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概要　臥（600字～800字程度にまとめてください。） 

半導体界面に形成される2次元電子系は、 ���超低温・高磁場下において、量子ホール効果と呼ばれる特異な量子輸送 
現象を示す。2次元電子系を近接して配置した2層系量子ホール系では、電子の持つスピン自由度に加えて、「層」の 
自由度 �（擬スピンという）が加わることにより、巨視的な量子コヒーレンスを持つ新しい量子相が出現することが期待さ 

∴■れる。本研究では、擬スピン自由度に加え、電子や核の持つスピン自由度も含め、量子構造について知見を得るた 

め、下記のような研究を行った。 
1）y＝2／3量子ホール状態における裏方的な電気伝導 

面内磁場を印加し、ランダウ準位占有率り＝2／3量子ホール状態のスピン転移点付近で異方的な磁気抵抗のヒス 
テリシスを観測し、核スピンのドメイン構造が ���九、．試料を流れる電流の向 �きに影響されることを示した。 
2）2層系y＝2／3量子ホール状態における励起状態 
2層系y＝2／3量子ホール状態における励起構造を、活性化エネルギー測定により �����明らかにし、厳密対角化法によ 

る理論計算と比較した。 
3）2層系γ＝1／3量子ホール状態における面内磁場の効果 
2層系y＝1／3量子ホール状態において、特に1層系に近いリミットで、活性化エネルギー測定がほとんど面内磁場 

に依存しないという結果を得た。このことは、励起がスピン励起ではないことを示唆する。 4）2層泰γ＝1量子ホール状態におけるコステリツツーサウレス転移 

2層系y＝1量子ホール状態における量子ホール転移温度を詳細 ����こ測定し、コステリツツーサウレス転移と呼ばれ 

る2次・ �元超流動転移を起こしている可能性を示した。 
5）マイクロ波によるγ＝2／3量子ホール状完 ���態における核スピン緩和 

γ＝2／3量子ホール状態で動的核スピン偏極した状態にマイクロ波を照射し、あらゆるスピン核種に共鳴した照射 

で、最も早い緩和が見出した。このことから、核スピン拡散が重要な役割を果たしている可能性を指摘した。 

キーワードFA　恒子ホール効果l2層系 ����貢視的量子コトレン巨イクロ波－ 
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欧文概要　EZ

TwodimensionaleJectronsystem（2DEG）formedintheheterostructureofthesemiconductorsundergoes

a peculiar quantum transport caHed“quantum HaH effect”under high magnetic fields andlow

temperatures・lnthebilayerquantumHaH system（QHS）・Wheretwo2DEGsareseparatedclosely・ワOVel

quantumphasesare？XPeCtedtoemergebyaddingthe“tayer”degreeoffreedom（called“pseudospln”）

to the electron spln degree of freedom．Here，We Study the foHowing phenomena where not only the

PSeudospins but also the eIectron and nuclear spins play animportant role．

1）Anisotropic transportin the v＝2／30HS

We observe the anisotropic hysteresisin the LandauleveI fiJling factor v＝2／30HS underin－Plane

magnetic fjeld．ResuItsindicate that the nuclear spin domains are affected by the direction of the

electric currents．

2）Excitationsin the bilayer v＝2／30HS

We reveal the elementary excitationsinthe bilayer v＝2／30HS by theactivationenergymeasurements

and evaluate the experimental resuIts with the exact diagonalization th60ry．

3）Effect of thein－Plane magnetic fieJdsin the bilayer v＝1／30HS

Atthemonolayerlimitinthebilayerv＝l／30HS，WemeaSuredtheactivationenergythatdoesnotdepend

On thein－Plane magnetic fields．Resu圧sindicate that the excitationis not the spin type．

4）Kosterlitz－Thouless phase transitionin the bilayer v＝1QHS

We measure the onset temperaturein the bilayer v＝l QHS，Which suggest the occurrenceif the

Kosterlitz－Thouless phase transition．

5）EnhancementofthenucJearspinreJaxationrateintheγ＝2／30HSbyrfirradiation

We observe the significant enhancement of the nuclear spln reIaxation rate by the aIternative rf

irradiation for every nuclear species，Whichindicate the occurrenceofthe nucIear spjn diffusion．
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