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研究成果の概要（和文）： グラフェンは量子干渉効果としての幾何学的位相が重要な物質相である。特に磁場下のゼ
ロエネルギーランダウ準位ではカイラル対称性が重要な役割を果たす。現在まで多くの研究が一体問題としてのもので
あったの対し、本研究ではカイラル凝縮相としての相互作用起因の量子多体状態の存在を理論的に示し、その実験的な
意義を励起ギャップの磁場依存性に関して理論的に示すことで実験との比較を行いその有効性を示した。また、乱れの
効果を一般的なカイラル対称性としての観点から明らかとした。
さらに理論、実験の協調のもとテラヘルツ分光実験によりグラフェンのファラデー回転を観測することで光学量子ホ
ール効果の観測に成功した。

研究成果の概要（英文）： Graphene is a typical quantum material where quantum interference plays an import
ant role. Especially at the zero energy Landau level in a strong magnetic field, the chiral symmetry, whic
h is a characteristic feature of graphene, is fundamental. However most of the theories do not include man
ybody effects until now. Here in this project, we have constructed a theory of the chiral condensate which
is a manybody ground state of graphene with interaction. Then comparison of excitation gap with experimen
ts is performed consistently. It implies validities of our theory. Also we have clarified the role of rand
omness with chiral symmetry.
Also Faraday rotation experiments with theoretical consideration has been performed. Then optical quantu
m Hall effects of graphene is successfully observed and established.
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伴わないため南部ゴールドストンボゾンと
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に関して特筆すべき成果を上げていた。
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３．研究の方法
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２．研究の目的
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