
グラフェンコンソーシアム第１１回研究講演会プログラム 

日時：平成２８年７月２０日（水） １３時００分～１７時４５分 

会場：秋葉原コンベンションホール ５A カンファレンスルーム 

（〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル５階） 

（http://www.akibahall.jp/index.html） 

 

 

13:00-13:10  開会の挨拶 

Opening Remarks 

グラフェンコンソーシアム 会長 

産総研 ナノ材料研究部門 炭素系薄膜材料グループ 研究グループ長 

長谷川 雅考 氏 

Dr. Masataka HASEWGAWA 

Chairperson of Graphene Consortium 

Nanomaterials Research Institute (NMRI), AIST 

          

13:10-14:10  「グラフェンにおけるスピン輸送とスピン変換」 

“Spin Transport and Spin Conversion in Graphene” 

京都大学大学院工学研究科・電子工学専攻 

教授 

白石  誠司 氏 

Prof. Masashi SHIRAISHI 

Department of Electronic Science and Engineering 

Graduate School of Engineering 

Kyoto University 

概要：本講演ではこれまでのグラフェンスピントロニクス研究を概観しつつ、我々が最近成功したグラフェン

におけるスピン変換実験の詳細と類似の研究との比較、動力学的手法というこのエキゾチックな実験

手法の物理的基礎や注意点なども紹介したい。 

    講演の詳細は別添ページを参照ください。 

 

14:10-15:10 ” Spin Transport Phenomena in Graphene and Two-dimensional Materials :   

 Current challenges & opportunities” 

Prof. Stephan ROCHE 

ICREA, Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology 

Bellaterra, Spain  

Abstract：I will discuss spin transport in graphene-based materials, accounting for the effect of substrate, impurities, 

and ad-atoms and using a fully quantum derivation of spin dynamics and calculation of quantum transport 

coefficients (multiterminal Landauer-Büttiker conductance and Kubo conductivity), going beyond the 

usual semi-classical theory and conventional approximations made in the literature. The role of pseudospin 

in driving spin dephasing and relaxation will be unveiled in the ultraclean limit for which electron-hole 

puddles and micron eV spin-orbit interaction are determining the fundamentals of spin lifetimes, giving 

foundations to experimental features.  Second, I will discuss the impact of chemical functionalization 

(fluorine, gold and thallium ad-atoms) in generating spin-dependent phenomena such as spin filters, 



quantum spin Hall and tunable spin Hall effects in graphene. 

Please refer to the attached sheet at next page for the detai 

 

15:10-15:30    休 憩 

 

 

15:30-16:30 「有機半導体におけるスピン流の注入・輸送・緩和・変換」 

” Injection, Transport, Relaxation, and Conversion of Spin Current in Organic Semiconductors”  

東京大学大学院 新領域創成科学研究科 

さきがけ研究員  

渡邉 峻一郎 氏 

Dr. Shunichiro WATANABA 

PRESTO, JST 

Department of Advanced Materials Science, 

School of Frontier Sciences, 

The University of Tokyo 

概要：グラフェンと同様に炭素を骨格としたパイ共役系有機半導体は成膜性と電子機能性に優れることから、

プリンテッドエレクトロニクスとしての応用が期待されています。パイ共役有機半導体中の電荷キャリア

は有機骨格と強く相互作用したポーラロンという電子状態であり、スピン 1/2 を有することが知られて

います。講演では、このスピン自由度を用いた有機スピントロニクスの基礎研究について紹介します。

特に電荷の流れを伴わない純スピン流に着目し、有機半導体における純スピン流の注入・輸送・緩

和・変換現象を中心に最新の研究を紹介します。 

   

 

16:30-17:00 グラフェンコンソーシアム 総会 

 

別途、総会後、懇親会を予定 

  



グラフェンコンソーシアム「懇親会」会場のご案内 

会場：ＤＩＮＩＮＧ ＴＯＫＵＳＨＩＭＡ   

http://tokushima-antena.com/diningtokushima/ 

東京都千代田区練塀町 8-2 CHABARA(ちゃばら)内  

TEL.03-3258-0551 FAX. 03-3258-0551 

 

JR 山手線・京浜東北線 秋葉原駅電気街口から上野方面へ徒歩 1分 

詳しい地図は HP よりご覧ください  

懇親会：17：30 ～    会費：4,500 円  

懇親会の受付は、ダイビル内での研究講演会会場の受付にて 15時までに済ませてください。   

■ ------------------------------------------------------------------------- ■   

【お問合せ先】 佐々木・横嶋 (tel: 029-860-5106, E-mail: ntrc-graphene-ml@aist.go.jp)   

産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門 グラフェンコンソーシアム事務局 
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