
 

 

■ポスタープレビュー (11:00-12:45)  （ポスター番号順に行います） 

■ポスターセッション (13:50-16:30)  （前半＝奇数番号、後半＝偶数番号） 

 

（ポスター番号および要旨は別添の資料をご覧ください） 

 

■ポスドクセッション (16:40-17:25) 

LiFSI を用いた低誘電率溶媒を主とする電解液の設計 

関西大学 先端科学技術推進機構 内田 悟史 氏 

 

LIB 用の有機電解液において， LiPF6 や LiBF4 等の Li 塩を十分に解離させて高いイオン

伝導度を得るには 30-50 vol.% 程度の高誘電率溶媒を含む混合溶媒が必要とされる．一方で，

Li
+
 からの高誘電率溶媒の脱溶媒和過程は LIB の充放電速度制限の要因にもなるため，こちら

の観点からは高誘電率溶媒は少ない方が良いと考えられる．本講演では従来の Li 塩よりも解離

性に優れるLiFSI (Lithium bis(fluorosulfonyl)imide) を用い，高いイオン伝導率を保持しつつ，脱

溶媒和過程を促進させた新しい電解液について紹介する． 

 

※研究会終了後，簡単なビアパーティを開きます． 

ビアパーティ中に優秀なポスター発表者に対する表彰を行います． 

 

■研究会参加費 無料，但しビアパーティ参加費 1,000円 （当日受理，ポスター発表者は無料） 

 

■連絡先・申込先 

関西電気化学研究会事務局 佐野 光 

  〒563-8577 大阪府池田市緑丘 1-8-31 

  (独)産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門内 

  TEL: 072-751-7932，FAX: 072-751-9609 

  E-mail: ecsjk-kenkyukai-ml@aist.go.jp 

  http://kansai.electrochem.jp/kenkyukai3.html 

 

  （当日のご連絡は、お電話で 072-751-8470（直通）までお願いいたします） 
 

 

 

2014年度第3回関西電気化学研究会 
主催：電気化学会関西支部 

 

日 時 

2013年12月13日(土) 11:00-17:30 

 

場 所 

関西大学千里山キャンパス 新関大会館北棟 (大阪府吹田市山手町3-3-35) 

 

阪急北千里線「関大前」駅 から徒歩10分 
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(P01) テトラブチルフォスフォニウムヘキサフルオロフォスフェート塩の構造解析 

(京大院エネ科) ○針長右京，田中涼，松本一彦，萩原理加 

柔粘性イオン結晶は固体でありながらもイオンが格子点上で激しくディスオーダーしており，イオンの種類によってはイオンが等方的に回転し，

球状であるかのように振る舞うことが知られている．そのため格子が膨張して格子欠陥を生じ，構成分子の自己拡散が顕著となり，高い可塑

性やイオン伝導性を示すため，固体電解質としての応用が期待されている．過去の研究より柔粘性イオン結晶相ではNaCl型などの単純な構

造をとることがわかっているが，[P4444][PF6]など大きなカチオンを用いると，NaCl 型ではない構造をとることが知られている．本研究ではこの

[P4444][PF6]の相転移にともなう構造変化について単結晶 X線回折法により検討したのでこれを報告する． 

 

 

(P02) 水系二次電池の高作動電圧化のための基礎研究 

(京大院工) ○島田駿生，宮崎晃平，福塚友和，安部武志 

近年，二次電池の使用される分野は非常に多岐にわたっており，その需要は急速に高まっている．その中でも車載用二次電池や定置用二

次電池などの大型二次電池の需要が高まっているが，現在使用されている二次電池は，電解液として可燃性である有機系電解液が用いら

れており，安全性の面から不燃性である水溶液を電解液として用いることが考えられている．しかし，水溶液を電解液として用いた電池では水

の電位窓の制限によって，有機系電解液を用いた場合と比較して作動電圧が低くなる傾向にある．そこで本研究では，水溶液を構成する電

解質塩に着目し，広い電位窓を有する水系電解液を探索した．また，これらの電解液を用いて水の電位窓を超える電位で電極反応を示す電

極材料の電気化学特性について調べた． 

 

 

(P03) 酸化ナノポーラスアルミナ細孔内におけるイオン輸送 

(1 京大院工, 2JST-CREST) ○小山田耕平 1, 丸山 翔平 1,2, 宮崎晃平 1, 福塚友和 1, 安部武志 1,2 

リチウムイオン電池の高出入力化には内部抵抗の低減が必要である．実際の電池では，電極は活物質と結着剤および導電助剤からなる三

次元構造の合剤電極であり，この合剤電極の空隙率によりレート特性が異なることが示されている．これは合剤電極内でのイオン輸送も高出

入力化に大きく影響していることを示している．特に電気自動車用途など高出入力が必要な電池では空隙率を高くするために，活物質の充

填量が低くなり，電池容量が小さくなる．そこで，高電池容量と高出入力を同時に達成するためには，空隙率の低い合剤電極内でのイオン輸

送を高速化する必要がある．本研究では，合剤電極の空隙を酸化ナノポーラスアルミナの細孔によってモデル化し，細孔内でのイオン輸送

特性を調べた． 

 

 

(P04) 水中レーザーアブレーションによって生じる気泡内での化学種の挙動 

(1 京大工，2 京大院工) ○本多恭也 1，川崎惇 2，松本歩 2，天野健一 2，西直哉 2，作花哲夫 2 

水中の固体表面にパルスレーザーを集光することにより固体表面でアブレーションが起こり，気泡(キャビテーションバブル)及びプラズマが生

成される．このプラズマの発光スペクトルの測定により表面の元素分析が可能となり，電極反応のその場モニタリング法としての応用が期待さ

れている．計測の信頼性及び精度を向上するためには，水中レーザーアブレーション現象における放出種の詳しい解析が必要である．本研

究では，気泡内での化学種の挙動を調べるために，プラズマのスペクトル及び気泡での散乱光の測定を試みた． 

 

 

(P05) ボールミル粉砕処理により表面修飾を施したリチウムオルトシリケートの CO2 吸収挙動 

(神戸大院工) ○神吉恭平, 牧 秀志, 水畑 穣 

セラミックス吸収材の一種であるリチウムオルトシリケート(Li4SiO4)は，36.7 wt% という高い CO2吸収容量及び耐熱性を持つ. また，CO2吸放

出反応の平衡点は約 993 Kであることから，中低温型固体酸化物型燃料電池(IT-SOFC)や炭酸塩型燃料電池(MCFC)におけるセパレーター

及び，高温排出ガスにおける直接的な CO2 吸収材としての用途が考えられている. 本研究においては，Li4SiO4 の吸収反応温度について，

従来の反応平衡点から低温度領域への偏倚を追及する事を目的とし，ボールミリング粉砕処理により表面修飾された試料について，吸収の

過程に 2 種類の反応プロセスが存在することを明らかにした. 本報告では，この挙動に対し，表面状態の変化及び反応速度の観点から議論

する.  

 

 

(P06) 電解還元によるカルボン酸とハロゲン化アルキルによるエステルの合成 

                        (1 近畿大理工，2 鳥取大院工，3 近畿大薬) 

○宮本 侑 1，山田祐樹 1，島崎勇人 1，島田和明 1，野上敏材 2，西脇敬二 3，柏村成史 1，松本浩一 1 

我々の研究グループではこれまでに化学量論量の Bu4NF を塩基として用いたカルボン酸とハロゲン化アルキルによるエステル化反応を報告

している．この反応は，カルボン酸が Bu4NF により脱プロトン化され，Bu4N
+を対カチオンとするカルボン酸イオンが形成され，これがハロゲン

化アルキルと SN2 反応により進行していると考えている． 一方，同様の対カチオンをもつカルボン酸イオンを形成する手法として，4 級アンモ

ニウム塩を支持電解質とするカルボン酸の電解還元とそのエステル化反応も他の研究者らにより報告されているが，反応機構などは不明な

点が残されていた．そこで本研究では，電解還元によるカルボン酸とハロゲン化アルキルによるエステルの合成における支持電解質や溶媒，

通電量などの様々なパラメータの検討を行い，その反応挙動を明らかにするとともに，基質の適用範囲を検討した．また，酸化電位測定によ

る反応機構の検討も行ったので併せて発表する． 
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(P07) フェロセンのレドックス反応による LiMn2O4 薄膜電極の表面状態の解析 

(京大院工) ○稲本純一，宮崎晃平，福塚友和，安部武志 

電気自動車など大型機器に搭載されるリチウムイオン電池には長寿命が要求されるが，特に正極材料の劣化は顕著であり，その機構解明が

重要である．反応が進行する正極／電解質界面でどのような現象が起こるかを調べることが必要である．本研究ではフェロセンの酸化還元反

応が外圏型反応で進行することを利用して，正極材料の表面でのリチウムイオン脱離挿入後の LiMn2O4 薄膜電極の電子伝導性の評価を

行った．サイクリックボルタンメトリー測定を１回行った後，LiMn2O4 薄膜電極上でのフェロセンの酸化還元反応の電流値が大きく減少したこと

から，薄膜電極表面に電子絶縁性の皮膜が生成したことが示唆された．一方で，２サイクル以降もリチウムイオン脱離挿入に伴う電流値が変

化していないことから，LiMn2O4 自身の劣化は進行しておらず，皮膜は生成するものの十分なリチウムイオン伝導性を有していることが示唆さ

れた． 

 

(P08) Fumed silica 均一分散系における水分子の固液界面挙動 

(神戸大院工) ○十川 廉，牧 秀志，水畑 穣 

電池の内部構造は, 固体である正極活物質やセパレータ等と液体である電解液が混合した固液共存系であるといえる. 固液共存系では固

相近傍での液相の挙動は, 固相界面からの影響を受けバルク状態とは異なる物性を示すことが報告されている. しかしながら, 界面近傍で

の溶媒分子が固相やイオンから受ける影響やその挙動についての検討は十分に行われておらず, 電池における性能向上のためにはそれら

の知見を得ることは必須である. 本研究では, 電池内部のモデル系としての固液共存系の固相として最適であるFumed silicaナノ粒子を電解

質水溶液に均一分散させ, 1H NMRやその緩和時間測定を行った. その結果, 固相の影響が強く現れる領域とイオンの影響が強く現れる領

域の存在が示唆された. 本報告ではさらに電解質濃度等を変化させイオンと固相の影響の関係をより明確に議論する.  

 

 

（P09） 鉱物・電解質水溶液・油滴の三相界面における帯電鉱物界面の油滴に対する濡れ性と電気二重層構造の分子動力学法による検討 

（京大院工） ○小林和弥，Liang, Yunfeng，松岡俊文，西 直哉，作花哲夫 

電気二重層の形成など界面における電解質の挙動は界面の性質を決める一翼を担う重要な現象である．本研究では，表面電荷を持つ固体

基板（雲母基板）上の電解質の挙動と油滴の挙動についての基礎原理を明らかにするために，分子動力学計算を適用した．本発表では，雲

母基板・電解質水溶液・油滴の三相界面でのシミュレーション結果から，電解質濃度の上昇に伴う，雲母基板・電解質水溶液界面の油滴に

対する濡れ性の変化と界面構造の関係について議論を行う． 

 

 

(P10) 天然高分子ゲル電解質を適用したリチウムイオン電池の特性評価 

(関西大化学生命工) ○日下部高史，山縣雅紀，石川正司 

我々は天然高分子をホストポリマーとし，イオン液体を担持したゲル電解質を電気二重層キャパシタに適用すると，活性炭電極/電解質界面

での抵抗が低減し，高い出力特性が得られることを見出した．また，この効果はリチウムイオン電池用黒鉛系負極についても適用可能であり，

キトサンに Li-EMImFSI イオン液体電解液 (EMImFSI = 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(fluorosulfonyl)imide) を担持させたゲル電解質系

の評価により確認した．本研究では実用化を念頭に，この天然高分子ゲル電解質を用いた際の LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 (NMC)正極およびグラ

ファイト負極の充放電評価を行ったところ，安定に作動し，液相系と同等の比容量および容量保持率を示した．さらに両極から構成されるフル

セルを構築し，それが安定に作動すること，また液相系と同等の比容量を示した．さらに，ゲル電解質系の Li 塩濃度を高めることで液相系に

ほぼ匹敵する出力特性を示すことが分かった． 

 

 

(P11) LiFSI を用いた低 EC 組成電解液への添加剤の可能性 

(関西大化学生命工) ○中田圭亮，内田悟史，山縣雅紀，石川正司 

近年，リチウムイオン電池は小型用途から大型用途への拡大に伴い，さらなる高出力化が求められている．リチウムイオン電池の出力特性は

電極材料やセル構成だけでなく，電極 /電解液界面の状態に大きく左右される．我々は，一般的な LiPF6 塩を解離性の高い

lithiumbis(fluorosulfonyl)imide(LiFSI) 塩に置き換えることで，イオン伝導率の高い低 EC 組成の電解液を開発した．我々の開発した電解液

はイオン伝導率が従来の電解液と同等にもかかわらず，特殊な電極/電解液界面挙動を有するため，高速充放電特性が大幅に向上すること

が明らかとなった．今回，我々は LiFSI 塩を用いた低 EC 組成電解液の優れた高速充放電特性を維持しつつ，様々な環境でのサイクル安定

性を向上させることを目的として，添加剤の検討を行った． 
 

 

(P12) 導電助剤フリーな電気二重層キャパシタ電極への応用を目的とした炭素材料の合成 

（1 阪大院工，2 大阪市工研） ○朝野泰介 1，天明裕 1，津田哲哉 1，丸山純 2，宇山浩 1，桑畑進 1 

電気二重層キャパシタ（EDLC）は，電極表面での非ファラデー反応を利用した蓄電デバイスである．高出力密度，高速充放電特性を有する

一方，エネルギー密度が低いことが課題であり，改善を目的として種々の炭素材料の利用が検討されている．一般的な EDLC 電極材料には

高表面積な活性炭が使用されているが，これらは電子伝導性が低いため導電助剤の添加が必須であり，エネルギー密度の向上を妨げてい

る．本研究は，高表面積かつ低抵抗な炭素材料の合成により，導電助剤不要な EDLC 電極の作製を試みた．当研究グループは，相分離法

と分散重合を組み合わせることで単分散かつ多孔質なポリアクリロニトリルビーズを合成し，それを炭化することにより多孔質炭素ビーズを得る

ことに成功した．この炭素材料は，導電助剤を含まない電極において，活性炭よりも優れた高速充放電特性を示した．本発表では，この要因

を検討し，その知見をもとにさらなる高機能化を試みたので報告する． 
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(P13) トーヤルカーボ®集電体を用いた電気二重層キャパシタ電極の高電圧作動特性 

(1 関西大化学生命工，2 東洋アルミニウム株式会社) ○堂本涼介 1，加藤久詠 2，井上英俊 2，山縣雅紀 1，石川正司 1 

電気二重層キャパシタのエネルギー密度の改善のため，作動電圧の拡大が求められている．そこで本発表では，抵抗低減に効果をもたらす，

アルミ箔表面上にアルミニウムカーバイドウィスカーにより炭素粒子を固定した複合材料である，トーヤルカーボ®集電体を使用した電極を用

い，集電体が電気二重層キャパシタの高電圧作動時の特性に与える影響を調査した．作動電圧を拡大したフロート試験の結果，トーヤル

カーボ®系は一般的なエッチング箔を用いた系に比べ，高電圧作動時の耐久性が向上した．また，キャパシタの高電圧作動時の劣化の要因

が何に由来するものかは十分に理解されていないため，発表ではその際の要因を調査する手法についても提言する． 

 

 

(P14) 臭化物イオンのレドックス反応を適用した非水系レドックスキャパシタの可能性 

(関西大化学生命工) ○谷口隆基，山縣雅紀，石川正司 

これまでに，電極自身の酸化還元反応ではなく，電解液中に存在する臭化物イオンのレドックス反応を正極反応として利用する新規レドック

スキャパシタを提案した．本研究では，有機溶媒系電解液を用い，臭化物イオンの活性炭上での電極反応を利用し，さらに有機溶媒系電解

液と組み合わせることで非水系レドックスキャパシタの構築を試みた． 

 

 

(P15) ゼラチンバインダーを適用した活性炭電極の作製および電気二重層キャパシタ特性 

(1 関西大化学生命工，2 アイ・エレクトロライト) ○後藤香奈子 1，副田和位 1，山縣雅紀 1,2，古池哲也 1，田村 裕 1，石川正司 1,2 

高出力，長寿命といった利点を有する電気二重層キャパシタ (EDLC) の更なる高性能化を目指し，我々は活物質や電解液に加えて，

複合電極用バインダーに焦点を置いた研究を行っている．これまでにアルギン酸塩などの天然高分子である多糖類をバインダーと

して適用することより，出力特性に優れる EDLC が構築できることを見いだした．これは多糖類の活性炭および電解液に対する親

和性が高いことに起因する．本研究では新規バインダー材料として同じく天然に存在する動物由来の多糖類であるゼラチンをバイ

ンダーとして利用し，活性炭複合電極を作製した．さらに，この電極の EDLC 特性を調査し，耐電圧特性や長期サイクルにおける

耐久性などについて報告する． 

 

 

(P16) DLC 集電体を適用した EDLC の基礎特性ならびに耐電圧性の評価 

(1 関西大化学生命工, 2 大木工藝, 3TOC キャパシタ) ○金房祐二 1，大木武彦 2，窪島隆一郎 3, 山縣雅紀 1, 石川正司 1 

電気二重層キャパシタ(EDLC)の今後の用途拡大のためにはさらなるエネルギー密度の向上が不可欠である．EDLC のエネルギー密度は静

電容量と作動電圧の二乗に比例するため，作動電圧の拡大がエネルギー密度の向上に最も効果的である．しかしながら，作動電圧の拡大

に伴い電解液の分解や集電体として一般的に用いられているアルミニウム箔の腐食による EDLC の性能の低下が懸念される．そこで，アルミ

ニウム箔表面に Diamond-Like Carbon と呼ばれる炭素膜をコーティングすることでアルミニウム箔を保護し高電圧作動の際の集電体の腐食を

抑制することが可能ではないかと考えた．本発表では，DLCコート箔を集電体として適用したときの基礎的な電気化学特性ならびに耐電圧性

に関して良好な結果が得られたため報告する． 

 

(P17) 金ナノ粒子固定ビーズの電気的特性評価 

（阪府大工） ○寺部政大，山本陽二郎，椎木 弘，長岡 勉 

従来の無電解めっき法では，エッチング，感応化処理，触媒化処理など多工程を要すだけでなく，シアン化合物など有害な薬品を使うなどの

問題を有している． 本研究では，被めっき材料のプラスチックマイクロビーズを含む金ナノ粒子分散液にバインダー分子を加え撹拌するだけ

の簡易な手法による，新しいめっき技術 を開発した．得られたビーズを走査型電子顕微鏡（SEM）で観察したところ，ビーズ表面に粒径約

30 nm の金ナノ粒子が均一に吸着している様子が観察された．また，ビーズ一個の電気抵抗はバインダー分子の分子サイズに強く依存した．

アルカンチオールをバインダー分子として用いた場合，アルキル鎖の炭素数が 大きくなるほど，電気抵抗は増大した． 

 

 

(P18) テトラシアノボレートアニオンを有する四級ホスホニウム型イオン液体の合成と物性 

(和歌山高専物質工) ○西畑慶一，綱島克彦 

イオン液体は，不揮発性，難燃性，高い電気化学的安定性などの特性から，種々の電気化学系の新たな電解質として注目されている．また，

化学構造やイオン種の組み合わせを柔軟にデザインできることは，イオン液体の主要な有利性の一つである．現在のところ窒素系カチオンを

有するイオン液体が主流であるが，リン系カチオンからなるイオン液体の報告例も増加している．我々も，トリアルキルホスフィン化合物から誘

導される四級ホスホニウム型カチオンを主体とするイオン液体を創製してきた．本研究では，種々のホスホニウムカチオンとテトラシアノボレー

トアニオン（B(CN)4
－, TCB－）との組み合わせにより新規イオン液体類を合成し，その物理化学的特性（融点，密度，粘度，導電率，熱分解温

度等）を調査した結果を報告する． 

 

 

(P19) イオン液体電極界面における電気二重層構造の電極依存性 

(関西大学化学生命工) ○堀川大介，杉山侑弥，山縣雅紀，石川正司 

FSI 系イオン液体は実用的なリチウムイオン電池の電解質として唯一適応可能であり，その電池特性も優れている．これは FSI アニオンとリチ

ウムイオンが共存することで形成する特殊な電気二重層構造に由来することをグラッシーカーボン(GC)電極を用いて明らかにした．本研究で

は，FSI 系イオン液体を中心に GC 電極以外の電極を用いて二重層構造を解析し，その電極依存性について調査した．さらに，FSI 系イオン

液体中における非 FSI 系アニオンの存在が及ぼすリチウム金属溶解析出反応速度への影響を明らかにした． 
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(P20) 絶縁体表面に沿った白金薄膜の電解析出 

(京大院工) ○小山輝，深見一弘，北田敦，邑瀬邦明 

白金は水の分解反応など様々な反応に対して触媒能を持つことから多岐に渡る研究がなされているが，電解析出による白金ナノ構造体の作

製においては，水素発生を伴わない低過電圧下での構造制御が主である．その一方で，水素吸着を伴う高過電圧下ではいくつかの特徴的

な析出挙動が発現する．一例として，白金電極が吸着水素で被覆されていると白金の析出反応が阻害され析出電流が急激に減少することが

知られており，この特徴を利用した材料作製もなされている．講演者は，低 pH の電解液中にてガラス基板に接触させた電極から基板に沿っ

て白金が二次元成長し，膜状に電析されることを見いだした．この膜形成には析出中に生成される吸着水素が関係すると考えられる．本報告

では，白金析出の過程で吸着水素が析出物の形態に及ぼす影響と膜形成の理由について議論する． 

 

 

(P21) 高沸点エーテル電解液からの金属アルミニウム電析 

(京大院工) ○中村 佳，北田 敦，深見一弘, 邑瀬邦明 

アルミニウム(Al)は軽量，豊富な資源，自然酸化被膜による優れた耐食性という特性をもつことから，電気めっきに関する多くの研究がなされ

ている．しかし，Al の標準電極電位が水よりも卑であるため，水溶液からの Al の電析は困難である．そのため，溶媒として溶融塩，有機溶媒

やイオン液体が使用されるが，これらの電解液は高融点，高揮発性，高粘性といった問題を持つ．本研究ではエーテル系有機溶媒でありな

がら沸点と引火点が 100°C以上と比較的安全な特性を有し，蒸気圧も低いグライムに注目し，ジグライムを用いた電解液から室温において金

属 Al の電析に成功した．しかし，電解液の温度や電析時の電極が析出物に及ぼす影響など詳細は分かっていない．本報告では Al 電析に

成功したジグライム電解液において電解液の温度依存性や極板依存性と共にジグライム以外のグライムを用いた電解液の電気化学的挙動

について発表する． 

 

 

(P22) SiCl4 をシリコン源とした KF–KCl 溶融塩中からの結晶シリコン膜電析 

(1 京大院エネルギー科学，2 京大環境安全保健機構，3JST-CREST，4 早大先進理工) 

○前田一真 1，安田幸司 1,2，野平俊之 1,3，萩原理加 1，本間敬之 3,4 

我々は，Si系太陽電池への応用を目指した Si成膜法として，電解液に KF–KCl混合溶融塩を，Si源として SiCl4を用いた電析法を提案して

いる．KF は，アルカリ金属フッ化物およびアルカリ土類金属フッ化物の中で特異的に水への溶解度が高く，KCl も水への溶解度が高いため

に，電析物表面に付着した塩は水洗によって容易に除去できる．また，SiCl4は比較的安価であり，高純度化も容易であるため，高純度 Si 膜

を成膜するための Si源として期待できる．本講演では，溶融KF–KCl中に SiCl4を吹き込んだ浴中から Si電析を行った結果について報告す

る． 

 

 

(P23) 溶融 CaCl2 中における液体 Zn 電極を用いた SiO2 直接電解還元プロセスの開発 

(1 京大院エネルギー科学，2JST-CREST，3 京大環境安全保健機構，4 太平洋セメント株式会社，5 早大理工) 

○島尾武征 1，楊肖 1,2，安田幸司 1,3，野平俊之 1,2，萩原理加 1，一坪幸輝 4，増田賢太 4，本間敬之 2,5 

筆者らは過去の研究において，1123 K の溶融 CaCl2中で SiO2の電解還元を行い，Si まで還元させることが可能であることを見出してきた．

SiO2 を高純度化させ，不純物の混入なく電解還元を行えば，太陽電池級シリコンを従来法よりも安価に製造できることが期待される．しかし，

未反応の SiO2や CaCl2との分離処理が必要なことや，バッチプロセスであることが課題であった．そこで筆者らは，液体 Si–Zn 合金を利用し

た粉末状 SiO2の連続電解法による Si製造法を提案した．液体 Si–Zn合金を利用することで，密度差から SiO2や CaCl2との分離を効率的に

行うことが期待できる．本研究では，1123 Kでの液体 Zn の蒸発挙動，液体 Zn 電極上での SiO2電解還元，固体 Si と液体 Zn との合金化速

度，液体 Si–Zn合金からの Si析出分離について検討を行ったので報告する． 

 

 

(P24) 電析法による多孔質シリコン基板への ZnS 薄膜の析出プロセスと複合体の蛍光緩和過程 

(神大院工) ○峯山裕貴，牧 秀志，水畑 穣 

ZnSは青色の蛍光を示し, Siと高い格子接合性を有することから安価な新規青色 LED材料として期待される. 発光の高強度化には高次元構

造基板への蛍光体薄膜の形成による励起断面積の大表面積化が有効であると考えられる. 細孔径約 80 nmの PSiを基板として電流規制下

にて電析を行ったところ,低電流密度(0.88 mA/cm2)の場合に細孔内が均一にZnSで被覆されていた. 多孔質シリコン(PSi)基板の細孔内へ析

出した ZnS薄膜は, シリコンウエハ基板上に析出した場合と比較して蛍光強度が著しく増大しており, これは蛍光の高強度化に対して表面積

の増大が有効であることを示している. しかしながらその発光における緩和過程については不明な点が多かった. 本発表では細孔内への

ZnS薄膜の析出プロセスおよび PSi/ZnSにおける蛍光の緩和過程について報告する.  

 

 

(P25) 濃厚炭酸系での二次電池用亜鉛極の酸化還元挙動 

(奈良高専) ○石田智也，中田 薫徳，辻本 祥子，片倉勝己 

我々は二次電池の高容量，高エネルギー密度化を目指し，安価で高容量な空気-亜鉛二次電池に着目した．この電池は，亜鉛負極からの

デンドライト形成や形状変化，更には CO2 混入による正極活性の低下等により未だ実用化されていない．デンドライトは，低亜鉛溶解性電解

質を使用することで抑制できると考えられることから，本研究では炭酸水溶液を主成分とする低亜鉛溶解性電解質に着目し，種々の濃度の

K2CO3水溶液中，及び KOH 添加水溶液における Zn 電極の電気化学的酸化還元挙動を検討した．Zn の酸化電流は炭酸濃度 4M 以上で

急激に増大，3M 以下で著しい抑制を示し，両者で大きく分極挙動が異なった．又，K2CO3溶液に KOH を添加すると著しい電流の抑制が認

められた．炭酸水溶液系での亜鉛の溶解度はその pHから予想される値に比べ著しく小さく，デンドライト形成も抑制されていることが分かった．

本発表では SEM, XRD, EISの結果と合わせて報告する． 
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(P26) マグネシウム負極の活性化を可能にする非エーテル系電解液の探索 

(1 関西大学化学生命工，2 アイ・エレクトロライト) ○桝井かん那 1，副田和位 1，山縣雅紀 1,2,石川正司 1,2 

現在，大型から小型用途まで様々なアプリケーションで実用されているリチウムイオン電池と比較すると，資源的に有利で将来社

会における蓄電池の広範囲な使用にも沿う，多価カチオンをキャリアとするマグネシウム(Mg)を用いる二次電池が注目を集めてい

る．また Mg は空気中に曝しても比較的安全な金属の中で最も標準電極電位が低い(約-2.36 V vs. SHE)ので高エネルギー密度(約 

2200 mA h g-1)の Mg二次電池の実現が期待される．この蓄電池実現のためには金属 Mgの可逆な溶解析出が必須となり，今回我々

はスルホン系溶媒，Mgとハロゲンから構成される電解液を用いて調査を行った．この電解液を用いた場合でも，従来エーテル系溶

媒を用いて報告されていたものと同様の Mg 金属の可逆な溶解析出挙動を確認することが出来たため，この検討結果について報告

する． 

 

 

(P27) イオン液体への電子線照射による金属微小構造体の作製 

（1 阪大院工，2 阪大院基礎工）○入江晴康 1，南本大穂 1，今西哲士 2，上松太郎 1，津田哲哉 1，関 修平 1，桑畑 進 1 

室温イオン液体の蒸気圧は極めて低く，真空条件を必要とする分析装置への導入が可能である．これまでに我々は，真空装置である量子

ビーム描画装置に重合性イオン液体を導入し，量子ビーム照射によって生じるラジカルや溶媒和電子が引き起こす化学反応を利用すること

で，三次元微細高分子構造体の作製が可能であることを示した．本研究では，さらなる技術発展を目指し，銀イオンを含むイオン液体に電子

線をパターン照射することで，銀構造体の作製を試みた．その結果，従来法と比べて極めて純度の高い金属構造体を得ることに成功した．こ

の場合，イオン液体は反応媒体であり，イオン液体そのものが反応物であった高分子構造体作製の場合とは異なる．この違いを考慮すること

で複雑な形状の構造体を得ることに成功した．また，表面増強ラマン散乱に適したパターンを作製し，その特性を評価したのであわせて報告

する． 

 

 

(P28) 量子ドット蛍光体の電子移動による配位子評価と消光抑制 

(1 阪大院工，2 名大院工) ○下村栄介 1，上松太郎 1，鳥本 司 2，桑畑 進 1 

コロイド状半導体ナノ粒子（量子ドット）の表面配位子は，粒子の蛍光特性や耐久性に大きな影響を及ぼしており，その結合状態を定量的に

評価することは非常に重要である．本研究は，コロイド状CdSeナノ粒子およびCdSe/CdSコア/シェルナノ粒子に対し蛍光消光作用をもつ酸化

還元種（ベンゾキノン）を加えた際の蛍光強度変化を測定することにより，ナノ粒子と消光剤の間の電子移動による消光現象を利用した表面

配位子の評価を試みた．さらに，ここで得られた知見をもとに，Cdを含まない低毒性の量子ドットとして注目されている 3元系の AgInS2ナノ粒

子(AIS)，およびその ZnS との固溶体である(AgIn)xZn2(1-x)S2ナノ粒子(ZAIS)について，配位子の評価と消光の抑制を試みた． 

 

 

(P29) p 型シリコンウエハを用いたポリマー電着法によるカラーマイクロレンズアレイの作製 

(1 阪電通大院工，2 阪府産技総研) ○畠山冴子 1，田中剛 2，山村昌大 2，佐藤和郎 2，櫻井芳昭 2，榎本博行 1 

さらなる光システムの微小化を実現するために，高い集光度と色彩機能を併せ持つカラーマイクロレンズアレイが有益である．そこで，従来と

は全く異なるカラーマイクロレンズアレイの作製方法の開発に着手した．シリコン基板上にレジストを塗布しマスクを通じ露光を行い．パターニ

ングされた基板をポリマーコロイド溶液と赤色顔料分散液から調製した電着液に浸漬し電圧を印加した．電圧印加により，パターニングを施し

た（レンズを形成させる部分）に赤色顔料分散ポリマーが柱状堆積した．次に，基板を加熱することで，堆積した柱状のポリマーをレンズ形状

に導くことで，赤色マイクロレンズアレイを得ることに成功した．さらに，同じ作製方法で，緑および青色レンスアレイを作製することができた．次

に我々は，フォトリソグラフィーとポリマー電着法を三回組みあわせることで，シリコン基板上にフルカラーマイクロレンズアレイを作製することが

できた． 
 

 

(P30) STM 分子探針によるポルフィリンを介した電子移動の単分子計測 

(阪府大院工) ○岩田陸，西野智昭，椎木弘，長岡勉 

近年，トランジスタ等の回路素子を単一または少数の分子で構成する分子エレクトロニクスの分野に注目が集まっている．これを背景として，

単分子の電子輸送の計測が盛んに報告されている．走査型トンネル顕微鏡（STM）を用いた電子輸送計測では測定対象分子と電極の間に

強い接合が形成されていなければならず，従来は金属電極表面に化学吸着できる官能基を試料分子に導入する必要があった．本研究では

STM の探針を化学的に修飾した分子探針を用いることにより，誘導体化処理を施すことなく多様な分子の導電特性を単分子レベルで評価で

きる手法を開発することに成功した．また本発表では，分子探針に基づき，タンパク質などの生体分子に対する電気的特性評価についても議

論する． 

 

 

(P31) イオン液体塩橋を用いる海水の精密 pH 測定法の基礎的検討 

(1 甲南大院自然, 2 甲南大理工, 3pH 計測科学ラボ, 4JST‐CREST) ○橋本凌 1，中村稜雅 1，山本雅博 2,4，垣内隆 2,3,4，村上良 2,4 

海水などの高イオン強度環境における pH の定義は国際的に合意されておらず 4 種類の定義が並存している．このためそれぞれの研究に

よって得られた pH値を相互に比較することが難しい．本研究はイオン液体塩橋(ILSB)を用いて海水の pH を活量ベースで測定可能かどうか

を確かめることを目的とし，イオン強度を 0.4276 mol kg-1で一定とした HCl-NaCl混合電解質溶液の pH測定を行った．測定には電気化学セ

ル Ag | AgCl | 1 mmol kg-1 HCl | ILSB  | Sample (H2) | Pt を用い， ILSB と して tributyl(2-methoxyethyl)phosphonium 

bis(pentafluoroethanesulfonyl) amideを用いた．解析には電位が安定した後，1時間後からの測定値を平均して得た値を用いた．測定の結果,

イオン強度一定の条件下であっても H+の単独イオン活量係数は一定ではなく，その組成に依存して変化することが分かった．そして，その変

動は Fraenkel の提唱する HCl-NaCl 混合電解質における DH-SiS モデルの予測とよい一致を示した．この一致は，この ILSB が，このイオン

強度で有効に機能することを示唆する． 
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(P32) IrO2-Ta2O5 触媒によるリン酸水素イオンのセンシングと検出特性 

(1 同志社大院理工，2 同志社大理工) ○山本真生 1，張 天 1，盛満正嗣 1,2 

リンの定量にはモリブデンブルー法が一般に知られているが，リン化合物の定量が可能な電気化学センサは実用化されていない．本研究で

は，従来に比べて高感度，高精度で，より短時間でリンの定量が可能な方法の開発を目的として， IrO2-Ta2O5 酸化物触媒を用いたリン酸水

素イオンの  HPO4
2- の酸化反応とその濃度依存性を研究した．その結果，この触媒では  HPO4

2- の酸化が生じ，酸化電流密度は 

10-2 ～ 10 mmol/L の範囲で HPO4
2- 濃度と比例することが判った．また，検出感度は酸化物中の IrO2 の結晶構造によって変化することも

明らかになった． 

 

 

(P33) イオン液体塩橋を用いる希薄硫酸水溶液中の水素イオン単独イオン活量測定 

(1 甲南大院自然，2 甲南大理工 3pH 計測科学ラボラトリー，4JST-CREST) ○中村稜雅 1,4，橋本凌 1,4，山本雅博 2,4，垣内隆 2,3,4 ，村上良 2,4 

硫酸は水溶液中で次のように解離する 1-2電解質と考えられている． 

H2SO4 ⇄  H+ + HSO4
- ,  HSO4

- ⇄  H+ + SO4
2- 

第 1 解離は濃厚溶液でない限り完全解離，第 2 解離は，その解離定数 K2が 0.01 と報告されている．これらの結果は，硫酸の平均活量から

求められたものであり ，単独イオン活量の報告例はない ．本研究では，イオン液体 Tributyl(2-methoxyethyl)phosphonium 

bis(pentafluoroethanesulfonyl) amide([TBMOEP][C2C2N])を塩橋として用いて，希薄硫酸水溶液中の単独水素イオン活量の測定によって，こ

の解離挙動を検討した．Ag | AgCl |0.01 M NaCl | ILSB | x mol kg-1 H2SO4, H2(g) | Ptの 25℃における端子間電位差 Eを x ＝ 0.0001～0.5

の範囲で測定した．結果は，K2が 0.005 から 0.01 であるとすると説明できる．しかし，硫酸水溶液を[TBMOEP][C2C2N]であらかじめ飽和させ

た場合，Eはさせない場合に比べ，約 2 mV，正の値を示し，また，安定値に到達する時間が短く，再現性も良かった．この差が出る原因につ

いて検討中である． 

 

 

(P34) RuO2 系混合酸化物触媒を用いる過酸化水素の電気化学センシング 

(1 同志社大院理工，2 同志社大理工) ○浅見礼子 1，張 天 1，盛満正嗣 1,2 

中性緩衝液中で生じる H2O2の酸化反応は，酵素を利用する電気化学センサの検知極反応として知られているが，その電極材料は白金がほ

とんどであり，酸化物などの他の材料の触媒活性に関する研究は少ない．本研究では，熱分解法で得られる RuO2系混合酸化物触媒に着目

し，リン酸緩衝液中における H2O2 の酸化反応を調べるとともに，濃度と酸化電流密度の関係から検知極材料として可能性を研究した．H2O2

は RuO2-Ta2O5触媒上で酸化され，拡散限界電流を示し，その電流密度は H2O2濃度に比例して増加した．また，白金や IrO2系触媒よりも高

い検出感度を示すことも明らかとなった． 

 

 

(P35) 金ナノ粒子被覆磁性マイクロビーズを用いた電気化学的バイオ分析法の開発 

（阪府大院工） ○木下隆将，山本陽二郎，椎木 弘，長岡 勉 

磁性マイクロビーズは試料溶液から目的物質を迅速に分離，回収できる有用なツールである．しかし，プローブ分子をビーズに導入する際，

多段階の反応を必要 とするだけでなく，導入効率が低くなる問題がある．本研究では金ナノ粒子によりビーズを被覆し，プローブ導入の少工

程化および導入量の向上を試みた．金ナ ノ粒子被覆ビーズをチオール化ビオチン水溶液中で撹拌することで，プローブ分子としてビオチン

をワンステップで導入した．蛍光標識アビジンとの特異反応を 利用して，蛍光測定によりプローブ量を見積もったところ，市販のビオチン導入

ビーズの 10 倍以上の導入が達成された．金ナノ粒子被覆ビーズは高い導電性を 有するため，電気化学的検出への応用を試みた．電気化

学標識アビジンを捕捉したビーズを磁力により電極表面に集積させ，CV 測定を行った．標識の酸化還元 応答を観察することで，amol オー

ダーでのアビジンの検出が可能になった．本法は迅速かつ高感度な電気化学的バイオ分析への応用が期待される． 

 

 

(P36) 異化金属還元細菌を用いた金属イオンの還元機構 

（阪府大工） ○石木健吾，西野智昭，椎木 弘，長岡 勉 

異化金属還元細菌は汚泥や汚水中に含まれる有機物をエネルギー源として電子を生成し，金属イオンを還元することができる．本研究では，

金属還元細菌として Shewanella oneidensis (S. one)を用いて，様々な金属イオンの還元によるナノ粒子の作製を試みた．S. oneを含む溶液中

に，ギ酸ナトリウムおよび金イオンを加え，窒素バブリングを行いながら還元を行った．SEM および TEM 観察では，S. one の周辺に金ナノ粒

子の生成が観察された．また，水酸化ナトリウムで溶菌した後に粒度分布測定を行ったところ，平均 12.7nm の金ナノ 粒子が生成している様

子が観察された．現在，各種金属イオンについて，S. oneを用いた還元によるナノ粒子作製について検討中である． 

 

 

(P37) 有機イオンのニトロベンゼンへの共抽出水分子数と溶媒間移行ギブズエネルギー 

(1 神戸大院理，2 甲南大院理工) ○内藤 恭裕 1，村上 渉 1，山本 雅博 2，枝 和男，大堺 利行 

親水性イオンが水相から有機溶媒相中に抽出される際，イオンが固有の数の水分子を共抽出する現象が知られている．本研究では，水—ニ

トロベンゼン系における親水性の荷電基を持つ各種有機イオンの共抽出水分子数（n）を決定するとともに，荷電基上の表面電場に対する n

の依存性を検討した．その結果，ローカルな電場の値の絶対値が大きくなるに従って n は急激に増大し，飽和値に達した．さらに，先の非ボ

ルン型の溶媒和モデルを応用して，有機イオンの溶媒間移行ギブズエネルギー（ΔGtr）の理論的評価法についても検討した．イオン表面の

ローカルな電場の大きさをもとに，水和される部分と水和されない部分とを区別して，非ボルン型の溶媒和モデルを適用し，ΔGtr を精度良く

予測できることが分かった． 
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(P38) ソフトな油水界面への色素分子によるリチウムイオンのインターカレーションの可能性 

(1 神戸大院理，2 金沢大院自然) ○森口弥香 1，芳村達也 1，永谷広久 2，大堺利行 1 

当研究室では生体膜電位を蛍光によって検出するための膜電位感受性色素について，生体膜モデルである油水界面での蛍光応答につい

て研究を進めている．この研究の過程で，一価カチオンである 3,3'-diethyloxacarbocyanine iodide (diOC2(3)) という色素が，油水界面におい

てリチウムイオンの異常に大きな電流を与えることが分かった．現在，イオン移動ボルタンメトリー，交流インピーダンス法，電位変調蛍光法な

どを用いて反応機構の解明を進めているが，ソフトな油／水界面での色素分子の吸着層へのリチウムイオンのインターカレーションの可能性

が示唆された． 

 

 

(P39) イオン移動ボルタンメトリ−に基づく薬剤吸収の理論的評価 

（神戸大院理） ○中村まゆみ，大堺利行 

薬剤の化学構造と生理活性との間の定量的構造活性相関（QSAR）の研究では，薬剤の化学構造から薬効を予測することを目的としている．

優れた薬剤の条件の一つに優れた吸収特性があり，吸収過程の評価は必須となっている．しかし，多くのイオン性薬剤の生体膜透過のメカ

ニズムは単純ではなく，生体膜モデルとしての油水界面を用いるイオン移動ボルタンメトリー（ITV）が有効な研究法として注目されている．そ

こで本研究は，薬剤の生体膜透過の理論的評価法の確立を目的とし，各種イオン性薬剤の 1,2-ジクロロエタン／水界面での移動を ITV 測

定に基づいて解析した．本発表では，薬剤の膜透過の一般的な指標である log PやPAMPAなどのパラメーターとイオン移動電位との相関に

ついて議論する．  

 

 

(P40) セシウムイオンの細胞内蓄積機構解明に向けたイオンの脂質二分子膜透過特性評価 

(京大院農) ○木村圭祐，白井 理，北隅優希，加納健司 

2011年 3月に起きた福島第一原子力発電所での爆発事故により大量の放射性物質が放出された．現在においても，半減期が比較的長く長

寿命である放射性セシウムの内部被曝の問題が続いている．セシウムイオンが生体内に蓄積されることは確認されているが，セシウムイオン

の細胞内への透過機構および蓄積機構の詳細は依然として解明されておらず．その解明が急がれている．本研究では，モデル生体膜として

平面脂質二分子膜(BLM)を用いて，セシウムイオンを含むアルカリ金属カチオンについてイオンの脂質二分子膜透過特性について電気化

学的評価を行った．また，モデル生体膜として脂質含浸膜を用いて，カリウムイオンの細胞内外濃度比によって生じる膜電位に駆動されてセ

シウムイオンが細胞内に濃縮される挙動を確認した． 

 

 

(P41) 電解析出法および光重合法を用いたグルコースオキシダーゼ固定電極の作製及びその評価 

(1 徳大院工，2 産総研) ○日裏健太郎 1，李江 1，渕脇雄介 2，安澤幹人 1 

酵素固定電極は，バイオセンサやバイオ燃料電池の電極として医療・環境・エネルギー分野など，多岐にわたって研究開発が行われている．

その性能は，酵素の固定方法に起因する部分が大きく，様々な酵素固定法が考案されている．Wilson らが行った界面活性剤を用いる電解

析出法は，酵素の多層析出が可能であり，酵素の高密度固定法として興味深い．しかし，得られる酵素膜は不安定で酵素が遊離しやすいた

め，電解重合膜形成等による酵素膜の安定性向上が不可欠であった．本研究では，酵素膜をより簡便な方法で安定化するため，UV 照射に

よる重合膜形成が可能なメタクリル酸エステルの導入を試みた．酵素としてはグルコースオキシダーゼを用い，得られた電極のグルコースセン

サ特性について調べた．種々のメタクリル酸エステルを用いて検討したところ，メタクリル酸ヒドロキシエチルで作製した電極が最も良いセンサ

性能を示した． 

 

 

(P42) 包接化合物形成による酵素膜電極応答の阻害を利用した検出法の検討 

(阪府大高専) ○中井 裕也，野田 達夫 

酵素膜電極とは，酵素を含む高分子架橋膜を電極上に形成したものであり，酵素反応と電極反応の共役に基づく応答が得られることからバ

イオセンサへと利用されている．一般に酵素は優れた基質特異性を有すると言われているが，中にはチロシナーゼのようにフェノール類を酸

化する選択性の低いものも存在し，必ずしも高選択的なセンサの構築へと結び付くものではない．そこで本研究では，基質と包接化合物を形

成するシクロデキストリンを測定溶液中に添加することで，酵素膜電極での応答を遮断すること，すなわち ON/OFF の切り替えができないか検

討を行った．さらに，そのセンサへの応用例として，①包接化合物形成の有無に基づく高選択的な検出法と，②包接される分子の入れ替えを

利用した間接的な検出法，これら二点へのアプローチについて報告する． 

 

 

(P43) 自己組織化単分子膜修飾電極での電子移動における膜｜溶液界面の役割 

（神戸大院理） ○塩田皓輝, 上木美里, 大堺利行 

チオールのような有機分子が金表面に自発的に化学吸着することによって形成される膜を自己組織化単分子膜，もしくは SAM という．本研

究では，生体膜での電子伝達体であるユビキノン 10（UQ）を組み込んだSAM修飾金電極を作製し，サイクリックボルタンメトリーおよび交流ボ

ルタンメトリーを用いて SAM と水溶液の界面（SAM｜W界面）が SAM 内部で起こる酸化還元反応の速度に及ぼす影響について検討した．

SAM 中に組み込んだ UQは，CV 測定により非常に電子移動速度の遅い反応を起こすことが確認できた．この要因として，SAM｜W界面が

プロトンの SAM 内への移動を抑制していることが考えられる．また，疎水性の大きなカチオンが，疎水性相互作用によって SAM 表面に吸着

し，SAM の立体的構造が破壊されることにより，水素イオンが SAM 中へ移動しやすくなることで，SAM 内で起こる UQ の電子移動速度が増

加することが示唆された． 
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(P44) 四級ホスホニウム型イオン液体中における酸素の電気化学的挙動 

(和歌山高専物質工) ○藤本隼斗，綱島克彦 

リチウム空気二次電池は次世代型ポストリチウムイオン電池の候補の一つとして期待されているが，空気極において発生する酸素活性種の

高い反応性によって電解液の分解が併発するという問題点が指摘されている．一方，イオン液体は難燃性，難揮発性，高い電気化学的安定

性などといった物理化学特性を有することから，リチウム空気二次電池の新たな電解質として注目されている．そこで我々は，高い安定性を有

する四級ホスホニウム型イオン液体に注目し，リチウム空気二次電池電解質としての可能性を探索することにした．本研究では，ビス(トリフル

オロメチルスルホニル)アミド（TFSA）アニオンを有する種々の四級ホスホニウム型イオン液体を選定し，対応する四級アンモニウム型イオン液

体と比較しながら，当該イオン液体類を電解液として用いたサイクリックボルタンメトリーにより酸素の電気化学的挙動を調査した結果を報告

する． 

 

 

(P45) 液相析出法によるニッケル水素二次電池用正極活物質の集電体表面析出と電荷移動抵抗低減効果 

（神戸大院工) ○瀧川雅史，牧 秀志，水畑 穣 

Ni-Al 系複層水酸化物(Ni-Al LDH)は陰イオン交換能を有した層状無機化合物であり, その高いイオン伝導性と優れた電気化学特性から

ニッケル水素(Ni-MH)電池の正極材料としての応用が期待されている. 我々はこれまで金属フルオロ錯体の加水分解平衡反応を利用した液

相析出(LPD)法により, 高純度かつ高結晶性を有したNi-Al LDHが得られる事を報告してきた. 本研究では, 液相析出法の基材形状追従性

を利用し, 集電体として用いる発泡ニッケル表面に直接析出することにより, 集電体と活物質間の密着性を向上させ, 電極反応における電荷

移動抵抗の低減を図った. 反応溶液の濃度条件等を最適化することで, 複雑な表面構造を有する発泡ニッケル表面に均一な膜厚の Ni-Al 

LDH の析出に成功した. さらに短時間の液相析出反応で大幅な電荷移動抵抗の低減が確認され, 電極反応の活性化エネルギーの低下が

確認された.  

 

 

(P46) 逆均一沈殿法によるビスマスルテニウム酸化物の合成とアルカリ水溶液での酸素発生・酸素還元特性 

(1 同志社大院理工，2 同志社大研究開発機構，3 同志社大理工) ○夘野木昇平 1，川口健次 2，盛満正嗣 1,3 

水素／空気二次電池は 800 Wh/L 以上のエネルギー密度が得られることなどが明らかとなっているが，正極での酸素過電圧の低減が今後

の課題となっている．本研究では，低過電圧で酸素発生・酸素還元が可能な触媒の開発を目的として，ナノ粒子が合成できると報告されてい

る逆均一沈殿法により，ビスマスルテニウム酸化物の合成を試みるとともに，これを用いたガス拡散型空気極のアルカリ溶液中での分極特性

を研究した．得られた酸化物は焼成温度により酸素比が変化し，前駆体形成時の溶液条件によって粒子サイズが大きく異なることが判った，

この触媒を用いた空気極を従来のものと比較した結果，酸素過電圧を大幅に低減できることが明らかになった． 

 

 

(P47) Bi2Ru2O7-z 触媒の合成と水素／空気二次電池の正極触媒への応用 

(1 同志社大院理工，2 同志社大研究開発機構，3 同志社大理工) ○山口翔平 1，川口健次 2，盛満正嗣 1,3 

水素／空気二次電池は高エネルギー密度な次々世代二次電池の一つとして期待されるが，正極での過電圧が大きいことが課題である．本

研究では，この二次電池の正極に用いる二元酸素触媒として Bi2Ru2O7-zを取り上げ，共沈法で合成する際の条件を検討するとともに，得られ

た酸化物で正極を作製した．また，この正極を用いた水素／空気二次電池の放電特性も研究した．その結果，単相の Bi2Ru2O6.92 が得られ，

これを用いた正極は従来の Bi2Ir2O7-z触媒を用いた正極よりも酸素過電圧が小さくなった．さらに，本研究で作製した水素／空気二次電池は，

出力密度が約 1.4倍に向上した． 

 

 

(P48) RuO2-Ta2O5 混合酸化物の結晶構造・表面形態とアルカリ性水溶液中での酸素還元特性 

(1 同志社大院理工，2 同志社大研究開発機構，3 同志社大理工) ○石村侑子 1，川口健次 2，盛満正嗣１,3 

水素／空気二次電池の正極では，放電時に大気中の酸素が還元され，充電時には水の分解により酸素が発生する．この電池のエネルギー

密度や電圧効率を高めるためには，これらの反応に対する分極を低減することが必要である．そこで，新たな二元酸素触媒の開発を目的とし

て，本研究では熱分解法で得られる RuO2-Ta2O5 混合酸化物のアルカリ性水溶液における酸素還元特性を研究した．熱分解温度を変えるこ

とで結晶構造の異なる 2種類の混合酸化物を合成し，回転円盤電極を用いて酸素還元に対する分極特性を検討した結果，混合酸化物中の

RuO2は低い熱分解温度では結晶性が低下し，これとともに酸素還元に対する電流密度が増加して，触媒活性が向上することが判った．  

 

 

(P49) 逆均一沈殿法による IrO2-Ta2O5 混合酸化物の合成と酸素反応に対する触媒活性 

(1 同志社大院理工，2 同志社大研究開発機構，3 同志社大理工) ○松田浩彰 1，川口健次 2，盛満正嗣 1,3 

水素／空気二次電池の正極反応は，放電が酸素還元，充電が酸素発生であるが，いずれも過電圧が高く，これを低減することが高いエネル

ギー密度を達成するために必要である．そこで，正極に用いる新たな二元酸素触媒を開発するため，IrO2-Ta2O5 混合酸化物を取り上げ，逆

均一沈殿法によるナノ粒子の合成を試みた．合成条件と酸化物粒子の結晶構造，組成，粒子サイズの関係を検討した結果，副生成物のな

い IrO2-Ta2O5粒子を得るにはNaイオンを含まないアルカリ性水溶液を用いる必要があることや，粒子サイズに金属塩溶液濃度や分散剤が影

響することが判った．さらに，この触媒を用いた正極の分極特性についても検討した． 

 

 

(P50) 炭素系正極を用いる水素／空気二次電池の充放電特性 

(1 同志社大院理工，2 同志社大研究開発機構，3 同志社大理工) ○照井信太郎 1，川口健次 2，盛満正嗣 1,3 

当研究室では，ニッケルを導電材とする正極と水素吸蔵合金負極を用いる水素／空気二次電池の開発し，これまでに 657 Wh/L のエネル

ギー密度が得られた．しかし，さらなる特性の向上には正極の軽量化や分極特性の改善が必要であり，その対策としてニッケルよりも軽く，か

つ高比表面積を有する導電材を用いることが考えられる．このような材料として，本研究では炭素系材料を用いる正極の開発を試み，正極担

体およびこれを用いた電池の特性を研究した．その結果，開発した正極は酸素還元の分極が大幅に低下し，これによって電池の放電特性が

向上するとともにエネルギー密度として 845 Wh/L を達成した． 

 

 



9/15 

(P51) ルテニウム系複合酸化物被覆電極の作製とアルカリ性水溶液での酸素発生に対する分極特性 

(1 同志社大院理工，2 同志社大理工) ○庄林寛幸 1，張 天 1，盛満正嗣 1，2 

アルカリ性水溶液からの酸素発生については，ニッケル合金がアルカリ水電解の陽極として知られているが，より高い耐久性と低過電圧を実

現できる陽極材料の開発が求められている．本研究では熱分解法で得られるBi2Ru2O7±z触媒に着目し，Ti基板上に薄膜として形成するため

の条件を検討するとともに，酸素発生に対する分極特性への影響を研究した．600 oC以上での熱分解によって Ti基板上への酸化物薄膜の

形成が可能となったが，薄膜は酸素過剰型のBi2Ru2O7+z粒子とRuO2粒子が混在する状態であることが判った．また，得られた電極の酸素発

生に対する分極は熱分解温度が低いほど小さくなることも明らかになった． 

 

 

(P52) IrO2-Ta2O5 被覆ニッケル電極の作製とアルカリ性水溶液からの酸素発生特性 

(1 同志社大院理工，2 同志社大理工) ○森下友樹 1，張 天 1，盛満正嗣 1,2 

アルカリ性水溶液からの酸素発生用陽極には Ni 合金が用いられているが，酸素発生過電圧が高いという課題がある．本研究では，より低過

電圧な陽極の開発を目的として，酸性水溶液からの酸素発生用触媒として知られている IrO2-Ta2O5混合酸化物をニッケル板上に形成する条

件を検討するとともに，濃厚アルカリ性水溶液からの酸素発生特性を研究した．IrO2-Ta2O5 触媒層の形成にはニッケル板の前処理が強く影

響し，王水でのエッチングが最も適していた．また，得られた電極は定電流電解試験においてNi板よりも低い電解電圧を示し，電圧削減効果

が見られた．  

 

 

(P53) 非晶質 IrO2-Ta2O5/Ti 電極の触媒組成とアルカリ性水溶液からの酸素発生に対する分極特性・耐久性 

(1 同志社大院理工，2 同志社大理工) ○熊本光佑 1，張 天 1，盛満正嗣 1,2 

アルカリ性水溶液からの酸素発生は，アルカリ水電解の陽極反応や水素／空気二次電池の正極における充電反応として知られている．いず

れも酸素発生過電圧の低減と，より耐久性の高い触媒材料の開発が課題である．本研究では，新たな触媒材料として低温熱分解により得ら

れる IrO2-Ta2O5混合酸化物を取り上げ，その触媒組成が酸素発生に対する分極特性や耐久性に及ぼす影響を研究した．得られた触

媒は非晶質 Ta2O5中に IrO2ナノ粒子が分散された構造であり， Irのモル比が大きくなると触媒の有効表面積が増加して，酸素発生過電圧

は低下した．また，連続電解では酸素発生によって触媒中の Ta2O5が選択的に消耗され，酸性水溶液とは異なることも明らかとなった． 

 

 

(P54) モデル電極を用いた金属―空気二次電池空気極三相界面の局所反応解析 

(1 京大院工，2JST さきがけ) ○池澤篤憲 1，宮崎晃平 1,2，福塚友和 1, 安部武志 1 

亜鉛―空気二次電池等の濃厚アルカリ水溶液を使用した金属―空気二次電池は，高い安全性および高い理論エネルギー密度を有すること

から電気自動車用電源として期待されている．しかし，実用化に向けては空気極のさらなる高出力化が必要である．空気極における反応は，

酸素，電解質，電子が出会ういわゆる三相界面でのみ起こることが知られており，高出力化のためには空気極に良好な三相界面をより多く形

成することが必要となる．そのためには，三相界面の基礎的な特性を調べ，空気極の設計指針を得ることが重要になってくると考えられる．本

研究では，平滑なモデル電極触媒を電解液に浸漬させ，垂直に引き上げることによりメニスカスを成長させたモデル電極を用いて，三相界面

の局所反応解析を行い，その基礎的な特性を調べた．その結果，電解液薄膜が良好な三相界面として働くことや有効な三相界面がオーム

損により制限されること等が示唆された． 

 

 

(P55) RRDE 法を用いた Pt/C 触媒上の酸素還元反応機構に関する一考察 

（1 奈良高専，2 同志社大，3 産総研） ○川上望美 1，山田裕久 1，小林貴宣 1，城間純 3，片倉勝己 1，稲葉稔 2 

固体高分子型燃料電池(PEFCs)では燃料を水素とした場合，水のみが生成することが一つの特徴である．しかしながら，空気極で起こる酸素

還元反応(ORR)では最終生成物としての水に加えて，中間体の過酸化水素が生成することが報告されている．過酸化水素は強酸化性である

ため，触媒の自蝕を加速させる可能性があることに加え，2電子反応であるため，ORRの活性低下の要因となりえる．そこで本研究では回転リ

ングディスク電極法(RRDE)を用い，Pt/C 触媒の担持密度を変化させたときの酸素還元電流および過酸化水素の生成率を評価し，酸素還元

機構について考察した． 

 

 

(P56) Pt 被覆状態の異なる Pt/Pd/C 触媒の電気化学特性 

(1 同志社大学，2 石福金属興業) ○溝上幸太 1，中村拳 1，青木直也 2，井上秀男 2，土井貴之 1，大門英夫 1，稲葉稔 1 

固体高分子形燃料電池のカソード触媒には高価な Pt が利用されているため，コストの削減には Pt 使用量の削減が求められている．Pt 使用

量削減には ORR 活性と Pt 利用率を高めることが必要であり，異種金属表面に Pt シェルを形成した Pt コアシェル触媒が期待されている．こ

れまで我々は，Pd コア/Pt シェル触媒(Pt/Pd/C)に着目して検討を進め，電位サイクル耐久性試験後，その ORR 活性が飛躍的に高まることを

報告した．その主な要因は耐久性試験後の触媒構造の変化によるものと考えられるが，その構造は As madeでの触媒構造に相関すると考え

られる．今回，Pt/Pd/C触媒のPt被覆状態に着目し，異なるPt被覆状態の触媒を作製した．得られた触媒の耐久性試験前後の触媒構造の変

化と ORR活性を報告する． 

 

 

(P57) PEFC 用 PtPd/C 合金触媒の酸素還元活性および微細構造の評価 

(1 同志社理工，2 石福金属) ○奥野紘介 1，白井瑛 1，青木直也 2，井上秀男 2，大門英夫 1，土井貴之 1，稲葉稔 1 

PEFC のカソード触媒に用いられている Pt は高価で希少な貴金属であるため，Pt 触媒の酸素還元反応(ORR)活性と利用率を向上させて Pt

使用量を削減し，PEFCの低コスト化を図ることが重要である．我々は高い Pt利用率と ORR活性が得られるカーボン担持 Pdコア/Ptシェル触

媒(Pt/Pd/C)に注目して検討を進めてきた 1)．Pt/Pd/C触媒はカーボン担持 Pd コア(Pd/C)を作製後，Cu-under potential deposition(Cu-UPD)法

で Pd コア表面に Cu シェルを設け，その後 K2PtCl4を添加して Cu シェルを Pt シェルに置換して合成される 2)．しかし，Cu-UPD/Pt 置換法は

工程が煩雑であり，触媒製造コストを高める要因となる．本研究ではカーボン担持PtPd合金触媒(PtPd/C)を含浸法によりone-pot合成し，電位

サイクル処理(ADT)あるいは化学的酸化還元処理(Cu-air)によって表面近傍の Pdを脱合金化した．この脱合金化によって Ptシェルを形成す

ることができればコア/シェル型触媒が得られ，触媒製造コストの低減が期待される．脱合金化による PtPd/C 触媒の微細構造と電気化学特性

の変化について報告する． 
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(P58) Pt/Pd/C コアシェル触媒における高活性化処理法の検討 

(1 同志社大理工，2 石福金属興業) ○白井 瑛 1，青木直也 2，井上秀男 2，大門英夫 1，土井貴之 1，稲葉 稔 1 

固体高分子形燃料電池のカソード触媒に用いられている Pt は高価で希少な貴金属であり，コストを高める要因になっている．我々は高い Pt

利用率とORR活性が得られるコアシェル触媒に注目し，Pdコア/Ptシェル触媒(Pt/Pd/C)について検討を進めてきた．Pt/Pd/C触媒は市販 Pt/C

触媒に比べて高い ORR活性を示し，さらにその ORR活性は電位サイクル耐久性試験(Accelerated Durability Test: ADT)によって大きく向上

した．組成分析と TEM観察から ADTによって Pdコアが酸化溶出し，触媒粒子が丸みを帯びた形態に変化していることがわかった．したがっ

てADTによる Pt/Pd/C 触媒のORR活性向上は Pdコアの酸化溶出に伴い，触媒表面の Pt原子が再配列したためと推測している．本研究で

はADTの保持電位と保持時間およびサイクル数を変化させ，得られたPt/Pd/C触媒のORR活性を評価した．Pt/Pd/C触媒の構造変化とORR

活性の相関を調べ，更なる ORR活性向上に向けた ADTプロトコルを考察した． 

 

 

(P59) Pt/Pd/C コアシェル触媒の酸素還元活性に与える Pd コア粒径の影響 

(1 同志社大理工，2 石福金属興業) ○中村拳 1，青木直也 2，井上秀男 2，大門 英夫 1，土井貴之 1，稲葉 稔 1 

PEFCのカソード触媒には高価な Ptが使用されているため，その使用量削減が求められている．Pt使用量削減には ORR活性と同時

に Pt 利用率を高めることが必要であり，異種金属コア粒子表面に Pt シェルを形成したコアシェル触媒が期待されている．我々は

ORR 活性と Pt 利用率が同時に高められる Pd コア/Pt シェル触媒(Pt/Pd/C)に着目して検討を進め，電位サイクル耐久性試験

(Accelerated Durability Test: ADT)によって Pt/Pd/C触媒の ORR 活性が大きく向上することを報告した．ADTによる ORR活性向上は

Pd コアの酸化溶出に伴って表面 Pt 原子が再配列し，平滑な Pt シェル形成と圧縮応力の発生に起因すると考えられる．本発表では

使用する Pdコアによってその酸化溶出と Ptシェルの再配列がどのように変化するかを調べるため，粒径の異なる Pdコアを用いて

Pt/Pd/C触媒を合成した．ADTによる Pt/Pd/C触媒の ORR活性と構造変化を調べ，Pdコア粒径の影響を検討した． 

 

 

(P60) Pt ナノ粒子単分散イオン液体により作製した燃料電池触媒 

(1 大阪大学，2 名古屋大学) ○山路佳佑 1，吉井一記 1，津田哲哉１，鳥本司２，桑畑進１ 

イオン液体は，高い熱的安定性や難揮発性などの特異的な物理化学的性質を併せ持つ材料である．イオン液体はその特異な性質から，近

年金属ナノ粒子を合成するための新たな反応場としての応用が期待されている．当研究室では，新規金属ナノ粒子合成法であるイオン液体-

スパッタリング法を提唱している．さらには，その手法を用いて調製した Pt ナノ粒子単分散イオン液体と炭素材料を混合して加熱撹拌するだ

けで，様々な炭素材料に Pt ナノ粒子を容易に担持可能であることも見出した．本研究では作製した Pt ナノ粒子担持炭素材料を燃料電池カ

ソード触媒へ応用することを考え，起動停止電位サイクル試験などの測定を行うことで，作製した材料の燃料電池触媒としての耐久性を評価

した．さらには，イオン液体が触媒活性能へ及ぼす影響を種々のイオン液体を用いることで調査したので併せて報告する． 

 

 

(P61) 非水溶媒中での水素化物イオンに対する電極触媒活性 

（1 関大院理工，2 産総研，3 関大化学生命工）○西田康大 1,2，妹尾博 2，清林哲 2, 近藤亮太 3，竹下博之 3 

水素化ホウ素化合物（MBH4:M = Li, Na, Kなど）をアノード側の燃料として用いる Direct Borohydride Fuel Cell(DBFC)は，水素化物イオン

BH4
−中の電子のエネルギー状態が高いため常温で高い動作電圧を有する．この DBFC の高性能化のため，アノード反応で効率よく電子を

発生させる触媒を見つける必要がある．しかしながら，このアノード反応の電極電位は水素電極電位より低いため，水溶液中では水素化ホウ

素化合物が自発的に加水分解してしまい，アノード反応を妨げてしまう．そこで我々は，非水系溶媒用いることにより電位窓を拡張して加水分

解反応を排除し，より正確なアノード反応の測定を試みた．本研究では，水素化ホウ素化合物の非水溶媒中におけるアノード触媒の活性を

評価し，H−から H2への水素の −1 価 / 0 価反応における金属の影響を明らかにすることを目的とした． 

 

 

(P62) 希土類酸化物添加 Pt 電極触媒におけるアンモニア酸化挙動 

（京大院工) ○片山祐，岡西岳太，室山広樹，松井敏明，江口浩一 

アンモニアは次世代の水素キャリアとして注目されており，そのエネルギー密度の高さから，アンモニアを直接燃料とする燃料電池の研究開

発が求められている．当研究グループにおけるこれまでの検討の結果，Pt電極でのアンモニア酸化反応活性向上には，被毒種であるN吸着

種の吸着抑制，活性種である OH 吸着種の吸着促進が重要であると予想された．しかしながら，N 種と OH 種の吸着挙動は類似の傾向を示

すために，合金化などの手法ではアンモニア酸化反応に最適な吸着特性をもつ触媒の構築は難しい．そこで本研究では，新たな手法として

Pt 触媒への希土類酸化物の添加に着目し，その効果を検討した．種々の電気化学測定の結果，希土類酸化物添加による OH 吸着種の Pt

活性サイトへの供給促進を確認した．さらに，当初の予測通り，OH 吸着種の供給促進の程度とアンモニア酸化電気量との間に明確な相関が

確認され，アンモニア酸化活性の向上を達成した． 

 

(P63) アンモニア SOFC 用新規アノード触媒の合成および発電特性評価 

(同志社大理工) ○横地隆次，橋之口道宏，土井貴之，稲葉稔 

固体酸化物形燃料電池(SOFC)は高温で作動するため，燃料の内部改質が可能であるという特徴を持ち，火力発電代替用の大型設置用燃

料電池として期待されている．燃料に関して，アンモニア(NH3)は容易に液化し，引火性が低く，さらに反応による堆積物がないため水素燃料

および炭化水素系燃料の代替として期待されている．当研究室では NH3に対して高い活性を示す Ni - Fe触媒を開発した．また触媒反応に

おける律速段階はNH3分子の吸着と残留窒素分子の脱離反応であるとし，高活性条件としてこれらのバランスを維持しつつ促進することが重

要であると考察した．そこで Fe と同様に高い NH3吸着能を持つと考えられる W，Ta，Nb に注目し，Ni 触媒に添加することで，その添加効果

を評価した． 
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(P64) ダブルペロブスカイト型酸化物を用いた固体酸化物形燃料電池用カソードの開発 

(京大院工) ○寺田亮介，室山広樹，松井敏明，江口浩一 

固体酸化物形燃料電池用カソードとして，電子・酸化物イオン混合伝導性を持つ材料の研究開発が広く進められている．中でも，特に高い

酸素拡散速度を持つ材料として，A サイトが秩序的に配列したダブルペロブスカイト型酸化物が注目されている．本講演では，秩序配列した

材料とそうでない材料を同じ組成にて新たに作成し，その物性や電気化学性能を評価した． 

 

 

(P65) 層状複水酸化物の合成とそのアニオン伝導性 

(京大院工) ○張心彤，宮崎晃平，福塚友和，安部武志 

近年，アルカリ雰囲気下で動作する，白金などの貴金属触媒を使用しないアニオン交換膜形燃料電池（AEMFC）が注目されている．AEMFC

はカソードでの酸素還元反応速度が速いことが特徴であるが，現行のアニオン交換膜では 80℃以上の作動温度に耐えられないことや，外気

から酸素を取り込む際に混入する二酸化炭素が電解質膜と反応し，劣化を引き起こすことが課題として挙げられる．これらの問題を解決する

ため新たな固体電解質材料として，層状複水酸化物（LDH）の燃料電池への応用が期待されている．しかし，LDH のアニオン伝導メカニズム

には未だ未解明な部分があり，その伝導特性を明らかにする必要がある．そこで，本講演ではホスト構成カチオンの比率及び構成カチオン種

を変えた LDHの作製及び，アニオン伝導特性を報告する． 

 

 

(P66) 電解沈降を用いた金属-空気電池用 Mg-Al 系 LDH イオノマーの物性評価 

(奈良高専) ○北口雄也, 山田裕久, 片倉勝巳 

近年，層状複水酸化物(Layered Double Hydroxides, LDH)は，空気電池や燃料電池用イオノマーや電解質などに使用されるイオン伝導体と

して期待されている．代表的な LDHであるMg-Al系 LDHは 2-3価金属の比や層間アニオンの違いにより，イオン伝導率が変化することが知

られている．本研究では，電極表面に直接 LDH を析出させる電解沈降法と一般的な LDH 合成法である共沈法を用いて LDH を合成し，イ

オン伝導率やセル性能を評価した． 

 

 

(P67) 二価のマグネシウムイオンを伝導種とする新規な固体電解質 

(阪大院工) ○山根愛未，田村真治，今中信人 

高いイオン伝導性を有する新規な二価マグネシウムイオン伝導体の開発を目指し，イオン伝導に適した 3 次元網目構造を有する NASICON

型リン酸塩 HfNb(PO4)3 を母体として選択し， 4 価のハフニウムイオンサイトを 2 価のマグネシウムイオンで部分置換した

(MgxHf1−x)4/(4−2x)Nb(PO4)3 の合成を行った．その結果，合成した試料の中でも (Mg0.1Hf0.9)4/3.8Nb(PO4)3 が最も高い導電率（600 °C : 

1.21 × 10−4 S∙cm−1）を示し，中低温領域でβ-硫酸鉄型構造を有する Mg0.7(Zr0.85Nb0.15)4(PO4)6を超える高いイオン伝導性を示すことが明らか

となった．これは(Mg0.1Hf0.9)4/3.8Nb(PO4)3の格子歪みがより小さいため，格子中をイオン伝導しやすくなったことにより，活性化エネルギーが低

下したためと考えられる．また，Tubandt法による電気分解を行うことで，定量的にマグネシウムイオン伝導の実証にも成功した． 

 

 

(P68) 新規な固体電解質型 CO ガスセンサ 

(阪大院工) ○平晴斗，田村真治，今中信人 

一酸化炭素(CO)は，主に有機化合物が不完全燃焼した際に発生する気体であり，低濃度でも中毒死を引き起こす有毒ガスとして知られてい

ることから，ガス発生箇所に設置することで CO 濃度を常時モニタリング可能な小型のセンサの開発が求められている．これまでに小型の CO

ガスセンサとして様々なセンサが提案されているが，固体電解質型センサは固体電解質の「特定のイオンを選択的に伝導する」という性質を

利用することで優れたガス選択性を示すことに加え，全固体素子であることから小型センサとして適した方式と考えられる．そこで，本研究で

は新規な固体電解質型 CO ガスセンサの開発を目指し，当研究室で開発した固体電解質型 CO2 センサと CO 酸化触媒である

10wt%Pt/Ce0.68Zr0.17Sn0.15O2.00とを組み合わせることで，CO ガスを触媒により CO2へと酸化し，その CO2濃度を測定することで CO 濃度を検

出できるセンサを作製し，その CO検出特性を調べた． 
 

 

(P69) 硫化リチウム-ヨウ化リチウム系材料を正極活物質として用いた全固体リチウム電池の充放電特性 

(阪府大院工) ○計 賢，林 晃敏，辰巳砂 昌弘 

全固体電池の高エネルギー密度化に向けて，硫黄(S)や硫化リチウム(Li2S)などの高容量電極活物質の利用と，電極層中の活物質の割合の

増加が求められている．単純に電極層中の S や Li2S の含有量を増加させると，それらは絶縁体であるため，活物質の利用率は低下する．本

研究ではLi2Sのリチウムイオン伝導性を増大させるために，Li2SとLiIからなる固溶体の作製を試みた．メカニカルミリング法によって得られた

Li2S と LiIの固溶体は，Li2Sよりも約 2ケタ高いリチウムイオン伝導度を示すことがわかった．また Li2S-LiI系固溶体と導電剤の複合体を正極

に用いた全固体電池は充電し，放電が可能であったことから Li2S-LiI 系固溶体は電極活物質と固体電解質の 2 つの役割を担うことがわかっ

た．当日の発表では，電極層にさらに固体電解質を添加し，作製した複合体を用いた全固体電池の充放電特性についても報告する． 

 

 

(P70) アモルファス TiS3 を正極活物質に用いた全固体ナトリウム二次電池の充放電特性 

(阪府大院工) ○谷端直人，林 晃敏，辰巳砂昌弘 

我々はこれまでに，バルク型全固体ナトリウム二次電池 Na15Sn4/Na3PS4/TiS2が常温において，約 90 mAh (g-TiS2)
-1 の容量を示すことを報告

している．本研究では，電池の高容量化に向けて，より高い理論容量 (558 mAh g-1) を有する正極活物質として TiS3に注目した．TiS3結晶

は充電時に分解し，容量が低下することが報告されている．そこで本研究では，アモルファス TiS3を正極活物質に用いた電池を作製し，特性

評価を行った．サイクル特性やレート特性向上に向けて，交流インピーダンス法によりセル抵抗を評価し，その低減を試みた．アセチレンブ

ラック (AB) を添加したアモルファス TiS3電極は，300 mAh (g-TiS3)
-1を超える容量を 5サイクルの間保持した．また，Na15Sn4負極側にも AB

を添加することによって電池のレート特性が向上した． 
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(P71) ナトリウムイオン伝導性 Na2S-P2S5-P2O5 系ガラスおよびガラスセラミック電解質の特性と構造 

(1 阪府大院工，2 京大 ESICB) ○中村雄太 1，谷端直人 1，林 晃敏 1,2, 辰巳砂昌弘 1 

全固体ナトリウム二次電池は豊富なナトリウム資源を背景に低コストの次世代電池として期待されている．全固体ナトリウム二次電池の実現に

は，高いナトリウムイオン伝導性を示す固体電解質の開発が必要不可欠である．我々はこれまでに，メカニカルミリングと続く熱処理によって

得られるNa3PS4ガラスセラミックスを用いて，室温で充放電可能な全固体ナトリウム電池の作製に取り組んできた．このNa3PS4ガラスセラミック

スには立方晶 Na3PS4 が析出しており，高ナトリウムイオン伝導性を示すことが分かっている．本研究では，75Na2S･25P2S5(mol%)組成の P2S5

を一部 P2O5 で置換した 3 成分系ガラスおよびガラスセラミックスを作製した．得られた固体電解質に対して構造解析や導電率測定を行い，

P2O5による置換が構造や物性に与える影響について検討した． 

 

 

(P72) Li3BO3 ベース酸化物ガラスセラミック電解質の作製と評価 

(1 阪府大院工，2 北大院工) ○長尾賢治 1，高野良平 1，林 晃敏 1，忠永清治 2，辰巳砂昌弘 1 

全固体電池の実現に向けて，固体電解質の研究が盛んに行われている．酸化物固体電解質は化学的安定性に優れるというメリットがあるが，

一般的に粉末成形のみでは粒界抵抗を低減するのが困難であり，高いリチウムイオン伝導性を発現させるには高温で焼結する必要がある．

そこで低融性酸化物であるLi3BO3に注目した．Li3BO3ガラスは室温で 10-7 S cm-1程度の導電率を示し，電解質として使用するには導電率の

増加が必要である．本研究では Li3BO3をベースとして，Li2SO4や Li2CO3などを添加した擬二成分系電解質ガラスをメカノケミカル法により作

製した．このガラスを熱処理することでガラスセラミックスを得た．ガラスセラミックスの導電率は 90Li3BO3・10Li2SO4 (mol%)組成で最大となり，

室温で 1.4×10-5 S cm-1の値を示した．この電解質を用いた酸化物型全固体リチウム電池 In/LiCoO2は室温で二次電池として作動した． 

 

 

(P73) 微小電極を用いた Li2S-P2S5 系ガラスセラミックス電解質/Li 電極界面の電気化学的解析 

(1 阪府大院工，2JST-ALCA) ○惟高直人 1,2，樋口栄次 1，知久昌信 1,2，井上博史 1 

従来のリチウムイオン二次電池における安全面での問題を解決するために，不燃性の無機固体電解質を用いた全固体電池に注目が

集まっている．その中でも，Li2S-P2S5 系固体電解質は，高いリチウムイオン導電性を持つことから実用化が期待されているが，電

極/固体電解質間での電荷移動反応が遅いことが課題となっている．本研究室では，以前に微小リチウム金属電極とガラス電解質界

面での電気化学的な Li 溶解析出反応について有機電解液との詳細な比較を行った．本研究では，室温で有機電解液に匹敵する

10-3 S cm-1 の高い伝導度を示す 70Li2S-30P2S5ガラスセラミックス電解質を用いて，微小 Li 電極との界面における電気化学的な Li

溶解析出反応の活性化エネルギー(Ea)を求めた．その結果，Ea はガラス電解質を用いた場合よりも大きな値を示した．このことか

ら，ガラスセラミックス電解質/Li 電極界面の電荷移動の機構はガラス電解質/Li 電極界面のものとは異なっていることが示唆され

た． 

 

 

(P74) 硫黄-ミクロ多孔性炭素複合正極の開発とリチウム及びシリコン/硫黄電池への適用 

(関西大) ○高橋卓矢，山縣雅紀，石川正司 

次世代型蓄電池の正極材料として有望な硫黄は 1672 mAh g-1という極めて高い理論容量と約 2 V vs. Li/Li+の作動電圧を有しており，近年

検討が進められている．しかしながら，充放電過程において形成する活物質の反応中間体であるリチウムポリスフィド Li2Sn (n=8-1)の一部が

電解液中に溶出してしまい，電解液成分によっては溶出した Li2Snと不可逆的な反応を起こしてしまうことが大きな課題となっている．我々は，

硫黄を1 nm以下の細孔を豊富に有するミクロ多孔性炭素に担持することによって，この問題の解決に取り組んだ．合成した硫黄-ミクロ多孔性

炭素複合体は，本来単体の硫黄正極では充放電不可能な電解液中においても高効率で充放電可能であることを見出し，負極材料としてリ

チウムだけではなくシリコンを用いても安定に充放電作動することを明らかとしてきた．本発表では，これらの結果を踏まえてこの硫黄正極の

可能性について議論する． 

 

 

(P75) コンバージョン反応により進行するアルミニウム二次電池用正極活物質の探索 

(阪府大院工) ○國澤剛志，樋口栄次，知久昌信，井上博史 

ポストリチウムイオン二次電池として多価カチオンになる金属を負極に用いる電池が注目されており，負極金属としてマグネシウム，カルシウム，

アルミニウムが挙げられる．中でもアルミニウムは 3価のカチオンを形成し，体積あたりの容量はリチウムの約 4倍(8043 mAh g-1)を示す．このよ

うな特性を持つアルミニウム二次電池に着目し，本研究では以前までに，正極にフッ化銅，負極に金属アルミニウム，電解液には塩化アルミ

ニウムを溶解させたジプロピルスルホン溶液を用い，コンバージョン反応により進行するアルミニウム二次電池を作製した．しかし，充放電過

程で電解液中の塩化物イオンと銅が反応し，塩化銅が生成していることが示唆された．そこで今回，正極活物質として遷移金属塩化物に着

目し，コンバージョン反応により進行するアルミニウム二次電池を新たに作製した． 

 

 

(P76) リン酸リチウムコート LiNi0.5Mn1.5O4 正極活物質を用いた全固体リチウム二次電池の評価 

（阪府大院工） ○由淵 想，伊東裕介，松山拓矢，林 晃敏，辰巳砂昌弘 

パルスレーザー堆積法（PLD 法）を用いて，5V 級正極活物質である LiNi0.5Mn1.5O4粒子上に Li3PO4固体電解質薄膜をコーティングした．表

面修飾された LiNi0.5Mn1.5O4 正極と 80Li2S·20P2S5 ガラスセラミック電解質，In 負極を用いた全固体リチウム電池を作製した．未修飾の

LiNi0.5Mn1.5O4正極を用いた電池に比べて，作製した電池の初期充電後の正極－電解質界面の抵抗は大きく低減し，5V 級正極を用いた全

固体電池を室温で充放電させることが可能となった． 
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(P77) 5 V 級高電位正極用耐酸化性電解液の設計 

（1 同志社大理工，2GS ユアサ）○増原 麟 1，橋之口 道宏 1，土井 貴之 1，稲葉 稔 1 井上秀美 2，中川裕江 2，稲益 德雄 2，吉田 浩明 2 

現在広く利用されているリチウムイオン電池の正極活物質である LiMn2O4 および LiCoO2 は，充放電電位が 3.9-4.2 V 程度であるが，

LiNi0.5Mn1.5O4は約 4.7 Vの高い電位で作動する．このため，5 V正極材料は高いエネルギー密度を持つリチウムイオン電池の正極として期

待されているが，他方，充電時に電解液の酸化分解が起こりやすいという本質的な課題を抱えている．本研究では，高電位正極での電解液

の酸化分解を抑えて充放電特性を向上させることを目的として，新しいコンセプトの電解液を設計し，LiNi0.5Mn1.5O4 正極の充放電特性を調

べたので報告する． 

 

 

(P78) 高電圧作動正極に対するフッ素置換溶媒を用いた電解液組成の検討 

(1 関西大，2 ダイキン工業(株)) ○増田晃佳 1，坂田英郎 2，三浦俊郎 2，有馬博之 2，山崎穣輝 1,2，山縣雅紀 1，石川正司 1 

リチウムイオン二次電池の高電圧作動時では電解液の酸化分解が懸念される．そこで，耐酸化性に優れるフッ素置換電解液が期待されてい

る．これまでに，有機溶媒またはフッ素置換溶媒のみを含んだ電解液の比較をもとに検証を行い，フッ素置換溶媒の優れた特性を報告してき

た．本研究では，フッ素置換電解液の乏しいレート特性を改善するとともに，高電圧での安定作動といった二次電池にとって重要な諸特性が

両立するよう，LiNi0.5Mn1.5O4 正極の組成の最適化を試みた．その際，充放電挙動とともに電極/電解液界面の調査を行った．また， 60˚C の

高温試験を行い，フッ素置換溶媒を含んだ電解液が及ぼす電気化学的特性を検証した． 

 

 

(P79) フッ素置換溶媒の 5V 級 LiNi0.5Mn1.5O4 正極への適用と正極劣化抑制効果の機構解明 

(1 関西大化学生命工，2 ダイキン工業(株)) ○竹内祥太 1，坂田英郎 2，三浦俊郎 2，有馬博之 2 山崎穣輝 1,2 ，山縣雅紀 1，石川正司 1 

我々は，高電圧作動・高安全性を達成するための電解液として，難燃性であり高い耐酸化性を示すフッ素置換溶媒を 5V 級正極である

LiNi0.5Mn1.5O4 に適用した．LiNi0.5Mn1.5O4 に 2 成分系のフッ素置換溶媒を適用した場合，充放電試験の結果においてフッ素置換溶媒系は

標準溶媒系と比較して良好なサイクル特性を示し，セルの性能が向上する結果となった．本発表では，両電解液系におけるこのサイクル挙動

の違いを，電位保持試験によるリーク電流の測定，ハーフセル及び対称セルを用いた交流インピーダンス試験による抵抗成分の調査などを

基に行った．その結果，正極側において，フッ素置換溶媒系はサイクルに伴う抵抗増加の抑制に寄与することが明らかとなった．さらに，この

ような劣化抑制効果が確認された原因を，XPS測定による電極表面の化学的成分の調査を基に説明する． 
 

 

(P80) ５V 級正極材料 LiCoMnO4 の合成時における酸素放出・吸収機構 

(阪市大院工) ○山本紘也，有吉欽吾，小槻 勉 

リチウムイオン蓄電池用正極材料であるリチウムコバルトマンガン酸化物は，コバルトの置換量を増加させるにつれて５V領域での反応量が増

大し，高エネルギー密度な正極材料となる．しかしながら，コバルトの置換量がある一定量以上においては，５V 領域の容量が飽和してしまい，

コバルト置換量が最大となる LiCoMnO4では，その容量は理論の７０％程度でしかない．これまでの検討結果から，この容量飽和現象は材料

の化学組成の不定比性に起因すること，さらにこの不定比性が合成過程における不可逆な酸素の放出・吸収過程によって引き起こされること

が徐々にわかってきた．そこで本研究では LiCoMnO4の合成過程について，熱重量分析および X 線回折測定により検討することで，酸素の

放出・吸収機構を明らかにするとともに，LiCoMnO4 の合成手法について最適化を行うことで高活性な材料の合成を試みた結果について報

告する． 

 

 

(P81) 合成条件の異なるリチウムニッケルマンガン酸化物の検討 

(1 京大産官学，2 産総研) ○千葉一毅 1，鹿野昌弘 2，栄部比夏里 2，小久見善八 1 

リチウムニッケルマンガン酸化物 O3-Li2/3Ni1/3Mn2/3O2は，P3-Na2/3Ni1/3Mn2/3O2の Na+を Li+にイオン交換することで合成される．これまでに，

その結晶構造や電気化学特性についての検討がなされており，サイクル特性に難点があることが報告されている．最近，我々は，

O3-Li2/3Ni1/3Mn2/3O2 の結晶構造を熱処理により制御することで，電気化学特性が改善することを報告した．この結晶構造を制御した

O3HT-Li2/3Ni1/3Mn2/3O2 は，電圧降下が大きいものの高エネルギー密度正極材料の有力な候補である．今回，さらなる特性改善を目指して合

成条件のパラメータの最適化を行った．発表では，合成条件のパラメータと電気化学特性の関係について議論する． 

 

 

(P82) フッ化物ゾル―ゲル法を用いたリチウム二次電池正極用フッ化鉄(III)の合成と電気化学特性 

(京大院エネ科) ○田和慎也，松本一彦，萩原理加 

リチウム二次電池の新規正極材料の候補に挙げられるフッ化鉄(III)は，リチウムイオンとのコンバージョン反応を含む 3 電子分の反応により，

712 mAh g-1もの理論容量を有し興味深い材料である．しかしながらコンバージョン反応に起因するサイクル劣化などの解決すべき課題があり，

これまで様々な研究がなされているが十分な性能は得られていない．本研究においてはコンバージョン反応の特性向上を目的とし，高比表

面積を有する生成物を特徴とするフッ化物ゾル―ゲル法を用いてフッ化鉄(III)の合成を試みた．合成における無水フッ化水素の混合比や

フッ素ガス下での加熱処理温度が物性へ与える影響を調べた上で，リチウム二次電池正極材料としての性能を調べるため充放電試験を行っ

たので，これを報告する． 
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(P83) バイオマス利用によるアントラキノン系正極活物質の開発 

(1 関大院理工，2 産総研，3 関大化学生命工) ○津崎淳志 1,2，安藤尚功 2，八尾勝 2，清林哲 2，竹下博之 3，近藤亮太 3 

我々は，リチウムイオン電池用正極活物質として，キノン類に代表される酸化還元活性な有機化合物に着目している．有機化合物を用いた有

機二次電池は，充放電を繰り返すと活性が低下するが，その主な原因は，活物質の欠点である電解液への溶出と考えられている．本研究で

は，バイオディーゼルプロセスで副生するグリセリンからできるポリグリシドール(pGD)を基材とし，アントラキノン(AQ)を活物質とした新しい難溶

解性の正極活物質である pGD-AQ を合成した．pGD-AQ を活物質としてコイン型ハーフセルを作製し，充放電特性を評価した．その結果，

AQ 単体の場合ではサイクル毎に放電容量が減少し続けたのに対して，pGD-AQ は 100 サイクル後でも安定した放電容量を維持し，pGD へ

の AQ の導入が有効であることを明らかにした．NMR 測定の結果から，pGD に導入された AQ の割合と放電容量との間に正の相関があるこ

とが示唆された． 

 

 

(P84) ナフトキノン誘導体を正極活物質に用いた有機二次電池 ―高分子化によるサイクル特性の改善― 

(1 関大院理工，2 産総研，3 関大化学生命工) ○沼本竜宏 1,2，八尾勝 2，安藤尚功 2，清林哲 2，近藤亮太 3，竹下博之 3 

我々は，リチウム二次電池の正極活物質であるレアメタル酸化物の代替材料として酸化還元活性有機材料を正極活物質に用いた有機二次

電池の研究を行っている．有機活物質は高い放電容量を示す一方で，充放電時の電解液中への溶出により，充分なサイクル特性を示すも

のは少ない．そこで我々は，電解液中への活物質の溶出を抑制するため，高分子化を試みた．本研究では，高容量が期待できる 1,4-ジヒドロ

キシ-5,8-ナフトキノン(DHNQ)を，ホルムアルデヒドもしくは単体硫黄と反応させることにより有機溶媒に対して難溶な高分子化試料を得た．充

放電測定では，単量体であるDHNQの初回放電容量は192 mAh g-1を示したが，50サイクル後の放電容量は60 mAh g-1程度まで減少した．

一方で高分子化後の試料の初回放電容量は 260 mAh g-1まで改善し，50サイクル後も 150 mAh g-1と高い放電容量を維持していた．このこと

から，高分子化が放電容量やサイクル特性の改善に有効であることが示唆された． 

 

 

(P85) Glyme 系電解液の組成調整による有機二次電池のサイクル特性の改善 

(1 関大化学生命工，2 産総研) ○小弓場寛将 1,2，八尾勝 2，安藤尚功 2，清林哲 2，近藤亮太 2，竹下博之 2 

リチウム二次電池の正極活物質であるレアメタル酸化物の代替材料として低分子性有機活物質に着目している．有機活物質は高い放電容

量を示す一方で，サイクル特性が十分でない．その一因として電解液への活物質の溶出が挙げられており，活物質だけではなく電解液部位

の改良も求められている．今回，活物質に 5,7,12,14-ペンタセンテトロン(PT)(理論容量:317 mAh g
−1)を用いて，Glyme系電解液の組成がサイ

クル特性に及ぼす影響を検討した．本研究では溶媒にテトラグライム (4EG)，電解質塩に LiTFSI を用い，様々な濃度の電解液を調製した．

1 mol L
−1 の電解液では十分なサイクル特性が得られず，活物質の多量溶出が認められた．一方，濃厚溶液ではサイクル特性が安定化し，

活物質の溶出も少量になる傾向を見出した．当日は他の電解質塩を用いたサイクル特性についても発表する． 

 

 

(P86) FSI イオン液体電解液を用いたミクロンオーダーSi 粒子からなる負極の特性向上 

              (1 関西大化学生命工，2 第一工業製薬，3 エレクセル，4 アイ・エレクトロライト） 

○久郷賢人 1，内田悟史 1，村上賢志 2，齊藤恭輝 2，東崎哲也 3，石古恵理子 3，河野通之 4，山縣雅紀 1,4，石川正司 1,4 

リチウムイオン電池  (LIB) の開発において，安全性の向上と高エネルギー密度化が必要な要素となっている．我々はこれまでに

bis(fluorosulfonyl)imide（FSI−）をアニオンとしたイオン液体にリチウム塩を溶解させた電解液中において，添加剤を一切用いず，種々の電極

の充放電が可能であり，一般的な有機電解液に匹敵あるいは凌駕する電池特性が得られることを報告した．また，Si 負極は一般的に，充放

電時の Si粒子の大きな体積変化により電極構造の崩壊や Si粒子の電子接点の損失を引き起こすという致命的な欠点を持つ．この欠点の解

決策として Si のナノ化を中心とする活物質自体の改良がほとんどであるが，我々は，ポリイミドをバインダーとして用いることでミクロンサイズの

結晶性 Si粒子に対してもサイクル特性が改善することを報告した．そこで本研究では，実用化を念頭にミクロンサイズの Si負極と安全性に優

れた FSI系イオン液体の組み合わせによる電池性能向上の可能性について検討を行った． 
 

 

(P87) 顕微ラマン分光法を用いたリチウムイオン電池用 Si 負極の劣化解析 

(1 鳥取大院工，2 鳥取大 GSC 研究センター) ○清水雅裕 1,2，薄井洋行 1,2，坂口裕樹 1,2 

Si はその高い理論容量からリチウム二次電池の負極材料として非常に魅力的な材料ではあるものの，Li との合金化－脱合金化にともなう体

積変化により電極崩壊が起こるため充放電サイクル寿命に乏しいという問題を有する．これに対しわれわれはイオン液体を電解液に適用する

ことで Si 電極の負極特性が従来の一般的な有機電解液と比較して向上することをこれまでに見出している．ただし，この負極性能改善のメカ

ニズムは未だ不明な点が多い．これらを明らかにすることがさらなる負極特性の向上につながる電解液の設計指針になるものと考えている．

本研究では結晶性Siが充放電（合金化－脱合金化）後に非晶質化する現象を利用し，電極上でリチウムと反応した Siの部位を顕微ラマン分

光法によりマッピングすることで，イオン液体電解液中における Si電極のサイクル性能向上のメカニズムを検討した． 

 

 

(P88) Li-Naphthalene 錯体溶液を用いた鱗片状シリコン負極の Li プレドープの検討 

(1 同志社大院理工，2 デンソー) ○益尾雄大 1，吉田周平 1,2，柴田大輔 2，春田正和 1，土井貴之 1，稲葉稔 1 

Si 材料は，大きな理論容量を有するためリチウム二次電池用負極材料として注目を集めているが，充放電サイクル時の応力によって微粉化

が発生し寿命特性が悪化するという問題が存在する．当研究室では，この問題に対し鱗片状シリコン粉末を用いて微粉化を抑制し，良好な

サイクル特性が得られることを報告してきた．一方で，鱗片状シリコン負極実用化に際して，初回の大きな不可逆容量が問題となる．これまで

に，Li 金属接触法による Si への Li プレドープなどの対策が取られてきたが，ドープ量のコントロールや実用性の点で問題が存在する．本研

究では，Li-Naphthalene錯体溶液を用いることにより簡便かつドープ量の制御が可能な Liプレドープが可能か検討した． 
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(P89) ラムスデライト型チタン酸リチウムの粒径制御とその充放電特性 

（同志社大理工）○金澤亮太郎，春田 正和，土井貴之，稲葉 稔 

現在，大型リチウムイオン電池（LIB）の負極として，高安全化，低コスト化が可能である 1.0 V 以上の電位で作動する高電位負極が注目され

ている．しかし，実用化されている高電位負極スピネル型チタン酸リチウム(s-LTO）の理論容量が 175 mAh g-1と低く，エネルギー密度を高め

る必要があるため，更に高容量な高電位負極が切望されている．これに対し，ラムスデライト型酸化チタンは高い理論容量（335 mAh g-1）と球

状粒子のため高いタップ密度を有し，新規高電位負極として期待される． 本研究では，TiO2(R)の粒子径の低減と電子導電性の向上を目的

として，最終焼成前にクエン酸及びカーボンナノチューブ(CNT)を炭素源とした炭素複合化処理を試み，充放電特性を評価した．その結果，

TiO2(R)電極の重量あたりの容量は，243.8 mAh g-1の初回放電容量を示し，サイクル特性も良好な結果を示した． 

 

 

(P90) Na[FSA]–[C3C1pyrr][FSA]イオン液体中におけるナトリウム二次電池用ハードカーボン負極に関する検討 

              (1 京大院エネルギー科学，2 京大 ESICB，3 住友電工(株)，4 住友ベークライト(株)) 

○山口哲司 1，野平俊之 1,2，萩原理加 1,2，沼田昂真 3，福永篤史 3，酒井将一郎 3，新田耕司 3，炭山宜也 4，竹内 健 4 

ナトリウム二次電池は電気自動車や電力貯蔵用の中・大型二次電池として有望である．筆者らは性能と安全性を兼ね備えたナトリウム二次電

池の開発を目指し，難燃性・難揮発性を有するアミド系イオン液体を電解質として用いる検討を行ってきた．特に，Na[FSA]–[C3C1pyrr][FSA]

イオン液体は，広い温度領域において安定であり，ナトリウム二次電池用電解質として有望である．既に，このイオン液体中でハードカーボン

(HC)負極が 363 Kにおいて，安定に作動することを報告してきた．しかし，HC負極については HCの種類によって充放電特性が異なるなど

未解明の部分も多い．本研究では，2種類のHCの物性を種々の機器分析により調べた．次に，363 K のNa[FSA]–[C3C1pyrr][FSA]イオン液

体中での HC負極の充放電曲線を測定した．これらの結果より，HCの物性が充放電特性に与える影響を考察した． 

 

 

(P91) 液相析出法を用いた SnO2 ナノ粒子の結晶性によるナトリウムイオンの脱挿入特性 

(神戸大院工) ○柴田祐也，牧 秀志，水畑 穣 

近年，研究が盛んになされているカーボネート系電極と比較して分子量が大きい SnO2では，リチウムイオンとナトリウムイオンの相対的な重量

の差異は小さく，重量エネルギー密度の観点から有益である. また SnO2はコンバージョン反応を示し, ナトリウムイオンと二段階で反応するこ

とから容量の向上も期待されている. 本研究では，30 ºC の反応条件で液相析出法により SnO2ナノ粒子を作製し，サイクリックボルタモグラム

から電極特性を検討した. 焼成処理を施さなかった試料では結晶性が低く, 酸化還元ピークが得られなかったことからナトリウムイオンとの反

応性が低いことが確認された. 結晶性を向上させるため 500 ºC で焼成した試料においては酸化還元ピークが明瞭に確認された. 以上の結

果から結晶性がナトリウムイオンの脱挿入反応に影響を与えていることが示唆された. 今後は XRD を用いて各反応段階における結晶構造に

ついて検討する. 

 

 

(P92) Nb をドープした TiO2 からなる電極のナトリウム二次電池負極特性 

(1 鳥取大院工，2 鳥取大 GSC 研究センター) ○吉岡翔 1,2，薄井洋行 1,2，和佐田国聖 1,2，坂口裕樹 1,2 

ナトリウムイオン電池（NIB）は定置用蓄電池として有望であり，その負極活物質に関しては合金化反応に基づき高い充放電容量を示す Snや

P を用いた材料の開発が盛んに行われている．一方で，Li4Ti5O12がリチウム二次電池（LIB）負極として実用化されたように，インサーション反

応系の活物質は容量に劣るもののサイクル安定性に優れるため重要である．われわれはルチル型 TiO2が c軸方向へ高い拡散係数を持つこ

とに着目し，これを 10−50 nm のサイズとしたうえで LIB 負極に適用することで優れた電極性能が得られることを報告してきた．特に，TiO2に

Nb をドープすると電子伝導性が改善され負極性能が飛躍的に向上することを見出している．本研究では，同じく一価のアルカリ金属イオンの

挿入－脱離に基づく蓄電池という観点から，Nb をドープしたルチル型 TiO2を NIB 負極に適用しその電気化学的特性を調査した． 

 

 

(P93) Sn-P 化合物電極の電気化学的 Na 吸蔵－放出特性 

(1 鳥取大院工，2 鳥取大 GSC 研究センター) ○坂田拓馬 1,2，薄井洋行 1,2，清水雅裕 1,2，坂口裕樹 1,2 

ナトリウム二次電池（NIB）の研究において，ハードカーボンを負極とすることで約 200 mA h g-1の可逆容量で充放電が可能であることが最近

報告されているが，電池の高エネルギー密度化のために，より多くの Na 吸蔵を可能とする負極材料の開発が求められている．しかしながら，

Sn（847 mA h g-1）や P（2596 mA h g-1）などの高容量負極材料は充放電にともなう激しい体積変化により電極が崩壊するためサイクル性能に

乏しいという問題を抱えている．このため，これらを単体で用いてもその高容量を活かすことは困難である．他方，リチウム二次電池の研究に

おいて Snおよび Pからなる化合物は比較的安定なサイクル性能をもたらす活物質として知られている．本研究では Sn-P化合物が NIB用負

極としても高い電極性能を示すものと期待し，その負極活物質への適用を行った． 

 

 

(P94) イオン液体中での黒鉛へのリチウムイオン挿入における二価カチオンの影響 

(京大院工) ○永田真悟，宮崎晃平，福塚友和，安部武志 

N,N-diethyl-N-methyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium (DEME)に代表される四級アンモニウムカチオンからなるイオン液体は広い電位窓をも

ち，リチウムイオン電池電解液として研究されている．しかし，黒鉛負極ではカチオンがリチウムイオンよりも貴な電位で黒鉛に挿入し，リチウム

イオン挿入が進行しない．アニオンとしてbis(trifluoromethanesulfonyl)amide (TFSA)ではなくbis(fluorosulfonyl)amide (FSA)を用いるとリチウ

ムイオン挿入脱離が進行することが報告されている．本研究では FSAを含まないDEMETFSA中での黒鉛へのリチウムイオン挿入を目指して，

イオン液体中では析出も黒鉛への挿入も進行しない不活性な二価カチオンを DEMETFSA に添加し，黒鉛の電気化学挙動を調べた．

Mg(TFSA)2 を添加した結果，リチウムイオンの挿入が進行した．これは Mg イオンの吸着による保護層形成によりカチオンの挿入が抑制され

たものであると考えている． 

 

 


