質量ゼロのディラック方程式
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グラフェンのディラック方程式とは何か

グラフェンは炭素原子のみからなる，蜂の巣状のネットワークです．１原
子層の厚みしかないグラフェンは，物質としては，極めてシンプルな構造体
ですが，その可能性が認められ，現在世界中で活発に研究が進んでいます．
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本稿では，グラフェンのユニークな側面をディラック方程式の観点から概観
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フェルミ統計：フェルミオンとも呼ばれる
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ました ．計算結果を実験と比較する
ことで，ドーピング量の定量的な見積
りが可能になります．本成果は，ディ
ラック電子の性質を，波数と擬スピン
の観点から，うまくとらえていると私
ドーピング

たちは考えています．
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ドーピングに依存したフォノンの崩壊プロセスの有無を表す模式図
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フォノンの自己エネルギー：ラマンスペク
トルの位置と線幅は，フォノンのエネル
ギーと寿命に対応します．これらの物理量
にはフォノンと電子との相互作用に依存す
る量子力学的な補正効果があり，それを自
己エネルギーと呼びます．通常，量子力学
的な補正は大変小さいものですが，グラ
フェンのラマンスペクトルでは，電子状態
の変化に応じて，補正は50カイザー程度に
なり，十分な精度で観測できます．

（1） K. Sasaki，K. Kato，Y. Tokura，S. Suzuki，
and T. Sogawa: Decay and frequency shift of
both intervalley and intravalley phonons in
graphene: Dirac-cone migration， Phys. Rev.
B，Vol.86，No.20，201403，2012.
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グラフェンは基礎科学としての面白さの
みならず，応用の可能性のある材料です．
ディラック方程式の枠組みを，いかに工学
に応用できるかが現代の物性科学における
重要な課題です．私たちはラマン分光の観
点から，シンプルなアイデアの組み合わせ
で，この課題に取り組んでいます．

いました．私たちはそのメカニズムを
ディラックコーンの移動というコンセ
プトを用いて，直感的に解明しました
（図３）．さらに定量的にフォノンの自
己エネルギー＊２を，フォノンの波数と
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電子濃度の関数として解析的に計算し
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