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【ナノテクノロジー・材料分野】  

80-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ワシントン州
立大学(WSU) 

    2019/5/9 

環境に優しく実用的な発泡スチロールを開発 
（Researchers develop viable, environmentally-friendly alternative to Styrofoam） 

・ WSU が、発泡スチレンを超える優れた断熱性等の特性を備えた、環境に優しいセルロースナノクリ
スタル(CNC)ベースの発泡材料を開発。 
・ 発泡スチレンは様々な日常品で使用されているが、化石燃料由来の有害な物質から製造され、自
然に分解することなく燃焼により環境を汚染する。 
・ セルロースベースの発泡材料は他にも開発されているが、強度や断熱性において発泡スチレンに
劣り、高温と湿度で劣化する。 
・ CNC は酸で化学結合を促す酸加水分解で製造。CNC ベースの同発泡体は、溶剤に水を使用した
シンプルな製造プロセスで作製できる。木材パルプ由来の CNC 約 75%から構成され、ポリビニールア
ルコール(PVA)を加えて弾性を付与した。 
・ 同材料の均一な気泡構造により、今回初めて植物ベース材料で発泡スチレンを超える断熱性を獲
得。さらに、超軽量で自重の 200 倍までの重量を耐久し、スムーズに分解して燃焼しても環境を汚染
する灰を排出しない。 
・ 同材料は、省エネ、化石燃料ベース材料の使用量や環境負荷の低減に資する高性能断熱材料と
して、ナノセルロースを始めとする再生可能材料の工業材料としての可能性を実証するものと考える。 
・ 今後は、実用に向けてより強靭で耐久性に優れる材料の開発を進める。本研究は、米国農務省
（USDA)と WSU の Office of Commercialization が支援した。 

URL:  
https://news.wsu.edu/2019/05/09/researchers-develop-viable-environmentally-friendly-
alternative-styrofoam/  

（関連情報)  

      

Carbohydrate Polymers 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Strong ultralight foams based on nanocrystalline cellulose for high-performance insulation 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861719304527?via%3Dihub  

  

海外技術情報(2019 年 6月 28 日号) 
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《本誌の一層の充実のため、ご意見、ご要望など下記宛お寄せください。》 

E-mail：q-nkr@ml.nedo.go.jp 

NEDO は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称です。 

 

https://news.wsu.edu/2019/05/09/researchers-develop-viable-environmentally-friendly-alternative-styrofoam/
https://news.wsu.edu/2019/05/09/researchers-develop-viable-environmentally-friendly-alternative-styrofoam/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861719304527?via%3Dihub
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80-2 

英国・ケンブリ
ッジ大学 

    2019/5/16 

衣類に直接織り込めるウォッシャブルなウェアラブル蓄電池型デバイス 
(Washable, wearable battery-like devices could be woven directly into clothes)  

・ ケンブリッジ大学と中国・江南大学が、2D 材料のグラフェンと六方晶窒化ホウ素(h-BN)でファブリッ
クをコーティングすることで、エネルギーを貯蔵・供給するキャパシタとして機能するテキスタイルの作
製技術を開発。 
・ 低コスト、持続可能、スケーラブルでシンプルなプロセスを用いて、ポリエステル繊維を各 2D 材料
のインクで直接コーティングする。汎用的な同コーティングプロセスにより、ファブリックへの多種多様
な電子部品の統合が可能となる。2D 材料インクは標準的な溶液処理方法で作製できる。 
・ ウェアラブルエレクトロニクスには、プラスチックやテキスタイルに硬い電子部品を取付けたものが
多く、洗濯による故障や着用時の快適さの確保が困難なことが課題。また、製造にはコストがかかり、
着用には不適切な有害な溶剤を使用する。 
・ 2D 材料インクは安価、安全で環境に優しく、各インクでコーティングしたファブリックを重ねることで
電子回路が作製できる。 
・ 低沸点溶剤中のグラフェンシートをファブリックに積層し（溶剤は容易に除去できる）、複数のグラフ
ェンシートから構成される薄く均一な導電ネットワークを作る。続いてグラフェンや h-BN でコーティング
したファブリックを重ねると、電荷を貯蔵する活性領域ができる。このファブリック電池は、折り曲げた
り、一般的な洗濯機で繰り返し洗濯できる。 
・ スケーラブルな同プロセスは、ウェアラブル電子デバイスの技術開発において複雑性や機能性の
実現を可能にし、パーソナルヘルス、ウェアラブルなコンピューティングやファッション、エネルギーハ
ーベスティング・貯蔵から IoT まで、多様なアプリケーションに向けた 2D 材料インクの商用化の機会を
拓くものと考える。 
・ このようなテキスタイルベースの電荷貯蔵素子を衣類に取り込むことで、将来的にウェアラブルなテ
キスタイルデバイスへの電力供給が期待できる。 
・ 本研究は、英国工学物理研究会議(ESPRC)、Newton Trust、中国国家自然科学基金(NSFC)および
中国科学技術部が支援した。ケンブリッジ大学の商業化部門である Cambridge Enterprise が同技術
の商用化を進めている。 

URL:  
https://www.cam.ac.uk/research/news/washable-wearable-battery-like-devices-could-be-
woven-directly-into-clothes  

（関連情報)  

      

Nanoscale 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Wearable solid-state capacitors based on two-dimensional material all-textile heterostructures 

URL:  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/NR/C9NR00463G#!divAbstract  

  

https://www.cam.ac.uk/research/news/washable-wearable-battery-like-devices-could-be-woven-directly-into-clothes
https://www.cam.ac.uk/research/news/washable-wearable-battery-like-devices-could-be-woven-directly-into-clothes
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/NR/C9NR00463G#!divAbstract
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80-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学サンデ

ィエゴ校
(UCSD) 

    2019/5/17 

エネルギーの節約を支援するパーソナルなエアコンのウェアラブル冷暖房パッチ 
(Wearable Cooling and Heating Patch Could Serve as Personal Thermostat and Save Energy) 

・ UCSD が、家庭や外出先で使用できるパーソナルなウェアラブル冷暖房パッチを開発。 
・ 柔らかくストレッチャブルな同ウェアラブルパッチは、周囲の温度が変化しても着用者の皮膚の快適
な涼しさや温かさを保つ。電源には、スプリング状の銅ワイヤで連結したコイン型電池のアレイを埋め
込んだ、ストレッチャブルなバッテリーパックを使用。冷暖房エネルギーの節約を支援する。 
・ 現在、様々なパーソナル冷暖房器具が販売されているが、ブレードや水を使用するものは着用や
携帯に不便。同ウェアラブルデバイスは着用時の快適性や利便性を求めた設計で、フレキシブル、軽
量で衣類に容易に埋め込める。 
・ 同パッチは、テルル化ビスマス合金製の微細なピラーを銅製の電極片にはんだ付けして 2 枚の弾
性シートで挟んだ構造。この熱電性の合金が、着用者が選択した温度で皮膚の冷暖を保つ。冷暖速
度が他の身体部位より速い背中や首等に配置することで、冷暖効果を促進できる。 
・ 弾性シートは、ゴム材料の Ecoflex と高い伝熱性を有する窒化アルミニウム粉を混ぜて作製。弾性
シートの間の熱電合金ピラー中の電流の導通に伴う熱移動（ヒートポンプ効果）を利用し、皮膚側のパ
ッチから外部に面する側のパッチへの電流の流れで冷房効果が、その流れの逆転で暖房効果が得ら
れる。 
・ 同パッチのプロトタイプをメッシュ製のアームバンドに埋め込み、温度を管理した環境で男性の着用
による試験を実施。同パッチは 2 分で被験者の皮膚を設定温度の 89.6℉(32℃）に冷やし、室温が 71.6
℉(22℃）～96.8℉(36℃）間で変化してもその温度を維持した。 
・ パッチ 1 個のサイズは 5cm×5cm で、最大 0.2W 程度の電力を使用。冷房ベストの作製には 144 個
のパッチを要し、約 26W で平均的な夏日に着用者を涼しく保つ（猛暑の場合は電力使用量がノートパ
ソコン程度の最大で 80W まで増加）。一般的なエアコンによるオフィス全体の冷房には数十 kW の電
力が必要。 
・ 現在、プロトタイプ冷暖房ベスト用のパッチを作製中。電子機器、ハードウェアや温度管理用のモバ
イルアプリケーションを開発し、数年以内の商用化を目指す。 
・ 本研究は、米国エネルギー高等研究計画局(ARPA-E)(グラント DE-AR0000535)および US San 
Diego スタートアップファンドが支援した。 

URL:  
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/wearable_cooling_and_heating_patch_could_serve_as_
personal_thermostat_and_save_energy  

（関連情報) 

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

Wearable thermoelectrics for personalized thermoregulation 

URL:  https://advances.sciencemag.org/content/5/5/eaaw0536  

  

https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/wearable_cooling_and_heating_patch_could_serve_as_personal_thermostat_and_save_energy
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/wearable_cooling_and_heating_patch_could_serve_as_personal_thermostat_and_save_energy
https://advances.sciencemag.org/content/5/5/eaaw0536


4 

 

80-4 

シンガポール
・南洋（ナンヤ
ン）理工大学

(NTU) 

    2019/5/22 

シンガポール NTU が 3D プリントで洗面ユニットを一日で建築する技術を開発 
(NTU Singapore develops technology that can 3D-print a bathroom unit within a day) 

・ NTU の Singapore Centre for 3D Printing)が Sembcorp Design and Construction および Sembcorp 
Architects & Engineers と共同で、洗面ユニットを一日以内に作製する 3D プリンティング技術を開発。 
・ 3D プリンティングによるユニットの作製完了後、洗面台、シャワーや便器、排水や配管等の設備を
取付け、プレハブ・バスルーム・ユニット(prefabricated bathroom unit: PBU)ユニットとして建設サイトで
使用できる。PBU 製造速度の約 30%の向上と、PUB 重量の 30%の軽量化が期待できる。 
・ シンガポールでは 2014 年以来、コンドミニアム・アパート用の Government Land Sale(GLS)サイトで
の建設プロセスにて PBU の使用が義務化されている。同 3D プリンティング技術による PBU 作製で
は、製造時間の短縮(従来型 PBU では 2 週間を要した）に加え、輸送コスト、CO2 排出や廃棄物も低
減できる。製造・格納のスペースも縮小し、さらに、オンデマンドによる製造で棚卸費・人件費の節約
や、ロボットを用いた作業による職場の安全性の向上にも貢献する。 
・ NTU を始めとする研究チームは、過去 4 年間においてホースやプリントノズルから噴射できる流動
性と、急速に硬化して連続的に積層できる特殊なコンクリート材料の開発に取り組んできた。3D プリン
ティングの一貫した品質の確保に加え、最終製品では従来のコンクリートに匹敵する強度の獲得が必
要。 
・ 新コンクリート材料は、フライアッシュで作製したジオポリマーのようなグリーンな建築材料を含んだ
もの。同材料の硬化特性にノズルの流量を整合させるプリンティングと制御システムも新たに開発し
た。 
・ 3D プリンティングには 6 軸の KUKA ロボティックアームを使用。ミキサーにフィードしたコンクリート
材料をロボティックアームの先端に取付けたノズルから噴射し、デジタルブループリントに従って積層
する。 
・ PBU の壁を W 格子形状にプリントすることで、材料使用量と重量を最大で 30%低減しながら最終構
造に追加的な強度を付与。1.62m(縦)×1.5m(横)×2.8m(高さ)の PBU を 9 時間で、また 2m×2.6m×
2.8m の PBU を 12 時間でプリント・装備を完了。 
・ より大型の PBU の試験では、Singapore Standard SS492: 2001 が定める強度と堅牢性を満たすこと
を確認。現在、PBU 認可の枠組みである Building Innovation Panel(BIP)の一部要件である吸水性と耐
火性試験を実施中。 
・ 同 3D プリンティング技術は、NTUitive を通じた Technology Disclosure より保護され、NTU と
Sembcorp が共同で保有。トライアルに関する認可をシンガポール建築・建設庁(BCA)より取得中。ラ
イセンシングまたはスピンオフ企業を通じた同技術の商用化を見込む。 

URL:  
https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=58273781-2a75-4f9e-
966b-2d3b4b400055  

（関連情報)  

      

Sembcorp Design and Construction ウェブサイト 

URL:  http://www.sembcorpdc.com/  

  

https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=58273781-2a75-4f9e-966b-2d3b4b400055
https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=58273781-2a75-4f9e-966b-2d3b4b400055
http://www.sembcorpdc.com/
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80-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
コロンビア大

学 

    2019/5/17 

理想に近い 2D トランジスタを作る極めてクリーンなプラットフォーム 
(Ultra-Clean Fabrication Platform Produces Nearly Ideal 2D Transistors) 

・ コロンビア大学が、完全にクリーンでダメージフリーな 2D 半導体製造プロセスを開発し、原子 2 個
分の薄さの 2D 材料半導体によるほぼ理想的なトランジスタの製造を実証。 
・ 従来プロセスで製造した 2D 半導体の性能を大幅に上回り、極めてクリーンなデバイスを製造する
スケーラブルなプラットフォームの実現が期待できる。 
・ 優れた特性を有する 2D 材料の登場により、コンピューティングやメモリ技術等のさらなる進展が見
込まれているが、品質のばらつきや劣化の速さ等の課題があり、良質な電気コンタクトと安定した性
能の両方を備えた 2D デバイスの製造が難しい。 
・ 2D 材料の原子レベルの薄さは、透明性と扱い易さの利点を提供すると同時に、体積をほとんど持
たず表面全体がデバイスとなるため、表面のコンタミがデバイス性能を劣化させるという欠点がある。 
・ 2 段階の極めてクリーンな同ナノファブリケーションプロセスでは、2D デバイスの電気コンタクトを形
成する金属被覆、化学物質やポリマー等を使用する「ダーティーな」製造のプロセスを半導体の活性
層より分離。コンタクト層は製造後にクリーンな活性層に転写する。 
・ 現在の 2D デバイス製造では、その表面とコンタクトをコンタミから保護する層を利用していない。新
製造プロセスは、デバイスを保護して経時的な性能劣化を回避するだけでなく、より優れた性能のデ
バイスの製造も可能にする。 
・ 絶縁体の六方晶窒化ホウ素(h-BN)に埋め込んだ金属でコンタクト層をグローブボックスの外で作製
し、窒素グローブボックス内のクリーンな 2D 半導体にドライ転写する。このように、直接的な金属皮膜
によるダメージを回避してデバイスを保護する手段を提供する。 
・ 今後は、安定した繰り返し製造が可能な同プロセスプラットフォームの実用化を図る。 

URL:  
https://engineering.columbia.edu/press-releases/ultra-clean-fabrication-platform-2d-
transistors  

（関連情報)  

      

Nature Electronics 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Transferred via contacts as a platform for ideal two-dimensional transistors 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41928-019-0245-y  

  

https://engineering.columbia.edu/press-releases/ultra-clean-fabrication-platform-2d-transistors
https://engineering.columbia.edu/press-releases/ultra-clean-fabrication-platform-2d-transistors
https://www.nature.com/articles/s41928-019-0245-y
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【電子・情報通信分野】  

80-6 

ｱﾒﾘｶ合衆国･
国立標準技
術研究所

(NIST) 

    2019/5/17 

NIST 研究チームがチップスケールの次世代型原子時計の作動を実証 
(NIST Team Demonstrates Heart of Next-Generation Chip-Scale Atomic Clock) 

・ NIST が、微小な 3 枚のチップと電子・光学機器から構成される、次世代の小型光原子時計を開発。 
・ NIST が 2004 年に開発したチップスケールの原子時計では、その商用版が高安定のタイミングを要
するポータブルアプリケーション産業の標準となっているが、初期校正が必要な上、周波数のずれで
生じる誤差が課題。光原子時計は大型・複雑な構造で、計量標準施設や大学での実験でのみ使用さ
れている。 
・ 今回開発の光原子時計は、ベーパーセルと呼ばれるチップ上のガラス容器内にあるルビジウム原
子の振動をベースとしたもの。同原子による THz 光周波数帯域の振動がクロックレーザー(赤外レー
ザー）を安定化し、2 個の光周波数コムがこのクロックレーザーを従来の電子機器で測定可能な GHz
マイクロ波クロック信号に変換する。 
・ 同光原子時計の消費電力は 275mW と極めて低く、さらに技術を進展させることで手で持てるサイズ
にすることが可能。ナビゲーションシステムや通信ネットワーク等のアプリケーションで使用される発振
器の代替や、衛星のバックアップ時計としての役割が考えられる。 
・ 標準的な原子時計は、セシウム原子の自然な振動をベースにマイクロ波の周波数で作動。より高
い周波数で作動する光原子時計は、時間をさらに小さな単位に分割して、高い Q 値（原子がそれ自体
で振動できる時間の長さを表す）を有するため、より高い精度を提供する。1 秒の定義を書き換える役
割を担う可能性もある。 
・ 同光原子時計のルビジウムベーパーセルと光周波数コムは、コンピューターチップと同様に微細加
工で製造できるため、電子・光学機器の追加的統合や量産が可能。小型光原子時計の商用化の道
筋を示す。4,000 秒で 1.7×10－13 の周波数安定度で、チップスケールマイクロ波原子時計の約 100
倍優れる 。 
・ 今後は低ノイズレーザーの使用により同光原子時計の安定性をさらに向上させ、電子・光学機器の
さらに高度な統合による小型化を図る。  

URL:  
https://www.nist.gov/news-events/news/2019/05/nist-team-demonstrates-heart-next-
generation-chip-scale-atomic-clock  

（関連情報)  

      

Optica 掲載論文(フルテキスト） 

Architecture for the photonic integration of an optical atomic clock 

URL:  
https://www.osapublishing.org/DirectPDFAccess/82D77618-0AF5-0463-
F851F363E27E29D5_412688/optica-6-5-680.pdf?da=1&id=412688&seq=0&mobile=no  

  

https://www.nist.gov/news-events/news/2019/05/nist-team-demonstrates-heart-next-generation-chip-scale-atomic-clock
https://www.nist.gov/news-events/news/2019/05/nist-team-demonstrates-heart-next-generation-chip-scale-atomic-clock
https://www.osapublishing.org/DirectPDFAccess/82D77618-0AF5-0463-F851F363E27E29D5_412688/optica-6-5-680.pdf?da=1&id=412688&seq=0&mobile=no
https://www.osapublishing.org/DirectPDFAccess/82D77618-0AF5-0463-F851F363E27E29D5_412688/optica-6-5-680.pdf?da=1&id=412688&seq=0&mobile=no
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【ロボット・AI 技術分野】  

80-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア工科大学
(Caltech) 

    2019/5/23 

AI でドローンをスムーズに着陸させる『Neural Lander』 
（"Neural Lander" Uses AI to Land Drones Smoothly） 

・ Caltech の CAST(Center for Autonomous Systems and Technologies)が、ドローンの飛行位置と速
度を追跡し、その着陸軌道と回転速度を変更して可能な限りスムーズに着陸させる、ディープ・ニュー
ラル・ネットワーク(DNN)を利用した制御システム、『Neural Lander』を開発。 
・  同システムにより、スムーズで安全・迅速なドローンの飛行支援と、特に予測できない突風への対
処や、迅速な着陸によるエネルギー使用量の低減が期待できる。 
・ 2018 年に設立された CAST は、Caltech EAS(Division of Engineering and Applied Sciences)と
GPS(Division of Geological and Planetary Sciences)および NASA JPL(ジェット推進研究所）の研究員
から構成され、ドローン技術、自律探査や生体模倣システムを推進すると同時に次世代自律システム
を開発している。 
・ 脳のような生体システムに着想を得た AI システムの DNN は、自律的な学習能力を有するため、繰
り返し作業に適する。ドローンによる DNN の誘導に沿ったスムーズな飛行を確実にするため、スペクト
ル・ノーマライゼーションとして知られる技術を採用。同技術は、インプットや条件の変化による予測の
大幅な変化を回避できるよう、DNN のアウトプットを調整する。 
・ 3D 空間における理想的な軌道とのずれを調べ、ドローンの着陸精度を測定するため、地表からの
乱気流による影響が大きく異なる 3 種類の試験（垂直着陸、弓状着陸、テーブルの端のような不安定
な表面をかすめる飛行）を、あらゆる風況をシミュレートできる CAST の飛行場施設で実施した。 
・ 試験の結果、新システムでは垂直方向でのエラーを 100%低減して着陸を制御し、横滑りを最大で
90%低減。従来のフライトコントローラーで頻繁に起こる、地上から 10～15cm の位置で立ち往生するこ
となく着陸に成功。さらに、スキミング試験では、テーブル表面に極近い高さでその周囲を飛行して、
テーブルのフリースペースにスムーズに着地できた。 
・ 同システム技術は特許出願済み。同技術は、交通渋滞等で到達が難しいロケーションで利用でき
る、現在 CAST が実施する自律的医療輸送手段の開発を始めとするプロジェクトにおいても重要とな
る。  
・ 本研究には、CAST および Raytheon Company が資金を提供した。 

URL:  https://www.caltech.edu/about/news/neural-lander-uses-ai-land-drones-smoothly  

（関連情報)  

      

International Conference on Robotics and Automation(ICRA)発表論文(フルテキスト） 

Neural Lander: Stable Drone Landing Control using Learned Dynamics 

URL:  https://arxiv.org/pdf/1811.08027.pdf  

【バイオテクノロジー分野】  

80-8 

カナダ・ウォー
タールー大学 

    2019/5/23 

食べ残しを使って化石燃料依存を低減 
(Table scraps can be used to reduce reliance on fossil fuels) 

・ ウォータールー大学が、食品廃棄物の自然発酵を利用した、生分解性化学物質を生成する新技術
を開発。 
・ 得られた生分解性化学物質は、エネルギー源、薬品やプラスチックバッグ等の様々な製品製造にも
使用できる。 
・ 北米では一人一年当たり毎年約 400kg の食品廃棄物を排出しており、廃棄物その大部分は埋立処
理されている。これによる世界的な経済損失は一年当たり 1.3 兆ドルと推算される。 
・ 微生物による嫌気性消化で生成するメタンの燃焼で発電する既存技術は、食品廃棄物を利用して
環境負荷の低減を図るものだが、廃棄物の混合処理や廃水処理の高コストを考慮すると有益性に欠
ける。 
・ 新技術では、微生物と栄養分の混ざった液体である廃棄物の浸出水を汚物集合タンク内で収集・
再循環することで、それらのコストを削減。タンク内で微生物が食品廃棄物を消化・分解して生成する
カルボル酸塩は、化石燃料代替の代替として幅広く利用できる可能性を有する。 
・ 既存技術に比してより安価で生産性が高いだけでなく、新技術は小中規模での利用に適するた
め、自治体が独自に同技術を導入することで中央の大型処理施設への食品廃棄物の長距離輸送を
省略することも可能になる。 
・ 4～5 年内の商用化を目指し、同技術の大規模試験を予定。 

URL:  https://uwaterloo.ca/news/news/table-scraps-can-be-used-reduce-reliance-fossil-fuels-0  

（関連情報)  

      

Bioresource Technology 掲載論文(アブスラクトのみ：全文は有料） 

Food waste treatment with a leachate bed reactor: Effects of inoculum to substrate ratio and 
reactor design 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852419305723?via%3Dihub  

https://www.caltech.edu/about/news/neural-lander-uses-ai-land-drones-smoothly
https://arxiv.org/pdf/1811.08027.pdf
https://uwaterloo.ca/news/news/table-scraps-can-be-used-reduce-reliance-fossil-fuels-0
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852419305723?via%3Dihub
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【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

80-9 

中華人民共
和国・香港理

工大学 
(PolyU) 

    2019/5/23 

PolyU がウェアラブルエレクトロニクスで高まる需要に応える超フレキシブルでエネルギー高密度のテ
キスタイルリチウム蓄電池を開発  
(PolyU develops Highly Flexible High-energy Textile Lithium Battery to cope with surging demand for 
Wearable Electronics) 

・ PolyU の Institute of Textiles and Clothing (ITC)が、超フレキシブル・超軽量でエネルギー高密度の
テキスタイル型リチウム-硫黄蓄電池(Textile Lithium Battery)を開発。 
・ 医療モニタリングやスマートテキスタイル、GPS や IoT 等の多様なアプリケーションのウェアラブル
エレクトロニクスに安定して安全に電力を供給する。 
・ 同テキスタイル蓄電池は、0,5mm を下回る薄さで高速充放電し、従来のリチウム蓄電池よりサイク
ル寿命が長い。450Wh/L 超の高いエネルギー密度と 1mm を下回る曲げ半径を有し、ほとんど容量劣
化なく 1,000 サイクル超の折り曲げが可能。既存の折り曲げられるリチウム蓄電池では、曲げ半径が
約 25mm でエネルギー密度が 200Wh/L。 
・ 同蓄電池技術は、本年 4 月に開催された第 47 回ジュネーブ国際発明展( International Exhibition of 
Inventions of Geneva)にて、金メダルと特別賞を受賞している。 
・ ウェアラブル技術はスマートフォンに次ぐ大規模な世界市場機会とされる。ウェアラブルデバイスの
世界市場売上高は毎年 20%超の成長を続け、2024 年には 1 千億ドルに達すると予想されている。 
・ ウェアラブルエレクトロニクス全てにおいてウェアラブルなエネルギー供給は不可欠なため、同技術
は航空宇宙、ファッション、IoT からあらゆるセンシング・トラッキングまで、広範囲にわたる次世代アプ
リケーションにおいて有望なソリューションを提供できると考える。 
・ 同蓄電池は、同大学が特許を保有する新技術の Polymer-Assisted Metal Deposition(PAMD)によ
り、前処理したファブリックに高導電性金属の銅(Cu)とニッケル(Ni)を均一に積層して作製。シート抵抗
が低く、表面積の大きな金属ファブリックが電池の集電体の役割を担う。活性物質の添加により正極・
負極としての機能を付加し、セパレーターと電解質で同テキスタイル型リチウム蓄電池が完成する。 
・ 研究室での試験では、同電池が変形した状態でも優れた機械的安定性、耐久性と安全性を確認。
繰り返し半分に折り曲げ、ねじり、あらゆる角度にひねったり丸めても、電位窓には変化がなかった。 
・ 安全性の試験では、連続して叩いたり、ハサミで切断しても発火等の危険性なく電力を供給でき
た。 

URL:  https://www.polyu.edu.hk/web/en/media/media_releases/index_id_6648.html  

 （関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Flexible and stable high-energy lithium-sulfur full batteries with only 100% oversized lithium 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-018-06879-7  
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