
グラフェンコンソーシアム第１２回研究講演会プログラム 

日時：平成２８年１０月１２日（水） １３時００分～１７時１５分 

会場：秋葉原 UDX・ギャラリーネクスト 4F NEXT-3 

（〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX ４F） 

（http://www.udx-n.jp/） 

 

 

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 Hasegawa 

Chairperson of Graphene Consortium 

Nanomaterials Research Institute (NMRI), AIST 

          

13:10-14:10  「CNT 利用による CFRP 製スポーツ品衝撃特性の向上」 

ミズノ株式会社  

松井 泰志 氏 

Mr. Yasushi Matsui 

MIZUNO Corporation 

概要：  CFRP と CNT の複合化においては、従来から CNT の凝集による不均質性が課題とされてい

ました。今回の研究では、新たな表面処理加工がなされた CNT を利用することで、分散性の向

上を実現しました。更には、複合材料のマトリックス樹脂であるエポキシ樹脂と親和性の高い官

能基が付与された CNT を利用することによって、エポキシ樹脂との結合力の向上が実現しまし

た。この両者の効果によって、CFRP 製ゴルフシャフトにおいて、繰り返しの衝撃に対する衝撃

特性が向上し、従来材料に対し衝撃強度が向上しました。この研究開発事例についてご紹介し

ます。 

 

14:10-14:40    「MICC TEC のグラフェンの製法とその応用 」 

 株式会社 MICC TEC 

      小松 カイ 氏 

        Mr. Kai Komatsu  

MICC TEC Co., Ltd. 

 概要：  零細企業としてグラフェンの製造とそのグラフェンの応用の新規参入。 

本業は塗料製造の為、相応の分散 KNOW-HOW と各種応用技術はある。 

今後販売予定している各種塗料について紹介したいと思います。 

また、弊社グラフェンの製法の概要についても説明したいと思います。 

 

  



14:40-15:00  休 憩 

 

15:00-16:00  「Fabrication of Large Area Graphene Films and Their Applications (tentative) 」 

             Dr. Seungmin Cho 

             Principal Research Engineer, Hanwha Techwin  

Korea 

概要：   Graphene, a single atomic layer of graphite, attracts enormous interest from academia and 

industry. Because of unique properties such as high mobility of charge carriers, ultra high young’s 

modulus and thermal conductivity, graphene is studied as candidate material for future applications 

in various fields such as electronics, optoelectronics, composite materials, and thermal management. 

Among many applications, transparent electrodes for (flexible) display are expected to be near term 

applications. 

Chemical vapor deposition (CVD) has enabled the growth of single layer graphene on copper 

foil for arbitrary size. However, the practical use of graphene is hampered, since reliable and 

repeatable production of graphene film with uniform quality is limited. In this presentation, we 

report rapid thermal chemical vapor deposition (RT-CVD), improved etching and transfer methods, 

which enabled faster and larger production of homogeneous graphene films over 450 x 350 mm2 

area. Resulting graphene films on PET have 90% total transmission (including PET) with sheet 

resistance ~200 Ω/sq. Further efforts are being made to fabricate ultra large size graphene film, 

which will be as large as 900 x 1600 mm2. 

In collaboration with application experts, applications using graphene films are fabricated and 

tested. The effects of graphene films on the performances of applications will be briefly discussed. 

 

  

 

16:00-17:00 「黒鉛の酸化過程の追跡に基づく酸化グラフェンの高効率合成法の開発 」 

岡山大学 異分野融合先端研究コア 

准教授 

仁科 勇太 氏 

Prof. Yuta Nishina 

Research Core for Interdisciplinary Sciences Okayama University 

概要：  酸化グラフェン（GO）は，安価かつ大量に入手可能な黒鉛を化学的酸化処理することにより合

成できる。GO は他の材料（高分子や金属ナノ粒子等）との複合化が容易であるため，期待され

ているアプリケーションは極めて広い。また，還元することで導電性を有するグラフェン様材料に

変換できることから，グラフェン前駆体としての用途が注目されている。しかしこれまで，GO の合

成法は十分確立されていない。再現性良く GO を合成するための指針を確立するために酸化反

応の in situ 解析などを駆使し，理にかなった方法を提案できるようになった。 

 

17:00-17:15  事務局からのお知らせ 

別途、講演会後、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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