
グラフェンコンソーシアム第 4 回研究講演会プログラム 

 
日時：平成２６年２月２５日（火） １３時００分～１７時００分 

会場：（独）産業技術総合研究所 関西センター（大阪府池田市緑丘 1-8-31F） 

基礎融合材料実験棟 第８会議室 （２階 2009 室）  

（http://unit.aist.go.jp/kansai/access/ikeda.pdf をご参照下さい。 ） 

 
◎スケジュール： 

13:00-13:10  開会の挨拶 

グラフェンコンソーシアム 会長 

産総研 ナノチューブ応用研究センター グラフェン材料チーム 研究チーム長 

長谷川 雅考 氏 

        
13:10-14:00 「ＣＮＴキャパシタとそのアプリケーション」 

日本ケミコン株式会社 理事 技術本部 基礎研究センター長 

玉光 賢次 氏 

概要： キャパシタは蓄電デバイスとして二次電池と並び、今後の低炭素社会への貢献が期待されて

いる。日本ケミコンでは、キャパシタ電極として現在使用されている活性炭電極の様々な問題

点を克服する電極としてＣＮＴに着目してきた。本報では、ＮＥＤＯプロジェクト「ＣＮＴキャパシタ

の開発プロジェクト」で実施した研究成果とその後の継続研究により得られた成果をもとに、開

発してきた実用的なキャパシタについて概要を述べるとともに、ＣＮＴキャパシタの強みを生か

したアプリケーションについても紹介する。 

     
14:00-14:50 「グラフェンの蓄電デバイス応用と超臨界流体を用いたグラフェン量産化技術」 

東北大学  多元物質科学研究所 助教 

笘居  高明 氏 

概要： グラフェンは、化学的に安定なベーサル面で構成されており，耐高電圧特性と優れた電気伝導

性を併せ持つことから、高電圧で動作するエネルギーデバイスの電極材料としても期待されて

いる。本講演では、電気二重層キャパシタやリチウムイオン電池などのグラフェンのバルク応

用を背景とし、これに資する超臨界流体を用いた高品質グラフェンの量産化技術について紹

介する。 

        
14:50-15:10  休 憩 

 
15:10-16:00  “Graphene for Supercapacitors and Lithium Secondary Batteries” 

Angstron Materials, Inc. 
Co-Founder and Chief Executive Officer 
Dr. Bor Z Jang 



Abstract： Brief historic accounts and more recent advancements in the use of graphene for supercapacitors 

(including electric double layer and redox-based), lithium secondary batteries, and high-power 

battery cells will be reviewed.  

    Supercapacitors are now being actively considered by for applications in the power 

electronics and electric vehicle (EV) industries. As compared to current lithium-ion batteries, 

supercapacitors exhibit a much higher power density (can be charged or discharged at a much 

higher rate), significantly longer cycle life (250,000 vs. 2,000 cycles, for instance), and are much 

safer. However, conventional activated carbon-based symmetric supercapacitors are capable of 

storing an energy density of typically < 8 Wh/kg (cell), in contrast to the typically 150 Wh/kg of 

lithium-ion cells. Significant improvements to the energy density are being made when graphene 

is used as the electrode active material of a supercapacitor. 

     Graphene is also being implemented as a conductive additive or supporting material for 

both the cathode and anode active materials in a lithium-ion battery. In particular, the geometric 

flexibility, high conductivity, and chemical nature of graphene-based materials have enabled the 

development of various nano-structured anodes and cathodes. The potential of using graphene as 

an electrode active material per se in a lithium secondary battery will also be critically reviewed. 

     Our research group has also invented the surface-mediated cells (SMCs), a new type of 

high-power and high-energy energy storage device. The SMCs are found to exhibit the highest 

power density of all electrochemical cells ever reported. The principles and limitations of this 

new high-power device will be discussed. 

 
16:00-16:50 「リチウムイオン蓄電池の開発動向とグラフェンが拓く可能性」 

（独）産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門 副研究部門長 

辰巳  国昭 氏 

概要：リチウムイオン蓄電池は、1992 年の商品化以降、携帯電話やノートパソコン、タブレット PC 用

の主要な蓄電池として利用範囲が拡がり、さらに最近の 10 年では、電気自動車やハイブリ

ッド自動車、プラグインハイブリッド自動車の駆動用電源としての応用が進められている。この

ように民生小型用途から車載用などの中型・大型用途に向けたリチウムイオン蓄電池の電池

活物質材料の開発動向について、弊研究部門での電池機能材料の研究開発内容を交えて展

望する。さらに、特にグラフェンについて、高い電子伝導性などに着目した電池機能部材として

の応用の可能性について紹介する。 

 
16:50-17:00  事務局からの連絡等 

 
 
別途、17:30 から懇親会を予定 （会場は基礎融合材料実験棟内ホワイエとなります）。 

 
 



交通案内：（住所：大阪府池田市緑丘 1-8-31 （独）産業技術総合研究所 関西センター） 

         関西センター 代表電話番号：072-751-9601 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

交通機関： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



産業技術総合研究所 関西センター 

会場：基礎融合材料実験棟 第８会議室 （２階 2009 室） 

 
31 基礎基礎融合材料実験棟 


