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(57)【要約】

（修正有）

【課題】低コスト、高エネルギー、高出力の蓄電デバイスを実現するため、ナトリウムイ
オンの挿入・脱離反応に立脚しない全く新しい電極反応機構を用いた二次電池の提供。
【解決手段】式（Ｉ）で表される組成を有する酸化物を含む、電極材料。好ましくは、前
記酸化物がα−ＰｂＯ２型構造を有し、ＭがＦｅであり、ＸがＮｂであることが好しい二
次電池用電極材料。ＭＸＯ４（Ｉ）（Ｍは、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ又はＣｏ；ＸはＮｂ、
Ｍｏ、Ｒｕ、Ｒｈ、又はＰｄ）
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の式（Ｉ）：
ＭＸＯ４

（Ｉ）

（式中、Ｍは、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、又はＣｏであり；Ｘは、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ｒｈ
、又はＰｄである。）で表される組成を有する酸化物を含む、電極材料。
【請求項２】
前記酸化物がα‑PbO2型構造を有する、請求項１に記載の電極材料。
【請求項３】
Ｍが、Ｆｅである、請求項１又は２に記載の電極材料。
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【請求項４】
Ｘが、Ｎｂである、請求項１〜３のいずれか１に記載の電極材料。
【請求項５】
請求項１〜４のいずれか１に記載の電極材料を含み、前記酸化物を電極活物質とすること
を特徴とする、二次電池用電極。
【請求項６】
請求項５に記載の電極を正極又は負極として含む二次電池。
【請求項７】
ナトリウムイオン電池である、請求項６に記載の二次電池。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、酸化物イオンを可動イオンとする二次電池に用いられる電極材料に関する。
また、当該電極材料を含む二次電池用電極、及び当該電極を有する二次電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
電気自動車への搭載や再生可能エネルギーの出力平準化用途といった大型蓄電デバイス
への強い需要を背景とし、高価な希少元素を使用しない低コスト大型二次電池の開発が期
待されている。しかし、現在開発されているリチウムイオン電池は、希少なリチウムの使
用を必須とするために低コスト化や大型化が難しいという問題がある。
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【０００３】
一方、かかるリチウムイオン電池の代替技術としてナトリウムイオン電池の開発が行わ
れている（例えば、特許文献１）。ナトリウムイオン電池は、リチウムの替わりにナトリ
ウムを用いることから低コスト化が見込まれるものの、一方で、大きく重いナトリウムイ
オンが充放電の際に電極材料に挿入・脱離される機構であるため、その構造変化に伴う電
極特性の劣化が生じやすく、また、重量当たりのエネルギー密度を向上させることも難し
いという課題があるのが現状である。
【０００４】
したがって、ナトリウムイオンの挿入・脱離反応に立脚せず、ナトリウムイオン電池に
利用できる、全く新しい電極反応機構の構築が求められている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９−２６６８２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
そこで、本発明は、低コスト、高エネルギー、高出力の蓄電デバイスを実現するため、
ナトリウムイオンの挿入・脱離反応に立脚しない全く新しい電極反応機構を用いた二次電
池を提供することを課題とするものである。特に、希少金属を使用しない低コスト電極活
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物質を開発し、かかる二次電池に用いられる電極用材料を提供することを課題とするもの
である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者らは、上記課題を解決するべく鋭意検討を行った結果、α‑PbO2型構造を有す
る金属酸化物が、酸化物イオンの脱離挿入反応による電極活物質として機能することを新
たに見出し、本発明を完成するに至った。
【０００８】
すなわち、本発明は、一態様において、
10

＜１＞以下の式（Ｉ）：
ＭＸＯ４

（Ｉ）

（式中、Ｍは、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、又はＣｏであり；Ｘは、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ｒｈ
、又はＰｄである。）で表される組成を有する酸化物を含む、電極材料；
＜２＞前記酸化物がα‑PbO2型構造を有する、上記＜１＞に記載の電極材料；
＜３＞Ｍが、Ｆｅである、上記＜１＞又は＜２＞に記載の電極材料；及び
＜４＞Ｘが、Ｎｂである、上記＜１＞〜＜３＞のいずれか１に記載の電極材料；
を提供するものである。
【０００９】
別の態様において、本発明は、
＜５＞上記＜１＞〜＜４＞のいずれか１に記載の電極材料を含み、前記酸化物を電極活物
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質とすることを特徴とする、二次電池用電極；
＜６＞上記＜５＞に記載の電極を正極又は負極として含む二次電池；及び
＜７＞ナトリウムイオン電池である、上記＜６＞に記載の二次電池
を提供するものである。
【発明の効果】
【００１０】
本発明によれば、ナトリウムイオンの挿入・脱離反応に立脚しない、酸化物イオンの挿
入・脱離という全く新しい電極反応機構を利用する電極を提供することができる。
【００１１】
これにより、リチウム等希少金属を使用することなく、かつ、従来のナトリウムイオン電
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池における低エネルギー密度やサイクル劣化の問題を解決し、低コスト、高エネルギー、
高出力の蓄電デバイスを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の電極材料における活物質であるＦｅＮｂＯ４の粉末Ｘ線回折パ
ターンを示すグラフである。
【図２】図２は、本発明の電極材料における活物質であるＦｅＮｂＯ４の走査型電子顕微
鏡画像（ＳＥＭ像）である。
【図３】図３は、本発明のＦｅＮｂＯ４を活物質とする電極で得られた（ａ）充放電曲線
を示すグラフ、及び（ｂ）サイクル特性を示すグラフである。
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【図４】図４は、充放電中のＦｅＮｂＯ４のメスバウアースペクトルを示すグラフである
。
【図５】図５は、充放電中のＦｅＮｂＯ４のＸ線回折パターンを示すグラフである。
【図６】図６は、ＦｅＮｂＯ４のＯ１ｓＸＰＳスペクトルを示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下、本発明の実施形態について説明する。本発明の範囲はこれらの説明に拘束される
ことはなく、以下の例示以外についても、本発明の趣旨を損なわない範囲で適宜変更し実
施することができる。
【００１４】
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１．電極材料
（１）活物質
本発明に係る電極材料は、活物質として、α‑PbO2型構造を有する遷移金属酸化物であっ
て、具体的には、以下の式（Ｉ）：
ＭＸＯ４

（Ｉ）

で表される組成を有する酸化物を含むことを特徴としている。
【００１５】
式中、Ｍは、第４周期の遷移金属から選択される元素であり、具体的には、Ｖ、Ｃｒ、
Ｍｎ、Ｆｅ、又はＣｏである。安価で入手が容易であり、また環境への負荷が少ないこと
等から、Ｍは、好ましくはＦｅ（鉄）である。Ｘは、第５周期の遷移金属から選択される
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元素であり、具体的には、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ｒｈ、又はＰｄであり、好ましくはＮｂで
ある。最も典型的な例では、ＭがＦｅであり、ＸがＮｂであり、この場合、式（Ｉ）の酸
化物は、ＦｅＮｂＯ４である。
【００１６】
上記式（Ｉ）で表される組成を有する酸化物は、いわゆる「α‑PbO2型構造」と呼ばれ
る３次元構造を有する。かかるα‑PbO2型構造では、遷移金属であるＭ及びＸは、酸化物
イオンに６配位されている。一方、配位した酸化物イオンは、ＭＯ６八面体又はＸＯ６八
面体との稜共有に供されると同時に、別のＭＯ６八面体又はＸＯ６八面体と頂点共有にも
供されて３次元構造を形成している。
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【００１７】
本願発明では、α‑PbO2型構造の上記式（Ｉ）の酸化物について、ナトリウムイオンの
挿入脱離反応ではなく、酸化物イオンの挿入脱離反応により電極活物質として機能させる
ことを見出したことを特徴とするものである。
【００１８】
酸化物イオンの挿入脱離反応の具体的な電極反応は、以下のように表すことができる。
２ｘＮａ＋＋２ｘｅ−＋ＭＸＯ４

⇔

（Ｎａ2Ｏ）ｘ（ＭＸＯ４―ｘ）

式中、ｘは、０＜ｘ＜４の範囲である。
【００１９】
本発明の電極材料に含まれる式（Ｉ）の酸化物は、クエン酸を含むメタノールへM、お
よびXを溶解して室温で３０分撹拌、更にエチレングリコールを加え８０℃で５時間撹拌
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し、その後、３５０℃で３時間、５００℃で５時間焼成することで得ることができる。か
かる焼成行程は、当該技術分野において公知の手段を用いて行うことができる。
【００２０】
（２）その他の電極材料
本発明の電極材料は、活物質として上記式（Ｉ）の酸化物を含有するものであり、当該
酸化物のみを含有するものであっても良く、また、これに加えて、電極のレート特性の向
上等のために、公知の導電性材料および結着材の少なくとも一方を含有するものであって
も良い。これらを電極集電体に担持させて電極を製造することができる。例えば、活物質
、バインダー等を含有するスラリーを調製し、これを集電体上に塗布し、乾燥させること
により製造することができる。電極に用いられる電極活物質は、単独で又は２種以上を混
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合して使用することができる。
【００２１】
導電性材料としては、例えば、炭素材料、金属繊維等の導電性繊維、銅、銀、ニッケル
、アルミニウム等の金属粉末、有機導電性材料を使用することができる。炭素材料として
、黒鉛、ソフトカーボン、ハードカーボン、カーボンブラック、ケッチェンブラック、ア
セチレンブラック、グラファイト、活性炭、カーボンナノチューブ、カーボンファイバー
等を使用することができる。また、芳香環を含む合成樹脂、石油ピッチ等を焼成して得ら
れたメソポーラスカーボンを使用することもできる。有機導電性材料としては、ポリフェ
ニレン誘導体、
ポリピロール、ポリアクリロニトリル等の導電性ポリマーが挙げられる。電極として使用
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する際の導電性の高さの観点で、アセチレンブラックが好適である。
【００２２】
導電性材料を含有させる場合、これを活物質とともに粉砕・混合することによって電極
を調製することができる。かかる粉砕・混合は、特に限定されるものではないが、振動ミ
ル、ジェットミル、ボールミル等の粉砕機を用いて行うことが可能である。粉末状の活物
質を用いて電極を形成する方法としては、ドクターブレード法や圧着プレスによる成型方
法等を用いることができる。
【００２３】
また、好ましい態様では、導電性材料を含有する場合、当該導電性材料によって活物質
を被覆することもできる。かかる被覆を行う方法としては、導電性材料または導電性材料
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の前駆体を含む液体中に活物質の粉体を浸し、その後熱処理することで当該活物質の粉体
表面に導電性材料を析出させる手法が挙げられる。或いは、導電性材料または導電性材料
の前駆体を含む気相中に、活物質の粉体を流動させる、必要に応じてその後熱処理を行う
手法を用いることも可能である。活物質を導電性材料で被覆することによって、大きな電
流を加えた際の容量の低下を抑制し、高負荷特性化において有益である。
【００２４】
当該被覆に使用可能な導電性材料としては、カーボン、グラファイト、気相成長カーボ
ンファイバー、カーボンナノチューブ、リン化鉄、導電性酸化物、導電性ポリマー（ポリ
ピロール、ポリアクリロニトリル等）などを用いることができるが、これらに限定される
ものではない。
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【００２５】
結着剤（バインダー）としては、例えば、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリテ
トラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、エチレンテトラフルオロエチレン（ＥＴＦＥ）等の
フッ素系樹脂；スチレン−ブタジエンゴム（ＳＢＲ）、アクリロニトリル−ブタジエンゴ
ム（ＮＢＲ）等のゴム系結着剤；或いは、ポリエチレン、ポリプロピレンなどを好ましく
用いることができる。
【００２６】
電極集電体としては、Ａｌ、Ｎｉ、Ｃｕ、ステンレスなどを用いることができる。電極
集電体に電極合剤を担持させる方法としては、加圧成型する方法、または有機溶媒などを
用いてペースト化し、電極集電体上に塗工し、乾燥後プレスするなどして固着する方法が
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挙げられる。ペースト化する場合、電極活物質、導電性材料、結着剤、有機溶媒からなる
スラリーを作製する。
【００２７】
本発明の電極材料によって得られる電極は、正極又は負極のいずれとしても用いること
ができるが、好ましくは正極である。その場合、二次電池の負極としては、当該技術分野
において公知の電極構成を用いることができる。
【００２８】
例えば、二次電池がナトリウムイオン電池の場合には、負極としては、電気化学的にナ
トリウムイオンを吸蔵・放出できる負極活物質を含む電極を用いることができる。このよ
うな負極活物質としては、公知のナトリウムイオン二次電池用負極活物質を用いることが
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でき、例えば、ハードカーボン、ソフトカーボン、カーボンブラック、ケッチェンブラッ
ク、アセチレンブラック、活性炭、カーボンナノチューブ、カーボンファイバー、非晶質
炭素等の炭素質材料が挙げられる。また、ナトリウムイオン金属、又はナトリウムイオン
元素を含む合金、金属酸化物、金属窒化物等を用いることもできる。導電性材料や結着剤
等のその他の成分は上述のとおりである。
【００２９】
本発明の電極材料によって得られる電極を負極として用いる場合にも、正極は当該技術
分野において公知のものを用いることができる。
【００３０】
２．二次電池
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本発明の電極材料によって得られる電極を含む二次電池は、上記式（Ｉ）の酸化物を活
物質として含む電極を正極又は負極として、好ましくは正極として備えてなるものである
。二次電池は、正極、負極、電解液、セパレータその他の構成物で構成される。
【００３１】
（１）電解液
本発明の電極材料によって得られる電極を含む二次電池において、電解液は、公知のも
のを用いることができる。例えば、ナトリウムイオン電池の場合には、電解液は、ナトリ
ウム塩又はリチウム塩を電解質とするものであれば特に限定されない。例えば、当該電解
質となるナトリウム塩としては、例えば、ＮａＣｌＯ４、ＮａＰＦ６、ＮａＢＦ４、Ｎａ
ＮＯ３、ＮａＯＨ、ＮａＣｌ、ＮａＣＦ3ＳＯ3、ＮａＮ（ＳＯ2ＣＦ3）2、Ｎａ２ＳＯ４
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及びＮａ２Ｓ等が挙げられる。これらのナトリウム塩は、各々単独で用いることもできる
が、２種以上を組み合わせて使用することもできる。
【００３２】
電解液における溶媒としては、例えばプロピレンカーボネート（ＰＣ）、エチレンカー
ボネート（ＥＣ）、ジメチルカーボネート（ＤＭＣ）、ジエチルカーボネート（ＤＥＣ）
、エチルメチルカーボネート、４−トリフルオロメチル−１，３−ジオキソラン−２−オ
ン、１，２−ジ（メトキシカルボニルオキシ）エタンなどのカーボネート類；１，２−ジ
メトキシエタン、１，３−ジメトキシプロパン、ペンタフルオロプロピルメチルエーテル
、２，２，３，３−テトラフルオロプロピルジフルオロメチルエーテル、テトラヒドロフ
ラン、２−メチルテトラヒドロフランなどのエーテル類；ギ酸メチル、酢酸メチル、γ−
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ブチロラクトンなどのエステル類；アセトニトリル、ブチロニトリルなどのニトリル類；
Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ−ジメチルアセトアミドなどのアミド類；３−メ
チル−２−オキサゾリドンなどのカーバメート類；スルホラン、ジメチルスルホキシド、
１，３−プロパンサルトンなどの含硫黄化合物、あるいは上記の有機溶媒にさらにフッ素
置換基を導入したものを用いることができる。これらのうち１種を単独で用いてもよく、
２種以上を組み合わせて用いてもよい。ただし、これらに限定されるものではない。
【００３３】
また、前記電解液の代わりに、固体電解質を用いることもできる。固体電解質としては
、例えばポリエチレンオキサイド系の高分子化合物、ポリオルガノシロキサン鎖もしくは
ポリオキシアルキレン鎖の少なくとも１種以上を含む高分子化合物などの高分子電解質が
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挙げられる。また、上記電解液にポリマーを添加してゲル化させた非水ゲル電解質の形態
で用いることもできる。本発明のナトリウムイオン二次電池において、固体電解質を用い
る場合には、固体電解質が後述のセパレータの役割を果たす場合もあり、その場合には、
セパレータを必要としないこともある。
【００３４】
また、電解液には、その機能の向上等の目的で、必要に応じて他の成分を含むこともで
きる。他の成分としては、例えば、従来公知の過充電防止剤、脱水剤、脱酸剤、高温保存
後の容量維持特性およびサイクル特性を改善するための特性改善助剤が挙げられる。
【００３５】
過充電防止剤としては、例えば、ビフェニル、アルキルビフェニル、ターフェニル、タ
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ーフェニルの部分水素化体、シクロヘキシルベンゼン、ｔ−ブチルベンゼン、ｔ−アミル
ベンゼン、ジフェニルエーテル、ジベンゾフラン等の芳香族化合物；２−フルオロビフェ
ニル、ｏ−シクロヘキシルフルオロベンゼン、ｐ−シクロヘキシルフルオロベンゼン等の
前記芳香族化合物の部分フッ素化物；２，４−ジフルオロアニソール、２，５−ジフルオ
ロアニソールおよび２，６−ジフルオロアニオール等の含フッ素アニソール化合物が挙げ
られる。過充電防止剤は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【００３６】
電解液が過充電防止剤を含有する場合、電解液中の過充電防止剤の含有量は、０．０１
〜５質量％であることが好ましい。電解液に過充電防止剤を０．１質量％以上含有させる
ことにより、過充電による二次電池の破裂・発火を抑制することがさらに容易になり、二
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次電池をより安定に使用できる。
【００３７】
脱水剤としては、例えば、モレキュラーシーブス、芒硝、硫酸マグネシウム、水素化カ
ルシウム、水素化ナトリウム、水素化カリウム、水素化リチウムアルミニウム等が挙げら
れる。本発明の電解液に用いる溶媒は、前記脱水剤で脱水を行った後に精留を行ったもの
を使用することもできる。また、精留を行わずに前記脱水剤による脱水のみを行った溶媒
を使用してもよい。
【００３８】
高温保存後の容量維持特性やサイクル特性を改善するための特性改善助剤としては、例
えば、無水コハク酸、無水グルタル酸、無水マレイン酸、無水シトラコン酸、無水グルタ
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コン酸、無水イタコン酸、無水ジグリコール酸、シクロヘキサンジカルボン酸無水物、シ
クロペンタンテトラカルボン酸二無水物、フェニルコハク酸無水物等のカルボン酸無水物
；エチレンサルファイト、１，３−プロパンスルトン、１，４−ブタンスルトン、メタン
スルホン酸メチル、ブスルファン、スルホラン、スルホレン、ジメチルスルホン、ジフェ
ニルスルホン、メチルフェニルスルホン、ジブチルジスルフィド、ジシクロヘキシルジス
ルフィド、テトラメチルチウラムモノスルフィド、Ｎ，Ｎ−ジメチルメタンスルホンアミ
ド、Ｎ，Ｎ−ジエチルメタンスルホンアミド等の含硫黄化合物；１−メチル−２−ピロリ
ジノン、１−メチル−２−ピペリドン、３−メチル−２−オキサゾリジノン、１，３−ジ
メチル−２−イミダゾリジノン、Ｎ−メチルスクシイミド等の含窒素化合物；ヘプタン、
オクタン、シクロヘプタン等の炭化水素化合物；フルオロ炭酸エチレン（ＦＥＣ）、フル
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オロベンゼン、ジフルオロベンゼン、ヘキサフルオロベンゼン、ベンゾトリフルオライド
等の含フッ素芳香族化合物が挙げられる。これら特性改善助剤は、１種を単独で用いても
よく、２種以上を併用してもよい。電解液が特性改善助剤を含有する場合、電解液中の特
性改善助剤の含有量は、０．０１〜５質量％であることが好ましい。
【００３９】
（２）セパレータ
本発明の二次電池において用いられるセパレータとしては、正極層と負極層とを電気的
に分離する機能を有するものであれば特に限定されるものではないが、例えばポリエチレ
ン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエステル、セルロース、ポリアミド等の樹脂
からなる多孔質シートや、不織布、ガラス繊維不織布等の不織布等の多孔質絶縁材料等を
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挙げることができる。
【００４０】
（３）形状等
本発明の二次電池の形状は、正極、負極、及び電解液を収納することができれば特に限
定されるものではないが、例えば、円筒型、コイン型、平板型、ラミネート型等を挙げる
ことができる。また、電池を収納するケースは、大気開放型の電池ケースであっても良く
、密閉型の電池ケースであっても良い。
【００４１】
なお、本発明の二次電池は、二次電池としての用途に好適ではあるが、一次電池として
用いることを除外するものではない。
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【実施例】
【００４２】
以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらによって限定さ
れるものではない。
【実施例１】
【００４３】
１．酸化物の合成
クエン酸を含むメタノールへFe、およびNbを溶解して室温で３０分撹拌、更にエチレン
グリコールを加え８０℃で５時間撹拌し、その後、３５０℃で３時間、５００℃で５時間
焼成することで、α‑PbO2型ＦｅＮｂＯ４を得た。
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【００４４】
得られた酸化物の粉末Ｘ線回折パターンを測定した結果を図１に示す。その結果、α‑P
bO2型ＦｅＮｂＯ４の結晶構造からシミュレートされる回折パターンと一致し、α‑PbO2型
ＦｅＮｂＯ４が合成されたことが確認された。また、ブロードな回折ピークから、結晶子
サイズが小さなナノ粒子であることが示唆された。また、走査型電子顕微鏡像（ＳＥＭ像
）を測定したところ、微小な凝集体であることが確認され、粉末Ｘ線回折のブロードな回
折ピークの結果と整合するものであった（図２）。
【実施例２】
【００４５】
10

２．電気化学特性の評価
得られたＦｅＮｂＯ４を用いて、アセチレンブラック１０ｗｔ％、ポリフッ化ビニリデ
ン５ｗｔ％と混合することで、ナトリウムイオン電池用電極を作成した。電解液には、１
ＭのＮａＰＦ６／エチレンカーボネート−ジエチルカーボネート（体積比１：１）の電解
液を用いた。負極／参照極には、反応電圧を正確に記録するためにナトリウム金属を用い
た。
【００４６】
まず、１０ｍＡ／ｇ(活物質)の定電流での充放電試験を行ったところ、初回の還元電流
印加時には低電位での電解液の分解、界面層（安定表面被膜）の形成が見られた（図３ａ
）。その後は、ＦｅＮｂＯ４に対して０．６ｅ−に相当する充放電容量を示し、可逆的な
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電極として機能することを確認した。
【００４７】
また、８０回の充放電サイクルを繰り返しても充放電容量は減少せず、安定な電極反応
であることが確認された（図３）。ここで得られた充放電容量は、酸化物イオンの挿入・
脱離による電極反応であると考えられる。
【００４８】
次に、電極反応機構を明らかにするために、充放電時の電子状態変化を５７Ｆｅメスバ
ウアー分光法による測定を行った（図４）。その結果、充放電に伴って、６０％のＦｅが
、Ｆｅ３＋／Ｆｅ２＋のの酸化還元反応を示すことが確認された。すなわち、図３ａで得
られた０．６ｅ−に相当する可逆な充放電容量は、ＦｅＮｂＯ４中におけるＦｅの酸化還
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元が担っていることが分かった。
【００４９】
さらに、充放電中のＸ線回折パターンを測定し、その構造変化を検証した。得られた結
果を図５に示す。その結果、充放電に伴って回折ピークがシフトし、固溶状態で電極反応
が進行していることが確認された。その際の格子体積変化は、６％程度であった。
【００５０】
充放電に伴いＮａ２Ｏの生成・消滅を確認するため、Ｏ１ｓＸＰＳスペクトルを測定し
た。その結果、得られた電極反応が、ナトリウムイオン挿入によるものではなく、酸化物
イオンの挿入・脱離によるものであることが確認された。１Ｖまで還元電流を印加した場
合、Ｎａ２Ｏに対応する５２８ｅＶのピークが明瞭に確認され、また、４．０Ｖまで酸化
したところ、Ｎａ２Ｏのピーク強度は低下した。この結果は、酸化物イオンが可動イオン
として機能し、
２ｘＮａ＋＋２ｘｅ−＋ＦｅＮｂＯ４

⇔

（Ｎａ２Ｏ）ｘ（ＦｅＮｂＯ４―ｘ）

の反応が生じていることを示すものである。
【００５１】
以上の実施例は、α‑PbO2型構造を有する式（Ｉ）の酸化物を活物質として用いること
で、ナトリウムイオンの挿入脱離に立脚せずに、酸化物イオンの挿入脱離という全く新し
い電極反応によって安定な可逆容量が得られ、ナトリウムイオン電池を達成できることを
実証するものである。
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【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

【図５】

【図６】

JP 2018‑60625 A 2018.4.12

(10)

JP 2018‑60625 A 2018.4.12

フロントページの続き
(74)代理人 100137213
弁理士 安藤 健司
(74)代理人 100143823
弁理士 市川 英彦
(74)代理人 100151448
弁理士 青木 孝博
(74)代理人 100183519
弁理士 櫻田 芳恵

10

(74)代理人 100196483
弁理士 川嵜 洋祐
(74)代理人 100203035
弁理士 五味渕 琢也
(74)代理人 100185959
弁理士 今藤 敏和
(74)代理人 100160749
弁理士 飯野 陽一
(74)代理人 100160255
弁理士 市川 祐輔

20

(74)代理人 100202267
弁理士 森山 正浩
(74)代理人 100146318
弁理士 岩瀬 吉和
(74)代理人 100127812
弁理士 城山 康文
(72)発明者 大久保 將史
東京都文京区本郷七丁目３番１号 国立大学法人東京大学内
(72)発明者 山田 淳夫
東京都文京区本郷七丁目３番１号 国立大学法人東京大学内
(72)発明者 田中 庸裕
京都府京都市左京区吉田本町３６番地１ 国立大学法人京都大学内
(72)発明者 細川 三郎
京都府京都市左京区吉田本町３６番地１ 国立大学法人京都大学内
Ｆターム(参考) 5H029 AJ00 AJ02 AJ03 AK03 AL02 AL03 AL06 AL08 AL12 AM02
AM03 AM04 AM05 AM07 AM16 DJ17 HJ02
5H050 AA00 AA02 AA08 BA15 CA07 CA08 CA09 CB01 CB02 CB03
CB07 CB09 CB12 FA19 HA02

30

