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宇宙の階層 

今日の話の領域 

全く未知 
(シナリオ作りは20世紀の物理学） 



• 場の量子論（相対論的量子力学）を応用して    
トポロジカル物質の特性を研究する 

 

• その前に使用する数学的道具のトポロジーを学
ぶことが必要 

 

トポロジーの導入： 

– 1981 Nielsen-Ninomiya Nucl.Phys.B185 P.20 

                                           及びB193 P.173(1981) 

                                           及びPhys.let 105 P.219(1981) 

                        （いわゆる”Nielsen-Ninomiya theorem”） 



• 最近 E.Witten (Imst.of Advanced Study)がこれらのReviewを出した。 

このReviewの内容は： 
以下の我々の論文のものより数学的なReviewである： 
(1)Nuclear_Physics B185 P.20-40(1981) 
Absence of Neutrinos on a tattice:Ⅰ-Proof by Howotopy theory-” 
(2)Nuclear_Physics B193 P.173-194(1981) 
“Absence of Neutrinos on a tattice:Ⅱ-Intutive topological Proof-” 
(3)Physics Letters 130B(1981) 
“No-go Theorem of Regulariziang chiral Fermions” 



Fig. 4. Dispersion law for the RH Weyl equation on the 

lattice in 1+1 dimentions. The arrow indicates the 

direction of the shift of the particles when E is on. Note 

that two points,       , and       , are identified. aP / aP /



Fig.1. Dispersion laws for the RH (a) 

and LH (b) Weyl fermions in 1 + 1 

dimensions. The black and white 

points denote the filled and unfilled 

levels and the arrows indicate the 

direction of the movement of the 

Fermi surface when E in on. 

Fig. 2. Dispersion law for the RH Weyl 

fermion in 3 + 1 dimensions in the 

presence of a magnetic field in the x-

direction. 

 



Fig. 3. Generic dispersion law for the two degeneracy points denoted by 

R and L between the energy levels ωi and ωi+1. The shaded surfaces in 

(3 + l)-dimensional ω ｰ P space denote the layers of the energy bands. 

One momentum axis, Pz is suppressed. Near the degeneracy points R 

and L，the dispersion laws are cones. The equation near R is the RH 

Weyl equation and the one near L is LH one. 

 



• Witten の Lectures 1, 2 and 3 “Three Lectures onTopological 
Phases of Matter” Review Modern Phusics Rev.Nuaro Cimento 
39, P.313(2016)は”youtube”にアップされている。 

 “Witten Fermions and Topological Phases”で検索すると、    
 講義が見られます。 

Lecture1 1/5: 
https://www.youtube.com/watch?v=KIGg4fCKCgw&t=475s 
Lecture1 2/5: 
https://www.youtube.com/watch?v=kFcOS1u4qUQ&t=319s 
Lecture1 3/5: 
https://www.youtube.com/watch?v=GxPfxUSgfe8&t=1s 
Lecture1 4/5: 
https://www.youtube.com/watch?v=xRyEFPzMlaY&t=9s 
Lecture1 5/5: 
https://www.youtube.com/watch?v=hd7N_b9Qd3g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KIGg4fCKCgw&t=475s
https://www.youtube.com/watch?v=kFcOS1u4qUQ&t=319s
https://www.youtube.com/watch?v=GxPfxUSgfe8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xRyEFPzMlaY&t=9s


I. Introduction 

これほどスケールの異なる自然の階属性を、とびこえて特
殊相対性理論と量子力学を合体させた場の量子論をナノス
ケール近くに応用することは見向きもされなかった。 

21世紀：科学とテクノロジの大進歩により実験的に
次々と新物質が発見されてきている。アメリカ、中国
… 

例 グラフェン(2004) 
2dim crystal graphite 

Univ.Manchester 
Amdo Geim 
Kostya Novelv. 

すでにtopological insulatorよりReviewが多数ある。 



場の量子論⇔物性 
2+1次元⇔2次元 
3+1次元⇔3次元 
• 表面物性は、2次元と呼ばれる 

場の量子論では2+1次元 

さて 
トポロジカル・マテリアルとは 
21世紀初頭から本格的発見（名称：量子状態
を記述する波動関数が非自明なトポロジーを
有する）物質 

㊟ 



例 Thouless, Kohmoto Nitingale, de Nijs(TKNN) 
磁場中の2次元電子系を記述する波動関数が非自明
なトポロジーを有すること。 
トポロジーを整数値ν（TKNN数）で分類 
トポロジカル絶縁体 
㊟甲元（元東大物性研準教授） 

（2017仁科賞）（2017朝日賞） 
PRL 49(1982)405 
 

例 Kane-Mele 
  Bernevig-Zhang 量子スピンホール絶縁体 



例 グラフェン 
  ディラック錐をもつディラック絶縁体 

ディラック錐型分散 

ギャップレス3次元トポロジカル絶縁体 

 
• 2006年 Mooro-Drlens 

Topological絶縁体とよばれるもの 





今日の話は、見地が全く異なり、高エネルギー
物理学（素粒子論）の格子場の理論を応用して、
全く理論的に考察して（Topological Material
の）新しい特性を1983年に予言した。 
 

H.B.Nielsen and M.Ninomiya 
Phys.Lett B130 P.389-396(1983) 
“Adler-Bell-Jackiw Anomaly and Weyl Fermions 
in a crystal” 



要約 
 
① カイラルアノマリー（A-B-J anomary）をMaterialにおいて

観測できること。 
 

② “Nielsen-Ninomiya Theorem”によってLeft-handed 
ParticleとRight-handed Particlesの分散式において必ず同
数のゼロ・ギャップが生じる。 
 

③ 外部電場と磁場を平行にかけるとLのゼロギャップ点からRの
ゼロ・ギャップ点に電流が流れる理想的状況においては、抵
抗はゼロとなる。 



Fig. 5. The accelerated electrons 

near the Fermi surface in one of the 

cones in the levels ωi are scattered 

back into the Fermi surface in the 

same cone as indicated by the arrow. 

The shaded region is filled by 

electrons. 

 

Fig. 6. The electrons in the cone near L in 

the level ωi are transferred to R as shown 

by the solid line arrow. The exceeding 

electrons in R are scattered back to L as 

indicated by the dashed line arrow. 

 







この予言は2015年に至り、プリンストン大学の
Wang et al のグループによって実験的に確証
された。 
• Arxiv 1503:08179 

Science 2015 
“Signature of chiral anomaly in Dirac 
semi mietal a current Pluve steered by a 
magnetis field” 
By J.Xiong et al. 

• P.T. Son and B.Z. Spinl 
Phys.Rev.B88 104412 




















