元系

を考えよう。ロッド群でこれを実現するには、 z軸方向の

並進対称性に加えて鏡映 Mx: (x,yぅz)r-+ (-x,y,z）か2

回回転 C2z : (xぅ払 z）←＋（肌 Uぅz）、もしくは空間反転

I:(x,y,z）←＋（肌 Uぅ z) （第 1節で議論したメに対応）

を持つ群を考えればよい。これらの対称性のもとでは、前

節の結果から 2(x)＝αη （ηεZ）となり、（x）は 0または

α／2 (mod α）へと量子化される。式を簡単にするために以

下では格子定数αを1とする。さらに（99）式を用いると

あるいは

(x) ＝ι／ 1r dk(Ak + A k) 
白ハ JD 

＝ι／ 7r dkiok log d州 1k(g)
4πJ D 

1 (o(g) 
＝一一log-, (101) 27ri Cπ（g) 

( 1)2(x) ＝持（102)

と書くことができる叫。ここでg不変な波数k=O，πにお

いて（k(g）三 <letWk(g）は「各バンドの gの固有値を全て

の占有バンドに渡って積をとったもの」を表す。つまり対

称性gの固有値の積の比が分極の量子化値を決定するので

ある。

原子極限の絶縁体の例 各単位胞内で r= ~/2 （と＝ 0また

は1）に電子が局在している状況を考える。それぞれ 1.1.7

節の A~： = {(O, 0, O）｝や A~；＝ {(1/2ぅ0,O）｝という格子に

対応する。この軌道の持つgの固有値を u(g）と書く。これ

をν＝Norb = 1の1バンド模型 （Hk= Hk = O）だとみな

してこれまでの結果を適用してみると、 t)k(g) = e i(ku(g)' 

,(j;k = l、凡＝ ε－if;k/2、Uk(g)= u(g），山＝ ε－if;k/2とな

る。特に飛び移り積分なども含まない自明な例であるが、ベ

リ一位相（1/2π）J:n dkAk ＝と／2(mod 1）は正しくワニエ

中心の位置付）を表している。 gの固有値は白（g)= u(g）う

ら（g)= ( 1）～（g）であり、（102）式の成立も確認できる。

この模型では、サイトの位置（正電荷の位置）とワニエ中

心の位置（負電荷の位置）が一致しているので、非自明な

分極は生じない。

Hk = Txtsink + Tzt(m C倒的 (103) 

とする。以下、 Toやσ。は 2次元単位行列、ヂ＝ (Tx,Ty,Tz) 

やグ＝（σzぅ円ぅσz）はパウリ行列とする。この模型では各

単位胞にある 2サイトはともに九＝ 0にあると仮定したた

め、凡＝ 1となり三つのフーリエ変換の区別はない。対称

性 gはUk(g)＝均九と表現される。 U2三d可 日はg

が空間反転の場合には 1うgが2回回転や鏡映対称性の時は

iとする。 mヂ土1のとき 2バンド聞にバンドギャップが聞

くので、 ll= lの絶縁体を考えることができる。

g不変な波数 k=Oぅπでは Hkの第 1項が消えて対角な

第2項のみが残るため、その係数t(m cosk）の符号に着

目すればよい。 1ml> 1のときは k=Oとπで同符号なの

で占有バンドの gの固有値は等しく、（102）式より（x)= 0 

(mod 1）となる。一方 1ml< 1のときは k=Oとπにおけ

る占有バンドのgの固有値は逆、つまり（o(g) = -(n (g）と

なるため、ワニエ中心は（x)= 1/2 (mod 1）に位置する。

この場合はサイトの位置rs=0とワニエ中心の位置がずれ

ており、非自明な分極を持っていると言える。

3.2.4. 1次元では対称性指標がないこと

前節で紹介した 1次元の「原子極限の絶縁体の例」と「非

自明な分極を生じる例」は、残念ながら対称性の固有値だ

けを見ていても区別できない。 k=Oとk＝πにおける g

の固有値が異符号であったとしても、元々rs=1/2にサイ

トがあっただけの自明な状態なのか、それとも元々r8= 0 

にサイトが定義された模型でワニエ中心の位置が（x)= 1/2 

(mod 1）にずれた非自明な状態なのか分からないからであ

る。より一般に、 1次元で全75種類あるロッド群に対して、

xisは常に自明 cxis= 1）である9）。

3.3. 2次元のトポロジカル数と表現の関係

次に非自明な対称性指標xisを持つ例として、 2次元系

の各種トポロジカル数との関係を議論しよう。

3.3.1.チャーン数

時間反転が破れた系で重要になるチャーン数（Chernnum-

her）は、ペリー曲率（Berrycurvature) 

を用いて

Fk = v'k×Afぅ

Fk＝て7k×Ak

(104) 

(105) 

Cxy ＝品川ろ）z= -I; hz d2k（ι）z (106) 
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と定義される。チャーン数CxyεZとホール伝導度目uとの

聞にはσxy= （ε2;2πn)Cxyの関係があり、 Cxyが常に整数値

をとることが周期的ポテンシャル中の自由電子系における

ホール伝導度の整数量子化を説明する問。以下、表記を簡単

にするため基本並進ベクトルをι＝(1, 0, 0），ι＝ (0, 1, 0) 

とする。

ゲ、ージ、変換φkn→ φh句、公→会＋仰がogdetvkに

よって、（i)(Af）百＝（正k＋σ）yかつ（ii)BZ内に Akの特異

点を持たないようにする。このゲージでは一般に （Af)xと

(Af＋δ）xは一致せず、チャーン数は

Cxy ＝去1_:dkx 1_: dky(Ff)z 

＝去ι枇 x［疋（疋（kx ] 

= ((xπ）一（xπ）) (107 ） 

のように、各九に対して定義した分極 （xky)

川三去にdkx恥九）］x

の差で表現することができる。

(108) 

3.3.2.チャーン数と回転対称性の固有値

z軸周りの η 回回転対称性 Cnzを持つ系では、高対称波

数における回転対称性の固有値によって xy面のチャーン

数Cxyをmodnで計算することができる叫。例えばη ＝2

の場合には

(-lf町＝結核三続殺昔 (109) 

によってC仰の偶奇を決定できる。匂（C2z）三 <letW五（C2z)

は、波数

K20三｛（ηx'lr,n官民O)I～，ny= 0, 1} (110) 

（図 3(a））における C2z対称性の固有値を全ての占有バン

ドに渡って積をとったものである。

n回回転対称性がある場合と言っても、 xy面に対して回

転対称性のように振る舞えば十分で、厳密に 3次元空間の

回転対称性である必要はない。例えばC2zの代わりに空間

反転I、C4zの代わりに4回目反 S4z= JC4z、C6zの代わ

りに 3回回反 S3z= JC3zを用いても良い。これら広い意

昧でのn回転対称性の固有値と η を法としたチャーン数の

が関係していることから、並進対称性に加えてこれらの対

称性だけを持つ 2次元系では X~8 = Znとなる。この巡回

群はCxy= l mod η のチャーン絶縁体で生成される。

回転対称性の固有値を調べるだけでチャーン数の情報を

得ることができるのは便利だが、 Cxyのηの違いを無視し

てしま うのが欠点であり、例えばC町 ＝＋η ＞0だとして

もバンド構造の持つ表現はCxy= 0の場合と同じになって
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図3 (a): C2回転や空間反転で不変な波数。（b)0 < m＇く 2(C町＝ 1) 

のときの占有バンドの持つ空間反事議拘牲の固有fl,(c) 2 < m’（Cxy = O) 
のときの占有バン ドの持つ空間反転対称性の固有値。

しまう。これが（85）式がトポロジカルに非自明であるため

の十分条件であるが必要条件ではないことの例である。

(109）式の簡単な導出は文献に見られないので、ここで

示してみよう。（99）式によりろが

F → ＝F→ 
g(k) 、‘，F

’
噌’i

唱

i
唱

E
i（
 

を満たすことに注意する。 特にg= C2z回転の場合を考え

ると、次のように変形できる。

Cxy = －去ι吋πdky（ろ＋ん）z

= _ _!. r dkx lπdん（F司）z
π.l-1r Jo .• 

＝；ιdkx(A(kx,1r) -A川 z

= 2( (x1r) (x0)). (112) 

これに（102）式を適用して少し書き換えると（109）式とな

る 15。2回回転ではなく η 回回転の場合の式も同様にして

導くことができる。

この回転対称性の固有値とチャーン数の関係も、ひねり

境界条件を用いることで相互作用系へと一般化できる同。

チャーン絶縁体の例 gを2回回転対称性または空間反転

対称性とする。この対称性を持つ 2次元の 2バンド強束縛

模型で、 Ts=0にサイトがあるものを考えよ う。

Hk = Txtsinkx + Tytsinky + Tzt(m＇一coskx一cosky)• 

(113) 

m＇は無次 元パラメータで子 ＝(Tx,Tyうち）はパウリ行列で

ある。ここでも対称性gはUf(g)＝均九と表現されるo

m＇ヂ O，土2のときは全波数点でバンドギャップが聞くため、

ν＝1の絶藤体を考えることができる。この 2次元模型は

ky = 0，πでは（103）式の 1次元模型に帰着し、 ky= 0では

m=m'-1、ky＝πではm=m'+lと対応する。したがっ

て、 lm'I<2では（バンドギャップが閉じる一点m'=Oを

除いて） (x（π）） (x(O)) = 1/2 (mod 1）となり、チャーン

数が奇数であることが分かる。同じことだが、（109）式の公

式からも直ちに（－lf町＝-1が得られる。（gが空間反転

対称性の場合の占有バンドの固有値を図3(b,c）に示した。）

実際に Cxyを計算してみると、 0< m' < 2なら Cxy= l、

15 (112）式の3,4行自には、 Cxy-/-Oのときに A；；： に生じる特異性のた
めに偶数分の不定性があるが、これは C仰 の偶奇には影響しない。
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2 < m' < 0なら Cxy= 1、lm'I> 2なら Cxy= 0で

ある。

3.3.3.チャーン絶縁体の力イラル端状態

(113）式の模型の、 Cxy= 1の相（O< m' < 2）と Cxy= 

0の相（2< m＇）の界面に現れる端状態を調べよう。図

3(d）のように、合＝ (cosゅうsin仇0）を法線ベクトル、 £＝

(-sinゆ，cosゅう0）を境界に沿う方向とする直線的な境界を考

えよう。 x=(x,y,O）をX=Xπ合＋x11iと分解する。 Cxy= 1 

とCxy= 0の二つの相の境界がXn= Lとなるようにする

ために、（113）式の Hfに含まれるパラメータ m＇に Xn依

存性を持たせる。 i5mxn 三 m~n 2がXn< Lのとき一定

値－mo(O < mo < 2）に、 Zπ ＞Lのとき＋moに近づく

ように、例えばi5mxn= mo tanh ￥とすればよい。

Hfはm'= 2のときに k=Oで、ギャップを閉じるので、

この近傍に着目した低エネルギー有効場の理論を考える。

五＝ kn合＋ k11iの一次まで展開したハミルトニアンを合方

向に関して実空間へ戻すと

Hn,xn,ku = -itαヂ・合θXn+ tαヂ・ £kll+ TztOmxn (114) 

となる。このハミルトニアンの固有関数のうち Xn= L付

近に局在するものは、規格化定数を除いて
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である。これはエネルギー固有値εk11= tαk11を持ち、 tの
方向への速度同II= k8k11匂｜｜＝守＞ 0を持つカイラル端

状態である。（114）式を ψ品，Xn,kllの空間に射影することで、

このカイラル端状態を記述する有効 1次元模型

Hf,k11 = tak11 (116) 

が得られる。

3.3.4.量子スピンホール絶縁体

時間反転対称性7を有する 2次元電子系に対してはZ2

トポロジカル数Vxy(= Qまたは 1）を定義することができ

る。これは次式で定まる時間反転対称性の sewingmatrix 

Wf(T)を用いて定義される。

U（竹句＝ φ＿fwf（竹 (117) 

時間反転対称性の下では、（99）式や（111）式に対応して

疋k＝ん＋iv' k log <let Wk(T)ぅ貝五＝ んが成立するた

め、チャーン数Cxyは常にゼロになる。しかし Wf(T)は時

間反転対称波数K20[(110）式lにおいては反対称行列とな

るため16、代わりにパフィアン（Pfa伍an)Pf[Wf,（ηlが定

16証明は、［Wf（竹Jn爪 m ＝ ψ~kn' i' [U（打lψ；m
ψん ［－U（打lψごkn'i'= -[W_f（ηlni,n1i，。ただし U（ア）T= -U（竹

(2.4.1節）を用いた。
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義できる170 zノ仰 はこのパフィアンを用いて

TT  Pf[W→（ηl 
( Itxy = 川 「」行京

『 .1...1. ,1 <let W;:(T) 
kεK20 Vκ ， 

(118) 

と定義される。この式が意味を持つためにはJ百育支丹
が連続となるように大域的にゲージを固定する必要があり、

この定義に従って 1ノxyを計算するのは容易ではない。

一方、時間反転対称性に加えて空間反転対称性Iがある

場合は、 Fu・Kane公式

(-1）句＝ II ほ（I) (119) 

kεK20 

を用いることで 1ノ却を簡単に計算することができる問。た

だし弓（I）は、占有軌道の各クラマース対から片方だけを

選んでIの固有値の積を取ることを意味する。

Fu-Kane公式の証明は原論文則やその解説的 に詳しい

ので、ここでは概略のみ紹介する。対称性 ITの sewing

matrixは

Wf(Iη＝ W_f(I)Wf（η （120) 

と表せる。 Wf(IT)は反対称行列であり、全波数点でパフ

イアンが定義できる。（120）式に適当な基底をとって計算

すると、時間反転対称波数 K20では Pf[Wf(T)]＝任（I)

Pf[Wf(JT)］が成立することが分かる。他方 W_f(IT)= 

Wf(T) Wf(IT)本 Wk(T)Tにより全波数点で、Pf[W_f(J竹］＝

det[Wf(T)]Pf[Wf(JT)］＊が成立する18。いま適当なゲージ

変換内→ <I>kvkによって各点五でPf[W五（IT)]=+1とな

るようにすると、 Pf[Wf（η］＝弓（I）かつdet[Wf(T)]= +1 

となるため、 （118）式から（125）式が直ちに従う。

この日1-Kane公式からも示唆されるように、空間反転対

称性と時間反転対称性を持つ 2次元系ではxisは常にあ

というファクターを含む。

3.3.5.ミラーチャーン数

時間反転対称性の代わりに鏡映対称性 Mz: (x,y,z）片

付ヲUぅ－z）を仮定してみよう。Mzは波数を変えないため、

Uf(Mz）はBZの各点でHfの対称性となる。したがって一

般性を失うことなく

/u(+) n ¥ 

町＝ l ~ Hi ) J’（ロ1)

肌）= i ( ~li ~li) （ロ2)

とブロック対角化できる。そのためHt)（と＝土）のそれぞ

れに対してチャーン数c＜と）を定義することが可能で、これ

172n次元の反対称行列。 （aji= -aη；1 ~ i,j壬2n）に対して、パ

フィアンは Pf[a］三戸石工σES2nsgn（σ）aa1σ2aσ3a4 ・ ・ aa2n 1σ2nと

定義される。ただしS2n は 2n次の置換からなる集合である。パフィア
ンと行列式の聞にはdet[a)= Pf[a]2という関係がある。
18一般に aが反対称行列のとき凹α凹Tも反対称行列で、 Pf［凹白山T]=

det[w]Pf[a]. 
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らは一般にミラーチャーン数（mirrorChern number）と呼

ばれる。時間反転対称性のもとではc= c(+l + c( lは0

でなければならないが、 c(+)= c( lは任意の整数値を

取り得る。この場合、 c（と）の偶奇は Iノ仰と一致する。

鏡映対称性Mzに加えて η 回回転対称性Cnzも仮定する

と、 U,;;(Cnz）はU,;;(Mz）と交換し

(u~+)(Cnz) 0 ¥ 

月（ら） = 〔k o り）（Cnz)) （ロ3)

とブロック対角化される。すると高対称波数における回転

対称性の固有値を用いて cU;Jをmodnで決定することが

できるため、 xis=(Zn)2となる。

特に鏡映対称性Mzと時間反転対称性7、さらに 2回回

転対称性 C22がある場合は、 J= MzC2zにより

( 1ry = II ct（ら） = II ctu) (124) 

kεK20 kεK20 

となり、と＝土のどちらか一つのセクターで計算した反転

対称性の固有値の積がν却を与える。これは鏡映対称性Mz

を仮定した場合の（125）式に他ならない。

以上、 2次元の各種トポロジカル相と占有バンドが持つ

小群の表現との関係について、 Fu-Kane公式などこれまで

知られていた結果が対称性指標の方法に含まれていること

を見てきた。これだけであれば既存の結果の焼き直しであ

るが、対称性指標の方法による一般的な取り扱いを通して

初めて明らかになった新しいトポロジカル相もある。これ

については次節で解説することにする。

4.新しいトポロジカル相への応用

本節ではこれまで議論してきた対称性指標の方法を「高

次トポロジカル絶縁体」や「脆弱なトポロジカル絶総体」

といった新しいトポロジカル相へと応用する。

4.1.空間反転対称性を持つ 3次元トポロジカル絶縁体

4.1.1.空間反転対称性の固有値による分類

空間反転対称性と時間反転対称性を持つ三次元の電子系

を考える。この対称性に対しては 3.1.5節で議論した対称

性指標xisは（Z2)3×Z4となる。この結果の意味を理解

するのが本節の目的である。

始めの 3つの Z2というファクターは 2次元の Z2トポロ

ジカル絶縁体を 3次元的に積層することで得られる弱いト

ポロジカル絶縁体（weak topological insulator）を表す。具

体的に議論するため、ここでもι＝（α，Oぅo),ay = (o，仏 0),

ι＝ (0うOぅα）とする。 ι＝0とkz＝πの2次元面にそれ

ぞれ（125）式の日1-Kane公式
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れた弱いトポロジカル相ではνおz=O)= vi~z ＝π） = +1 mod 

2となる。同じことがz軸、 ν軸にも成立する。

最後の Z4というファクターは真に3次元的なトポロジー

と関係する。これを理解するために

κ1 三 ~I: 時可） mod 4 (126) 

kεK30 

という量を導入しよう問。ここでK3Dは8つの時間反転対

称な波数の集合（図4(a）の立方体の頂点）を表す。これは

占有バンドの持つ反転対称性の固有値の（積ではなく）和

を1/4で剖ったもので、ある。これらの量を用いて、 xis=

(Z2)3 × Z4 の元は一般に（ν·t~x=O), vi~y=O） ぅ νitz=O）川）と書

くことができる。

κ1の意味を探るために、まず次の関係式に注意する。

(-1）κ1 = II 位（I)=(-1）サ＝の（－1）必戸） (127) 

kεK30 

仮に κ1が奇数であるとすると、 kz= 0とkz＝πの三つの

面での Z2数Vxyが逆になるため、 3次元的に非自明な構造

を持つトポロジカル相が実現できていることが分かる（図

4(b））。これは時間反転対称性によって守られた強いトポロ

ジカル絶縁体（strong topological insulator）であり、（127)

式はまさしく 3次元版のFu-Kane公式である。しかし（126)

式の κ1はmod4で定義されるため、話はこれで終わりで

はない。以下に見るように、実は（0ぅ0,0,2）に属する相は 1

次元的なギャップレス表面状態を有する高次トポロジカル

絶縁体（higher-ordertopological insulator）である問。

トポロジカル絶縁体の例 空間反転対称性を持つ3次元 Z2

トポロジカル絶縁体の例として、次の 4バンド模型を議論

しよう。

H,;;= 芝二九σ1tsink1α十九σot(mー乞 cosk1α）
l=x,y,z l=x,y,z 

(128) 

この模型で空間反転対称性は U,;;(I)= Tzσ。、時間反転対称

性は U('T)= 同町と表現される。時間反転不変な波数

K3Dにおけるフェルミ面以下2バンドの空間反転対称性の

固有値を調べるには、最後の項の係数に着目すればよい。

1 < m < 3のとき m-LI=x,y,z COS k1αは五＝ (0, 0, 0）の

1点でのみ負となり、残りの 7点で正となる（図4(b））。一

方3< mでは 8つ全ての波数で正である（図 4(c））。した

がって （vt~x=O） ぅ vi~y=O） ぅ ν·itz=O), h;1）は 1< m < 3のとき

(1,1ぅ1ぅ3）、 3<mのとき（0,0,0ぅ0）となる。

4.1.2. トポロジカル絶縁体の表面状態

( 1ry = II任（I) (125) 前節の例の 1< m < 3の相と 3<mの相の聞の2次元界

面に現れる表面状態を、 3.3.3節と同じ方法で解析しよう。

（弓（I)は各クラマース対から片方だけを選んでその Iの固 いま法線ベクトルをぬとする平面を考え、 ISmxn= m 3 

有値の積をとったもの）を適用すると、 z軸方向に積層さ が Xn三合・ x=Lの前後で－moから＋mo( 0 < mo < 2) 



《講義ノート》
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図 4 (a）一（d）：時間反転不変な波数と占有バンドの持つ反転対称性の固
有値。（e):1 < m く 3の相と 3<mの相の界面。（f）：高次トポロジカ
ル絶縁体の例。赤色の円がヘリカル端状態を表す。

へと変化するとする（図4(e））。五＝ kn合十五｜｜について線

型化されたハミルトニアンを合方向にのみ実空間に戻すと

H品五11,xn= -itαTxU・合θXn+tαTxU五II+TzσoiOmxn (129) 

となる。これにチャーン絶縁体のときと同様の解析を行うと

H但＝tak11×合 5
n，山｜｜ (130) 

という表面状態を記述する有効模型が得られる。この有効

模型も時間反転対称性を保っており、 ue圧（'T)= zη に対

して

ueff('T)(H~~f 11 ） 水 ＝ H；日II Ueff （竹（131)

が成立する。 この対称性のために質量項Mn合・3を含めるこ

とは禁止されており、 H~~k11 は E叫II ＝土加｜五｜｜｜というデ、イ
ラック型分散関係を持つギャッフレス表面状態を記述する。

この表面有効模型は時間反転対称性だけでなく

H＇：吃 ＝ He~ " n,"'11 ーπ，一郎｜｜
(132) 

を満たしていることに注意する。これは＋合を法線とする

表面と 命を法線とする表面が空間反転対称性で結びつく

ことを示している。各表面を個別にみると空間反転対称性

は破れているが、図4（£）のように空間反転対称性を保つよ

うに有限系を切り出すと、 表面全体としては空間反転対称

性が保たれるのである。

4.1.3. (0, 0, 0, 2）相の表面状態

この（1,1,1,3）相を「二つ重ねたJ絶縁体を考えよう。

より正確には、（128）式の Hkを2つ対角に並べて Hf;=

HkffiHk = HfR入。（入も σと同様にパウリ行列を表すとす

る）とし、占有バンドと非占有バンドの数をそれぞれ倍にす

る。すると占有バンドの反転対称性の固有値土lの数は単に

倍となるため、 （vt~x =O), vi~y=O） ぅ vi~z=D） ， κ1) = (1ぅ1,1, 3)+ 

(1, 1, 1, 3) = (0ぅ0,0,2）となる（図4(d））。 この状態の表面を

記述する有効模型は（H~~k/ = H't ffi H't = tak11×ゐ5入o

で与えられる。
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時間反転対称性に守られる強いトポロジカル絶縁体はZ2

で分類される。この事実は、 He吃 単体には質量項を含め
ぬ，k1

ることはできないが、これを二つ重ねた （H~~kn )' = H't ffi 

H'ftには質量項 M1Ji cf入uを入れられることから理解で

きる。実際この項を含めても時間反転対称性 ueff(T)'= 

-i円入oは破れないが、表面状態の分散関係には 九五｜｜＝

土ゾ（臼｜五111)2+ MJのようにギヤツプが聞く。

しかし空間反転対称性を要求する場合は完全にギャップ

を聞けることはできない。なぜなら（132）式の関係を保つ

ためには、質量項の係数が

M 色＝ M色 (133) 

を満たさなければならず、 M品の値が正から負へと変化と

ころで必ずM品＝0となる 1次元的なドメインウオールが

生ずるからである民同。このドメインウオールには 2次元

Z2トポロジカル絶縁体のように 1次元のヘリカル端状態が

現れる （図4（£）の赤円）。 3次元バルクの表面に 1次元的な

ギャップレス励起状態を持つため、これは高次トポロジカ

ル絶縁体の例である。

4.1.4.一様磁場下のトポロジ力ル絶縁体

3次元の高次トポロジカル絶縁体の例は、 3次元の強い

トポロジカル絶縁体に一様磁場をかけても作ることができ

る。時間反転対称性が破れれば（130）式の Hrf11に質量項

M品先・5を加えることができるが、空間反転対称性と整合

するためにはやはり（133）式が満たされなければならない。

この場合、 Mn=0となる 1次元的なドメインウオールに

は2次元チャーン絶縁体のようにカイラル端状態が現れる。

実はこの3次元高次トポロジカル絶縁体は2次元チャーン

絶縁体へと断熱接続できる判。

4.2. 2次元の脆弱なトポロジカル絶縁体

ここまではxis= {BS}9 /{AI}9の非自明な値に対応

する絶縁体を考えてきた。これらのトポロジカル絶縁体は

チャーン数や お不変量という加法的なトポロジカル数を

有していた。 加法的なトポロジカル数は、 定義により、原

子極限の絶縁体と重ね合わせても値を変えない。

ここでは逆に、 xisで見ると自明だが

bi {AI}g。 (134) 

である既約表現の組み合わせ百ε｛BS}g。を持つ絶縁体を

考えよう。この場合、ある 5ε ｛AI}g。が存在して

b + iiε｛AI｝三。 (135) 

とならなければならない。（134）、（135）式によれば、この

絶縁体それ自体は対応する原子極限が存在しないため必ず

非自明なトポロジーを有するが、適当な原子極限の絶縁体
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を重ね合わせるだけでトポロジカルに自明になる可能性が

ある。一般に、原子極限を組み合わせるだけで自明になっ

てしまうトポロジカル絶縁体を「脆弱なトポロジカル絶縁

体」と呼ぶ？）。脆弱なトポロジカル絶縁体が持つ加法的なト

ポロジカル数は全て自明である。

例 空間反転対称性を持つ占有バンド数 ν＝2の2次元

のバンド絶縁体を考えよう。いま時間反転対称波数K20= 

{rぅXぅKM｝における占有バンドの反転対称性の固有値が、

M=  （π，π）では二つ共 1、残りの 3点では二つ共＋1で

あるとしよう。すなわち

b＝（ηトnr,n!,nわnιnトnitrぅnMJ

= (2,0ぅ2ぅOぅ2,0,0ぅ2）ε｛BS｝宮。（136)

仮に時間反転対称性もある場合には、 Fu-Kane公式（125)

によるとこの百は 2次元 Z2トポロジカル絶縁体に対応し

ていることが分かる。しかし今は時間反転対称性を仮定し

ていないので、 Z2不変量は定義できない。しかし実はこの

百については（134）式が成立しており、空間反転対称性の仮

定の元では如何なる原子極限にも結びつかない。この百と

一致する空間反転対称性の表現を持つ絶縁体の例は、カゴ

メ格子に純虚数の飛び移り積分を導入することで実現する

ことカまで、きる10,21）。

a= (1ぅOぅ0,1,0,1ぅ1ぅ0）ε｛AI｝宮 。（137)

を加えたb+a=(3ぅ0,2,1,2ぅ1ぅ1ぅ2）は｛AI｝雪。に属してい

ることを示すことができる。文献叫では、このカゴメ格子

の模型の場合に、原子極限を加えた後の絶縁体では（表現

の組み合わせが自明になるだけでなく）トポロジーが完全

に自明になることをワニエ軌道をあらわに構成することで

示した。つまり元の絶縁体は脆弱なトポロジカル絶縁体で

あったということである。また相互作用などが加わって空

間反転対称性の固有値が波数空間に定義できなくなった場

合でも、励起ギャップを閉じたり空間反転対称性を破った

りしない限りこの脆弱な絶縁体が安定に保たれることを示

した。

5.最後に

紙面の都合上、また現時点での準備時間の都合上、第 4

節が尻切れトンボになってしまったが、実際の講義までに

空き時間を見つけて加筆することにしたい。
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