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安全で信頼性の高いリチウムイオンバッテリーを実現するための高
分子固体電解質の開発や、次世代の高性能アルカリ膜型燃料電池
用に使用できるアニオン交換高分子膜の研究を行っています。

Investigations of solid polymer electrolytes for safe and 
reliable lithium-ion batteries, and anion exchange polymer 
membranes for the future generation high-performance 
alkaline membrane fuel cells are in progress.

安全で高性能なリチウムバッテリーや次世代燃料電池に利用できる
高分子電解質、生物由来物質や二酸化炭素を利用した環境・生体適
合性材料の開発を行っています。

We are studying novel functional polymers, for example, polymer 
electrolytes applicable to safe and reliable lithium-ion 
batteries/fuel cells, and environment/human-friendly materials 
using bio-based compounds and carbon dioxide.

生体内で使用できる医療用接着剤の開発や、強靭でありかつ生体
適合性を示すゴム材料の開発、生物由来物質を利用した硬化性
樹脂に関する研究を行っています。

Investigations of medical adhesives applicable in human 
body, tough and strong bio-compatible elastomers, and light 
or thermally curable bio-based resins are in progress.

バッテリー・燃料電池の電解質や、環境適合性・生体適合性
に優れた機能性高分子の研究
Study of functional polymers applicable to batteries, fuel cells, and 
environment-friendly/bio-compatible materials. 
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