
                         

  

平成 30年 12月 5日 
 
 

 概要および発表内容 
大阪大学産業科学研究所（産研）では、毎月の定例記会見を実施しています。産研は文字どおり「産業に生かす

科学」を目的として、「材料」「情報」「生体」および「ナノテクノロジー」の領域において基礎から応用に至る広い分野で
研究・教育を推進し、産学連携への貢献を目指しています。記者会見では、最新の研究動向、成果、今後の発展等
について、分かりやすく情報を発信します。第66回の定例会見を以下のとおり実施しますので、ご参加ください。 

また、記者会見終了後に研究室見学を開催します。ナノ機能材料デバイス研究分野・自然材料機能化研究分野
を見学頂く予定ですが、ご希望に応じてそれ以外の研究室も見学いただける場合もあります（要調整、詳細後述）。 

【 開 催 日 時 】 12月19日（水） 14時00分から  

【 開 催 場 所 】 大阪大学 産業科学研究所 管理棟２階 大会議室 
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大阪大学産業科学研究所 国際シンポジウムのご紹介  

 第22回大阪大学産業科学研究所国際シンポジウムが、第17回産業科学ナノテク

ノロジーセンター国際シンポジウムとの共催にて、2019年1月15、16日に大阪大学 

銀杏会館にて開催されます。 

 本国際シンポジウムは毎年開催されており、今回で22回目を迎えます。 
 今年のシンポジウムのテーマは、「Next Generation Science and Technology for 
Super Smart Society」とし、Society 5.0（IoT, ロボット、AI, ビックデータと産業・社会
生活の関わり）の発展と、それらを支え、更なる発展に資するセンサ、メモリ、データサ
イエンスなどの各種最新サイエンス・テクノロジーを議論いたします。各方面で話題の
最先端研究開発について、大阪大学のSociety 5.0戦略、世界から見た将来のス
マートシティの展望の紹介を交え、４セッション、１ポスターセッションにおいて発表さ
れます。特に、最先端の材料、デバイス、生体、情報技術が、Society 5.0の発展に
如何に寄与できるかの熱い議論が展開されます。 

 当該シンポジウムの周知と当日のご取材をよろしくお願いいたします。 
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【発表 1】 
様々な材料に貼り付け可能な層状物質上で機能性酸化物の成長
に成功！ 
-スマートウィンドウなどへの応用に期待- 
 
 二酸化バナジウム※1 薄膜を層状物質※2 である六方晶窒化ホウ素※3 上に成長

させることに成功。 
 六方晶窒化ホウ素を介することで、任意の材料上に二酸化バナジウム薄膜を載

せることが可能に。 
 フレキシブルエレクトロニクス※4 やペーパーエレクトロニクス※5 などへの応用展開

が期待。 
 

【概要】 
大阪大学産業科学研究所の山本真人助教、田中秀和教授らの研究グループ

は、将来のエレクトロニクス材料として期待されている二酸化バナジウムを、どこへでも
貼り付けられる材料である六方晶窒化ホウ素上に薄膜成長させることに世界ではじめ
て成功しました。 

    産業科学研究所 定例記者会見(第 66 回) 
   -研究室見学も開催- 

     

報道会見終了後まで 

報道をお控え頂きますようお願い申し上げます。 



                         

  

これまで、二酸化バナジウムの薄膜
成長は、主に硬いセラミックス※6材料上
で行われていました。今回、山本助教、
田中教授らの研究グループは、二酸化
バナジウム薄膜を、どのような材料上へ
も自由自在に移し変えることのできる六
方晶窒化ホウ素上に成長させ、実際に
それをポリマー材料や紙の上に移し変
えることに成功しました。これにより、これ
まで作製が困難であった二酸化バナジ
ウムを用いたフレキシブル素子やペー
パー素子などの実現が今後期待されま
す。 

 

【研究の背景】 
セラミックス材料である二酸化バナジ

ウムは、熱や光、ひずみなどの外からの
刺激によって絶縁体から金属に敏感に変化することが知られており、スイッチ素子や
センサーへの応用展開が期待されています。 
二酸化バナジウムを実際に電子素子へと応用させるためには、基板とよばれる土

台の上で薄膜成長させる必要があります。これまで、二酸化バナジウムの成長基板と
しては、主にサファイアなどのセラミックス材料が用いられてきました。しかし、セラミッ
クスのような硬い基板上の二酸化バナジウムは、近年その需要が急速に高まってい
るフレキシブル素子やペーパー素子などへの応用が困難でした。 
今回、山本助教、田中教授らの研究グループでは、二酸化バナジウムがどのよう

な材料上へも張り付けられる層状物質である六方晶窒化ホウ素上に薄膜成長できる
ことを明らかにしました。そして、粘着性のポリマー材料を使うことによって、六方晶窒
化ホウ素と二酸化バナジウムとの積層構造を元の土台から剥がし、ガラスや紙などの
別の材料上へその構造を壊すことなく移し変えることに成功しました。 
 

【本研究成果が社会に与える影響（本研究成果の意義）】 
本研究成果により、これまで作製が困難であった二酸化バナジウムの特性を活か

した全く新しいフレキシブル素子の実現が期待されます。例えば、近年需要が高まっ
ている体温の変化を敏感に感知するウェアラブルセンサーや、どのような形状の窓へ
も張り付けられるスマートウィンドウ※7の開発が期待されます。 

 

【特記事項】 
本研究は、科学研究費基盤研究A、若手研究Bおよび物質・デバイス領域共同研

究拠点の「人・環境と物質をつなぐイノベーション創出 ダイナミック・アライアンス」の
一環として行われました。また、本研究は物質・材料研究機構の谷口尚フェロー、渡
邊賢司主席研究員、九州大学の村上恭和教授、重松晃次研究員、有冨翔大大
学院生、大阪府立大学の野内亮准教授の協力のもと行われました。 
 

【用語解説】 
※1 二酸化バナジウム  

   室温においては絶縁体であるが、熱や光、ひずみなどの刺激を加えると金属
に変化する。この変化に伴い、電気抵抗値や赤外線に対する透過率が大幅に
減少することから、スイッチ素子や赤外線センサー、スマートウィンドウなどへの
応用が期待されている。 

 
※2 層状物質  

１原子から数原子の厚さからなるシート状結晶が、ファンデルワールス力と呼
ばれる弱い力で積み重なった物質。 

 
※3 六方晶窒化ホウ素 

    窒素とホウ素が蜂の巣状に並んだシートが積み重なった層状物質。非常に
すぐれた絶縁性と化学的安定性を持つ。 

 

 

図 1 

さまざまな材料上に貼り付けた、二酸化バナ

ジウムと窒化ホウ素との積層構造 



                         

  

※4 フレキシブルエレクトロニクス 
ポリマーなどの柔軟な材料の上で電子デバイスを集積させた電子回路。フ

レキシブルディスプレイや医療機器などへの応用展開が期待されている。 
 
※5 ペーパーエレクトロニクス 

  紙の上で電子デバイスを集積させた電子回路。既存のエレクトロニクスとは
異なり、分解可能な材料を使うことにより環境に調和する未来のエレクトロニク
スとして期待されている。 

 
※6 セラミックス 

   金属元素や非金属元素、半金属元素などから成る無機化合物。もともとは、
陶磁器やガラスなど身近に用いられている材料だが、近年ではその魅力的な
物理的性質からエレクトロニクスへの応用が期待されている。 

 
※7 スマートウィンドウ 

光や熱、電圧などよって特定の波長の光にたいする透過率が変化するガラ
スを用いた窓。二酸化バナジウムは絶縁体から金属に変化すると赤外線を遮
断するため、スマートウィンドウへの応用が注目されている。 

 

【研究者のコメント】 
本研究では、世界で初めて六方晶窒化ホウ素上で二酸化バナジウムが薄膜成長

できることを明らかにしました。今回得られた知見は、二酸化バナジウムに限らず他の
機能性酸化物にも応用できる可能性があります。今後は、この結果を足掛かりとして
機能性酸化物を基盤とした全く新しいフレキシブル素子やペーパー素子などの研究
開発が促進されることが期待されます。 
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【発表 2】 熱を伝える紙を開発！ 
 
 セルロースが高熱伝導性を有することを発見。 
 これまで紙は断熱材として認識されていたが、セルロースナノファイバー※1 を高

密度のシート材料へと成形することで高い熱伝導性が発揮することを見出した。 
 電子機器用の熱拡散シートや人体・環境に優しい熱感応部材として活用に期待

される。 

 

【概要】 
大阪大学産業科学研究所の上谷幸治郎

助教らの研究グループは、天然のバイオマス
資源から抽出したセルロースナノファイバーを
用いて、高い熱伝導性を示す紙材料「ナノ
ペーパー※2」を2015年に世界で初めて開発
しました。特に、ホヤの殻から抽出したナノ
ファイバーで作ったナノペーパーが、プラス
チックより約10倍高い熱伝導性を示します。
（2015年7月2日「Biomacromolecules」掲
載） 
本シーズ材料により、高密度実装による熱

問題が課題となっている電子デバイスにおい
て、高効率の排熱を可能にする基材の開発
が期待されています。 
今回の記者発表では、本研究内容について、ご紹介します。 

 
【研究の背景】 
これまで紙や衣服に日常的に活用されるセルロースは断熱材と考えられていまし

た。従来のセルロース繊維は、空気層を含みやすいパルプの構造を保っているため、
断熱紙や断熱建材などとして用いられ、高い断熱性を発揮することが知られていま
す。そのためか、セルロース自身の熱伝導特性についてはあまり注目されておらず、
これまで未解明となっていました。 
上谷助教らの研究グループでは、2015年に、天然に製造される形態のセルロース

 
図 1 

高い熱伝導性を発揮するセルロースナ

ノファイバーとそのフィルム材料 



                         

  

ナノファイバーを抽出し、高密度に充填させたナノペーパーを作製することで、熱伝導
性を実測しました。その結果、ホヤ殻から作ったナノペーパーが石油系プラスチック
フィルムの10倍程度高い熱伝導率※3を示し、従来のセルロースは断熱素材であると
いう認識を覆しました。この高い性能は、セルロース分子鎖が伸び切って配列した高
結晶体であることに由来すると見られ、セルロースの隠れた性能を明らかにすることに
成功しました。 
その後も、上谷助教らの研究グループは、この「熱拡散する紙材料」を元にして、

透明樹脂を複合した「透明でも伝熱する紙」（2016年10月4日「Journal of Materials 
Chemistry C」）や、繊維の配向性を制御することによる「熱の流れを制御する紙」を
開発しました（2017年3月20日「ACS Macro Letters」掲載）。 
 

【本研究成果が社会に与える影響（本研究成果の意義）】 
本研究成果により、従来断熱材としてのみ認知されていたセルロースを初めて「伝

熱材料」として活用できることが見込まれます。すなわち、セルロースは断熱材から伝
熱材まで幅広い「熱用途」に対して包括的に使えるようになります。一例として、フレキ
シブル電子デバイスの効率的な排熱が可能な熱拡散シートや、人体に触れる衣服・
寝具・医療器具類の熱感応部材（冷たさや暖かさをすばやく感じさせる部材）としての
活用が期待できます。 

 

【特記事項】 
本研究成果は、以下の科学誌に公開されています。 

 
●高い熱伝導性を示す紙材料「ナノペーパー」開発 
掲載誌：「Biomacromolecules」（2015年 7月 2日） 
タイトル：“Crystallite Size Effect on Thermal Conductive Properties of 

Nonwoven Nanocellulose Sheets” 
著者名：Kojiro Uetani, Takumi Okada and Hideko Oyama 

 
●透明樹脂を複合した「透明でも伝熱する紙」の開発 
掲載誌：「Journal of Materials Chemistry C」（2016年 10月 4日） 
タイトル：“Thermally conductive and optically transparent flexible films with 

surface-exposed nanocellulose skeletons” 
著者名：Kojiro Uetani, Takumi Okada and Hideko Oyama 

 
●繊維の配向性を制御することによる「熱の流れを制御する紙」の開発 
掲載誌：「ACS Macro Letters」（2017年 3月 20日） 
タイトル：“In-Plane Anisotropic Thermally Conductive Nanopapers by Drawing 

Bacterial Cellulose Hydrogels” 
著者名：Kojiro Uetani, Takumi Okada and Hideko Oyama 

 
●セルロースおよび紙に関する伝熱性知見ならびに熱用途材料開発の世界的動向

に関する総説 
掲載誌：「Science and Technology of Advanced Materials」（Taylor & Francis、

2017年 11月 3日、オープンアクセス誌） 
タイトル：“Thermal conductivity analysis and applications of nanocellulose 

materials” 
著者名：Kojiro Uetani, Kimihito Hatori 
 

なお、本研究は、日本学術振興会（JSPS）科学研究費（研究活動スタート支
援:26892027・若手研究B:17K18169）の一環として行われました。 
 

【用語解説】 
※1 セルロースナノファイバー  
    植物の細胞壁などを形作るセルロースの天然構造単位です。セルロース分子

鎖同士がまっすぐ伸び切って結晶となっており、高い強度を発揮します。 
 
※2 ナノペーパー 
    セルロースナノファイバーを成膜した紙材料です。通常のパルプ紙と比べて、



繊維の太さが 1万分の 1程度のため、非常に緻密で強度が高い紙であり、透明
にもなることが知られています。 

※3 熱伝導率
    物質内の熱の伝わりやすさを表す数値。値が大きいときは高伝熱性、ゼロに近

い場合は断熱性であることを意味します。 

【研究者のコメント】 
研究当初は、予期せず発見された高い熱伝導特性がどのような「役に立つ」のか、

具体的に説明できず苦労しました。その特性を活用した例がこれまで存在しなかった
ためです。しかし、素材の応用性を真に拡大するためには、絶対基盤となる知見を開
拓する基礎研究が不可欠です。誰も見たことのない未来の産業応用を見据えて「社
会を豊かにする基礎研究」を推進します。 

http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/jp/access/access.html
http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/jp/access/access_campus.html
http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/jp/access/access_buildings.html



