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｢素粒子論と物性論における トポロジーに関連する諸現象｣

結論 として monopoleに fermion数のみならず electricchargeが induceされる現象は,chiral

anomaly, 0-vacuum structure,Higgs場の トポロジーの密接な interplay によってひき起 される

興味深い現象である｡
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量子ホール効果 とトポロジカル不変量

東大 ･理 青 木 秀 夫

物 性 研 安 藤 恒 也

固体物理において特異な輸送現象の量子化である量子ホール効果に対 し,(a)久保公式によるホール伝導

度が,磁場中で複素である波動関数の性質を特徴づけるトポロジカル不変量で与えられ,厳密な量子化が

証明されること,(b)この トポロジカル不変量の解析から自然に,試料サイズや局在の程度等に依存する,

物理的に観測されるホール伝導度の振舞いが与えられることを示す｡

I. 量子ホール効果

量子ホール効果1)は,磁場 (E)中の2択元系のホール伝導度 (oxy)が,電子の面密度 の関数として,

一つのランダウ準位を満たす毎にステップとなるプラトーになり,その値が

oxy--Ne2/A (N-整数 ) (1)

に量子化 される現象であるO従来分かっていたのは,(a)プラトーにおいて Oxyが平坦になるのは状態の局
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在のためである,2)(b)Hが大きい極限では(1坑 は証明される,2)(C)Hが有限でも,ゲージ不変性から(ある近

似の下で )(1)が言えること3)である｡従ってここで求められるのは,量子ホール効果はどんな条件下で厳

密に成 り立っのか,その証明の次には実際に観測される OXy(年 の連続関数で,局在の程度などの系の

性質に依存する)との関係はどうか,という問題に対する描像である｡以下ではこの二点を明かにする｡

§2.量子ホール効果の厳密な証明 - トポロジカル不変量

この節では,久保公式によるホール伝導度 (の flux平均 )が,系の外部磁束 (flux)依存性を特徴づ

けるトポロジカル不変量 (整数 :関与する写像のホモトピー ･クラスの指標である Pontrjagin数 )に厳

密に等 しいことを示す｡このアプローチの特長は,任意の大きさの磁場に対し,(1)証明が系のトポロジカ

ルな性質だけに係わ り,広い範囲の系 (2次元 /3択元,規則/不規則,連続 /格子,etc.)をカバーした

証明になってお り,多体系にも拡張される｡(2)トポロジカル不変量のとる値 とその分布を解析することに

より,実際観測される oxyとの関係,特に状態局在や試料サイズ-の依存性 (スケーリング)を導 く自然

な道 を与えている, という二点である｡

量子ホール伝導度が,系の波動関数の性質に関したホモ トピー ･クラスで与えられることは,Thouless

等4) によ り最初に調べ られた周期系に対 して,Avron等5)や Simon6)により指摘 された｡ Niu,

Thouless,Wu7)は,一般の系でエネルギー ･スペクトルにギャップがある時は oxyが量子化 されるこ

とを示 した｡Aoki,Ando8)は,一般にギャップの有無に関わらず以下のことを示した.

先ず geometryは Laughlin3)により用いられたもの(系を輪にして,中に磁束¢を通す )を考える｡

系は磁束による余分なベクトル ･ポテンシャルAを感 じ,有限系では oxyは実際¢に依存する(AB効果)

ことが示される2)磁束-の完全な依存性は, 2成分A-(Ax,Ay)-(¢Ⅹ/L,¢y/L)の2重周期関数で

与えられるが,久保公式から, oxyのAについての平鞄 <OX,>,は

岩 浅 Jcdz∬odo'LdAxdAyTr[瑠 璃 G宕 -(Roy,](2)
で与えられる望)ここでG-(レ紅-I)~1はグリーン関数,¢｡-ek/Cは磁束量子｡これは丁度Aから系の

状態-の写像の Pontrjagin数を与える整数 となっている｡さらに,エネルギーZについて積分し,系の

正規直交波動関数 uを用いると,任意の系に対 し電子数 を固定したとき

くびXy>

62/A ㌫ oicIJl(諾

∂uα
aAx)]

dAxdAy (3)

となる雪)この量は再び整数 (firstChernclass)で与えられるeM8)ちなみに,4択元時空のゲージ場で

のオイラー指数 (secondChernclass)は topologicalchargeという不変量である1.0,ll)量子ホール

効果の場合,物理的には,Aを変化 (境界条件を twist)させたときに波動関数 (複素ヒルベル ト空間の

ベクトル )が掃 く超曲面の トポロジーの指標が oxyとなっているo換言すると,∂/∂Axと∂/∂Ayは演算

子 として非可換で,この超曲面が non-trivialなトポロジーを持ちえ,そのとき 6Ⅹyが nonzeroになるO

この証明から,3次元系でもホール･コンダクタンスが量子化されることがいえる.12)さらに,多体系では,

多体波動関数が〟重に縮退 しているときは oxy/(e2/A)-整数/Mとなることが示せる｡Laughlinの括
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像13)では,分数量子ホール系の波動関数は,ランダウ準位占有率がp/qという有理数のときはp重に縮

退14)しているので,このとき oxyは整数/匹 量子化されるO

§3.量子ホール効果 一 観測量

上の証明から,無限系では年 における状態が局在しているとき oxyは厳密に量子化されることがいえ

るO-方,有限系では flux平均された oxyが量子化されることから,観測される(flux平均 しない)

ホール伝導度の振舞いが予言される｡即ち,磁場中の有限格子系 (不規則性をもつ )に対する数値計算に

ょり,次のことが確かめられる :8)

(1日 3)式で与えられる flux平均された 6Ⅹy(整数 )は状態毎に異なり,個々の値は不規BTJポテンシャル

を変えると変化する｡しかし,その値の確率分布は,不規則性の程度 (『)や試料サイズ を指定すれば

一意に定まっていて,集団平均され~た oxyは折等の値に応 じてエネルギーの well-behaved な関数に

なっている｡

(2)Flux平均 oxyと,固定されたAに対する oxyの値は一般にはずれるが,試料サイズを大きくするに

従い一致する｡試料サイズ依存性は下記のようなスケーリングで記述される｡

局在問題は,磁場の無い場合は,スケーリング理論15)で理解 されると思われている｡しかし,ユニバー

サリティ･クラスが異なる磁場中2択元系の局在は,その特異性から未だに中心的な面白い問題である｡

この系では単一パラメタ一 ･スケー リングは崩れることが分かっている16)ので,次の疑問は, oxx(電場

方向の伝導度 )と OXyが二つの関与するパラメタ-となっているか否かである.実際,サイズを変えた系

で数値計算をすると, OXxとoxyは独立なパラメタ-ではなく(つまり,非線形 oモデルの結果17ちま正し

くなく), oxx-OXy平面で一定の軌跡 こ乗 る018)但 し,軌跡の形自身はランダウ準位の混ざり方等の系の

性質に依るo上で議論した格子系での oxyもこのような振舞いをすることが数値実験により示される王9)

このように,量子ホール効果と局在 /スケー リングは興味深い問題をなしている｡その詳細は将来の課

題であろう｡
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3次元QEDにお ける トポ ロジー

北大 ･理 松 山 豊 樹*)

奇数次元時空間上の場の量子論は,時空間の次元数が奇数であるという正にそのことによって,通常の

偶数次元時空間上の場の量子論にはなかった新 しい理論構造を持ち得る｡これは,数学的には,Chern-

Simonsの第2特性類と呼ばれる位相的な意味を持つ項,

Ics- pJMtr(FA一与A3) ,

が (有効 )作用の中にゲージ不変性に抵触せずに許されることに依る｡ここでAは接続 1-形式,Fは曲

率 2-形式,Mは3択元時空間,pは位相質量を表わす.特に量子電磁力学においては,この項に起源を

持つ非自明な位相構造が実際の物理現象として自然界に発現していると考えられる場合がある｡こういっ

た理論 ･実験の両面から, 3択元量子電磁力学の位相構造を研究することは非常に意義深いことと思われ

る｡

非可換ゲージ群 Gを持っM-S3上の理論の場合,ゲージ不変性の要請により,もしも7E3(G)≠o な

らば位相質量の量子化が起こる.一方,アーベル群 U(1)を持つ量子電磁力学の場合には 打3(U(1))-0で

*)昭和62年4月より京都大学基礎物理学研究所
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