
グラフェンコンソーシアム第８回研究講演会プログラム 

日時：平成２７年１０月７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） 

 

 

13:00-13:05  挨拶 

産総研 材料・化学領域 ナノ材料研究部門 研究部門長 

佐々木 毅 

 

13:05-13:15  来賓御挨拶 

経済産業省 産業技術環境局 研究開発課 研究開発専門職 （材料担当） 

平塚 淳典 氏 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 電子・材料・ナノテクノロジー部 主査 

小久保 研 氏 

 

13:15-13:25  コンソーシアム会長挨拶 

グラフェンコンソーシアム 会長 

産総研 材料・化学領域 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 

        

13:25-14:25  「グラフェンを中心とする二次元原子薄膜へテロ構造とそのテラヘルツデバイス応用」 

東北大学電気通信研究所  

ブロードバンド工学研究部門 超ブロードバンド信号処理研究室 教授 

尾辻 泰一 氏 

概要：線形分散かつギャップレスという特異なバンド構造を有するグラフェンは，夢の光電子材料とし

て研究進展が著しい． 表面・界面しか存在しない二次元物質グラフェンを導入して機能性デバ

イスを構成するためには，絶縁体，半導体，金属との接合が不可欠であり，グラフェンに対して

化学的・機械的・電気的に不活性な材料との接合が求められる．h-BN 絶縁体や MoS2，WS2，

WSe2等の遷移金属ジカルコゲナイド(TMD)半導体がグラフェンとのヘテロ接合に適する材料とし

て注目され，工業的成膜法とデバイス応用に関する研究が活発化している．本講演では，グラフ

ェンを中心とする二次元原子薄膜へテロ構造とそのテラヘルツデバイス応用について，著者らの

研究を中心に最近の進展と動向について述べる． 

Abstract: The research progress on graphene having a peculiar gapless and linear-dispersive band 

structure as a potential optoelectronic material is now emerging. Since graphene itself is an 

entire surface substance, it must be contacted with chemically, mechanically, and electrically 

inert two-dimensional materials of insulators like, semiconductors and/or metals to construct 

a functional device.  h-BN insulator and transition metal dichalcogenides (TMD) 

semiconductors such as MoS2, WS2, as well as WSe2 has attracted attention as materials 



suited for heterojunction with graphene. In this presentation, recent advances in the research 

of graphene-based two-dimensional atomically thin-film heterostructures and their terahertz 

device applications are reviewed. 

 

14:25-15:25  「カーボンナノチューブ・グラフェン素子を用いたナノスケールテラヘルツ波検出・分光・撮像技術」 

 東京工業大学大学院理工学研究科 電子物理工学専攻 

  量子ナノエレクトロニクス研究センター 准教授 

 河野 行雄 氏 

概要：テラヘルツ（THz）波領域は，エレクトロニクスによる電子制御の高周波極限であり，オプティク

スやフォトニクスによる光制御の低エネルギー極限でもあるため，他周波数帯に比べて光源や

検出器という基本的な素子が発展途上である．また，THz 波の波長は可視光に比べて 2，3 桁

長いことから，イメージングの空間分解能が低いという課題がある．本講演では，カーボンナノ

チューブアレイやグラフェン素子を利用した，新しいナノスケール THz 検出・分光・撮像技術に

ついて紹介する． 

Abstract: Because the terahertz (THz) frequency region is located between the electronic and photonic 

bands, even basic components like detectors and sources have not been fully developed, 

compared to the other frequency regions. The THz wave also has the problem of low imaging 

resolution, which results from the two to three order of magnitude longer wavelength than that 

of visible light. This talk introduces our recent research about new types of nanoscale THz 

sensing, spectroscopy and imaging technologies by employing carbon nanotube (CNT) array and 

graphene devices. 

 

15:25-15:45  休 憩 

 

15:45-16:45  “Advances in Technology Development for the Production and Applications of Graphene  
Materials” 

Business Development Director 
Graphenea 
Mr. Iñigo Charola 

Abstract: Graphenes will find many uses in both existing and new applications. A range of graphene 

production technologies are available but focus on a few promising platforms will be key to 

develop successful applications. This strategy will facilitate the use and advance the 

performance of graphene materials. For graphenes to become successful, several things need 

to happen: 

·      Material must be customized to the specific application 

·      Production must be scaled up to match application needs. Graphenea strategy to scale 

up Graphene Oxide production and CVD film production  

·      Price must reflect value in use 

 
 



16:45-17:15 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：ワイン処 Sante！（サンテ） 

 

TEL: 03-3865-0004  

東京都千代田区神田佐久間町 3-37 ホテルフレンド 1F 

JR 秋葉原駅昭和通り口 3分 

 

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 

 

 

 


