
     

（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 21 年 12 月 18 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セミナー代表者所属・部局   東京工業大学大学院理工学研究科  

（ふりがな）        あんどう  つねや 

職・氏 名  教授・安藤  恒也          
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ インド ）とのセミナー（振興会対応機関：ＤＳＴ   ） 

 

 

2． セミナー名  グラフェンの物理と化学についてのDST/JSPSワークショップ         

 

 

3． 期   間  平成 21 年 11 月 17 日 ～ 平成21 年11 月19 日（  3 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） インド・バンガロール ジャワハラルネルー高等科学研究センター カンファレンスホール         

 

5． 参加者数   日本側                8  名 
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（代表者を含む） 

相手国側      8  名    計  16  名 
 

その他の国              名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（振興会により経費を負担された参加者に＊印を付けてください。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

安藤 恒也* 東京工業大学大学院理工学研究科・教授 物性理論 

榎 敏明* 東京工業大学大学院理工学研究科・教授 物性化学 

福山 寛* 東京大学大学院理学系研究科・教授 低温物理 

塚越 一仁* 独立行政法人物質・材料研究機構・ 

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 

（ＭＡＮＡ）・主任研究者 

電子工学 

若林 克法* 独立行政法人物質・材料研究機構・ 

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 

（ＭＡＮＡ）・独立研究者 

物性理論 

久保 孝史* 大阪大学大学院理学系研究科・教授 構造有機化学 

白石 誠司* 大阪大学大学院基礎工学研究科・准教授 物性実験 

齋藤 理一郎 

(日印：予備交

流費) 

東北大学大学院理学研究科・教授 物性理論 

   

 



     

  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 ジャワハラルネルー高等科学研究センター・ 理論科学部門     

  准教授・Swapan K. Pati                               

(3) 相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付してください。また、振興会により経費を負担された参加者に

＊印を付けてください。） 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

○Swapan K  
Pati 

JNCASR, Bangalore・Assoc.Prof. 計算物理学 

C. N. R. Rao JNCASR, Bangalore・Prof. 物性科学 

Arindam Ghosh IISc, Bangalore・Assis. Prof. 電子工学 

Mandar 
Deshmukh 

TIFR, Mumbai・Assis. Prof. 物性実験 

A.K. Sood IISc, Bangalore・Prof. 固体物性実験 

S. Sampath IISc, Bangalore・Assoc. Prof. 無機物性化学 

Krishnendu 
Sengupta 

SINP, Kolkata・Assoc. Prof.. 表面物理化学 

Umesh V 
Waghmare 

JNCASR, Bangalore・Assoc. Prof. 物性理論 

   

 (4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・内容・成果等を簡潔に記載してください。） 

<プログラム> 
November 17th, 2009 

 

Time  
9:15 am -9:30 am Inauguration 
 Chair: Riichiro Saito 
9:30 am-10:10 am Graphene, C. N. R. Rao 
10:10 am -10:50 am Magnetic structures of edge-state spins in nanographene and networked nanographite,

T. Enoki 
10:50 am-11:20 am Tea/Coffee 
 Chair: T. Ando 
11:20 am -12:00 noon Graphene spintronics, M. Shiraishi 
12:00 noon -12:40 pm Origin of low-frequency noise in graphene transistors, Arindam Ghosh 
12:40 pm -2:00 pm Lunch 
 Chair: Mandar Deshmukh 
2:00 pm -2:40 pm Probing graphene field effect transistors, A. K. Sood 
2:40 pm -3:20 pm Gate-tunable band gap in bilayer graphene, K. Tsukagoshi 
3:20 pm -3:40 pm Tea/Coffee 
 Chair: T. Enoki 
3:40 pm -4:20 pm Synthesis and open-shell character of molecular-sized nanographenes, T. Kubo 
4:20 pm -5:00 pm Graphene and graphene–oxide assemblies: Preparation and electrochemical studies, S. 

Sampath 
5:00 pm-6:00 pm Poster 

November 18th, 2009 
 

 

Time  
 Chair: K. Tsukagoshi

9:00 am -9:40 am Breakdown of the quantum Hall state in graphene, Mandar Deshmukh 
9:40 am-10:20am Physics of graphene and its multilayers: From zero-mode anomalies to band-gap 

opening, T. Ando 
10:20 am -11:00 am STM spectra of graphene, Krishnendu Sengupta 
11:00 am-11:30 am Tea/Coffee 
 Chair: Arindam Ghosh 
11:30 am -12:10 pm Edge states magnetism and half metallicity in graphene nanoribbons, Swapan K. Pati 
12:10 pm -12:50 pm Electronic transport of nanographene: Effect of geometry and edges, K. Wakabayashi 
12:50 am -2:20 pm Lunch 
 Chair: S. Shiraishi 
2:20 pm -3:00 pm Landau quantization of Dirac and Schrödinger fermions in graphene and graphite 

surfaces, H. Fukuyama 
3:00 pm -3:40 pm Ripples in graphene: A theoretical study, Umesh V. Waghmare 
3:40 pm- 4:20 pm Exciton environmental effect and Kohn anomaly effect in Raman spectroscopy of 

graphene and carbon nanotubes, Riichiro Saito 
4:20 pm- 4:30 pm Conclusion 
4:30 pm -5:30 pm Tea/Coffee+ poster 
7:30 pm Banquet @ JVH Lawn, IISc. Campus 

November 19th, 2009 

10:00 am- 11:00 am Lab Visit 
11:00 am-12:30 pm  Discussion in Nevill Mott Hall, ICMS 
Afternoon  City Tour 
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 本セミナーでは、グラフェンの研究を包括的に捉え、化学、物理、デバイス応用の 3 つの視点から議論を

行うとともに、将来のグラフェン研究展開の展望とその中での日印の協力関係を構築することを踏まえた議

論がおこなわれた。発表は日本側、インド側とも 8 人の招待講演者の 40 分講演で行われ、招待講演セッショ

ンの間に 2 回インド若手研究者によるポスター発表が行われ、教育的配慮も行われた。招待講演の内容は以

下の通りである。 

グラフェンの固体物理の展開については、安藤恒也教授はグラフェンと多層グラフェンにおけるゼロモー

ド異常から band gap opening の問題を中心に最近の展開を明らかにした。Umesh V. Waghmare 教授はグラフェ

ンのリップル効果の理論的考察を行った。斎藤理一郎教授はグラフェンのラマン効果についての諸問題につ

いて Kohn 異常との関連から包括的な理論的考察を行った。Krishnendu Sengupta 教授はグラフェンの電子状態

のトンネル顕微鏡観察についての報告を行った。Mandar Deshmukh 博士はグラフェンの量子ホール効果の破

綻についての研究発表を行った。また、福山寛教授は、グラファイト表面、グラフェンでの Dirac フェルミ

オン、Shrödinger フェルミオンの Landau 量子化についての実験の包括的な報告を行った。 

ナノサイズのグラフェンの電子構造については、若林克法博士はグラフェンの端構造に依存した電子輸送

現象理論を展開し、Swapan Pati 教授はグラフェンナノリボンの端構造に依存する磁性とハーフメタル的性質

についての理論の紹介を行った。また、榎敏明教授はナノグラフェン端のエッジ状態の電子構造と特異な磁

性の問題について実験的立場から紹介を行った。 

グラフェンの化学的側面からは、C. N. R. Rao 教授はグラフェンの作成とその構造解明、また、電子的性質

についての総合的な講演を行った。久保孝史教授はナノグラフェンと縮合多環炭化水素との関連についての

考察を行った。さらに、S. Sampath 教授は電気化学的手法を用いたグラフェンと酸化グラフェンの作成と構

造についての紹介を行った。 

グラフェンの電子・スピンデバイス応用についても、種々の視点から興味ある発表が行われた。塚越一仁

博士は 2 層グラフェンのバンドギャップのゲート電圧依存についての講演を行った。A. K. Sood 教授はグラ

フェン電界効果トランジスタの光学的プローブを用いた詳細な実験展開を紹介した。また、白石誠司教授は

グラフェンを用いたスピントロニクスの実験の展開について講演を行った。Arindam Ghosh はグラフェントラ

ンジスタの低周波数ノイズの詳細について議論を行った。 

以上の招待講演の終了後、2 日間にわたりインド若手研究者によるポスター発表が行われた。研究発表

はかなり高い水準でのものが多く、第一線の研究として、印象に残るものが多かった。 

会議最終日には、JNCAR の研究所見学に続き、全体会議が行われた。ここでは、セミナー全体の総括と今

後の課題、スケジュールが議論され、本会議の報告論文集の作成、次回は 2010 年に日本で開催すること、人

物交流の枠組みを作ること、を確認した。




