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(54)【発明の名称】新規なコバルト膜、新規なエレクトロクロミー材料、およびアルカリイオン電池の正極材料
(57)【要約】
【課題】

アルカリイオン電池の正極材などとして有用

なＣｏを含む膜の提供
【解決手段】

Ｃｏ錯体、特にＮＨ3 、ＣｌおよびＨ2 Ｏ

からなる群から選択される少なくともＣｌを１つの配位
子として含むＣｏ錯体を電解質に添加した電解液中で０
〜−１．２Ｖ以下の電位にて還元することにより得られ
た紫外、可視光および赤外領域において波長に依存しな
い入射光吸収特性を有し、アルカリ金属イオンを含む電
解液中で＋１．２Ｖまでの電位による酸化により茶色に
変化し、該茶色（茶膜）に変化させた後に−１．２Ｖ〜
＋１．２Ｖ間の電位の印加により淡黄色（淡黄膜）と茶
色のエレクトロクロミー特性を示すと共に、アルカリ金
属イオン、特にＬｉイオンの出し入れが可能な正極材と
しての特性を示すことを特徴とする新規なコバルト膜。

( 2 )

特開２００３−１８３８７３

1

2

【特許請求の範囲】

がアルカリイオン、特にＬｉイオンの出し入れが可能で

【請求項１】

あり、該出し入れの応答性が高いことからリチウムイオ

Ｃｏ錯体を電解質を添加した電解液中で

０〜−１．２Ｖ以下の飽和カロメル参照電極に対する電

ン電池の正極材料としての使用に関する。

位にて還元することにより得られた紫外、可視光および

【０００２】

赤外領域において波長に依存しない入射光吸収特性を有

【従来の技術】従来、Ｌｉイオンを出し入れすることに

し、Ｘ線回折分析測定ではＣｏのみが検出されるが、Ｘ

より、充放電が可能なＬｉイオン電池の正極材料には、

線光電子分光分析において５３１．１ｅＶにピークを示

合成のし易さ、取り扱い性の良いことから、ＬｉＣｏＯ

すＸ線光電子分光スペクトルを持つことを特徴とする新

2

規なコバルト膜。
【請求項２】

Ｃｏ錯体としてＮＨ3 、ＣｌおよびＨ2 Ｏ

材料が用いられてきた。これらに代わる正極材料とし

てＬｉＮｉＯ2 やＬｉＭｎ2 Ｏ4 などについても盛んに検
10

討されている。しかし、前記何れの正極材料において

からなる群から選択される少なくともＣｌを１つの配位

も、該材料の代表的な製造プロセスは正極活性なＬｉ源

子として含むものを用いたことを特徴とする請求項１に

および遷移金属源となる出発物質を固相反応させて製造

記載の新規なコバルト膜。

するのが一般的である。その際、前記出発物質を粉砕・

【請求項３】

新規なコバルト膜がアルカリ金属イオン

分級により適度な粒径の粉体、例えば超微粒子とし、で

を含む電解液中で＋１．２Ｖまでの飽和カロメル参照電

きるだけ低温において固相反応させて正極材料の合成を

極に対する電位による酸化により茶色に変化し、該茶色

行っている。得られた正極材料は、導電材、結合材など

に変化させた後に−１．２Ｖ〜＋１．２Ｖ間の飽和カロ

を加えて正極形成材とし、これを導電体基板上に塗布・

メル参照電極に対する電位の印加により淡黄色と茶色の

乾燥などを経て、正極が作成されている。この際、形成

エレクトロクロミー特性を示すことを特徴とする請求項

されるＬｉＣｏＯ2 の一次粒子の大きさは電池性能に影

１または２に記載の新規なコバルト膜。
【請求項４】

20

響を及ぼし、前記粉体の製造技術は再現性の良いもので

新規なコバルト膜が形成されるものの表

なければならないが、固相反応であるから生成物の安定

面が−１．２Ｖ〜＋１．２Ｖ間の飽和カロメル参照電極

性に欠ける。前記固相反応による方法以外にも、溶融含

に対する電位に対して安定な導電性材料により構成され

浸法、水熱合成法、イオン交換法、液相法などが検討さ

ていることを特徴とする請求項３に記載の新規なコバル

れているが、焼成による合成前の原料を均一に混合する

ト膜。

などの必要があり、正極材料の製造に加熱が必要であ

【請求項５】

請求項４に記載の新規なコバルト膜をア

り、また、作成される正極材料の特性の再現性などに問

ルカリ金属イオンを含む電解液中で飽和カロメル参照電

題があった。

極に対して＋１．２Ｖまでの正電位を印加して電解酸化

【０００３】正極材料のユニークな形成方法としは、エ

して得られる茶色を呈する茶膜。

キシマレーサー（ＫｒＦ ２４８ｎｍ）を用いたレーザ

【請求項６】

請求項５に記載の茶膜をアルカリ金属イ

30

ーアブレーション技術による方法、およびＲＦスパッタ

オンを含む電解質と組み合わせ、該組み合わせを該茶膜

リング技術による方法があるが、この場合においても、

に領域選択的に飽和カロメル参照電極に対して−１．２

転写前の正極材料の構成を所望の特性に近づけておく必

Ｖ〜＋１．２Ｖ間の電位を印加できる電極と組み合わせ

要があり、結局前記固相反応を用いる場合などと同様の

て使用するための前記茶膜のエレクトロクロミズムを利

問題がある。従って、前記従来の発想とは全く異なるア

用したディスプレイ材料。

プローチによるＬｉイオンの出入りが可能な正極材料、

【請求項７】

および正極材の製造方法の開発が望まれる。

請求項４に記載の新規なコバルト膜を飽

和カロメル参照電極に対して＋１．２Ｖまでの正電位を

【０００４】

印加して酸化して得られる茶色を呈する茶膜からなるア

【発明が解決しようとする課題】よって、本願発明の課

ルカリイオン電池用の正極材料。
【請求項８】

アルカリイオンがＬｉイオンであること

題は、前記従来のＬｉイオン電池の正極材料の製造方法
40

とは全く異なる方法、特に機械的粉砕、熱処理といった

を特徴とする請求項８に記載の正極材料。

問題のないＬｉイオン電池の正極材料の形成方法により

【発明の詳細な説明】

製造可能な正極材料を提供することである。前記課題を

【０００１】

解決すべく、従来から良く知られている表面修飾技術で

【発明の属する技術分野】本発明は、コバルト錯体、特

ある電気化学的方法によりＬｉイオンなどアルカリイオ

に無機の配位子が配位したコバルト錯体を電解還元して

ンを出し入れ可能な膜または層、すなわち正極材料が形

得られる黒体に近い入射波長に対する吸収特性を示す新

成できないか、種々のＣｏ化合物を検討する中で、従来

規なコバルト膜、該コバルト膜をアルカリ金属カチオン

光化学反応における酸化性の犠牲試薬として使用されて

が存在する電解液中で酸化して形成した茶色を呈する茶

いた〔Ｃｏ（ＮＨ3 ）5 Ｃｌ〕Ｃｌ2 をアルカリ金属をカ

膜、該茶膜が持つエレクトロクロミズム特性を利用する

チオン成分とする電解質を加えた電解液中で〔Ｃｏ（Ｎ

該茶膜のディスプレイ材料としての使用、および該茶膜

50

Ｈ3 ）5 Ｃｌ〕Ｃｌ2 をＩＴＯ（インジウム錫酸化物）電

( 3 )
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3

4

極表面に対して電解還元（飽和カロメル参照電極に対に

Ｖ間の電位を印加できる電極と組み合わせて使用するた

対して−１.２Ｖの定電位、または０〜−１.２Ｖまでの

めの前記各茶膜のエレクトロクロミズムを利用したディ

電位を一定速度で電位掃引して。）することにより形成

スプレイ材料である。本発明の第４は、前記第１の発明

されるＣｏ膜が、その面に入射される光が、波長に依存

の表面が−１．２Ｖ〜＋１．２Ｖ間の電位に対して安定

しない高い吸収を示すこと、Ｘ線回折測定ではＣｏのみ

な導電性材料により構成された表面に形成された新規な

が観察されるが、Ｘ線光電子分光分析では５３１．１ｅ

コバルト膜をアルカリ金属イオンを含む電解液中で＋

Ｖ（ヒドロキシ基の酸素）にピークが現れることで特徴

１．２Ｖまでの正電位を印加して電解酸化して得られる

付けられる新規なコバルト膜が形成されることが観察さ

茶色を呈する茶膜からなるアルカリイオン電池用の正極

れた。驚くべきことに、該コバルト膜は、アルカリ金属
をカチオンとする電解質を加えた電解液中で、０Ｖ〜＋

材料である。好ましくは、アルカリイオンがＬｉである
10

ことを特徴とする前記正極材料である。

１．２Ｖの飽和カロメル参照電極に対する電位（以下、

【０００７】

電位という場合、飽和カロメル参照電極に対する電位を

【本発明の実施の態様】本発明をより詳細に説明する。

いう。）を印加して酸化することにより茶色を呈する茶

Ａ．第１の発明の新規なコバルト膜を形成するのに使用

膜に変化し、次いで電位を０〜−１．２Ｖにすると該茶

されるＣｏ錯体化合物は、基本的には請求項１に記載の

膜が淡黄色の淡黄膜に変化し、以後＋１．２Ｖ〜−１．

条件を満たすものであればよい。新規なコバルト膜は、

２で電位を変えることにより、前記茶色と淡黄色の間を

−１．２Ｖの電位の印加により、水の還元反応が起こ

可逆的に変化するエレクトロクロミー特性を持つことが

り、それによりＯＨ イオンが発生し、コバルト錯体は

‑

‑

観察され、更に、驚くべきことに、この現象がＬｉイオ

ＯＨ イオンの攻撃を受け、該攻撃によりコバルトに配

ンの出し入れによって起こっていることが分かり、イオ

位している配位子が脱離し、錯体中のコバルトはＣｏ

ン正極材料として機能することが確認でき、本発明の前

20

に姿を変え、Ｃｏ

2 +

2 +

が−１．２Ｖで電極上に還元されて

記課題を解決することができた。

堆積することにより形成されるものと考えられ、コバル

【０００５】

トの配位子は配位子の種類に関係なく前記特性を持つこ

【課題を解決するための手段】本発明の第１は、Ｃｏ錯

とが容易に推測できるから、基本的には、本発明では従

体を電解質を添加した電解液中で０〜−１．２Ｖ以下の

来公知のコバルト錯体を使用することが可能である。

電位にて還元することにより得られた紫外、可視光およ

【０００８】具体例としては、前記錯体の他に、〔Ｃｏ

び赤外領域において波長に依存しない入射光吸収特性を

（Ｈ2 Ｏ）6 〕Ｃｌ2 、〔Ｃｏ（ＮＨ3 ）4 Ｃｌ2 〕Ｃｌ、

有し、Ｘ線回折分析測定ではＣｏのみが検出されるが、

〔Ｃｏ（ＮＨ3 ）4 （Ｈ2 Ｏ）Ｃｌ〕Ｃｌ2 , 〔Ｃｏ（ＮＨ

Ｘ線光電子分光分析において５３１．１ｅＶにピークを

3

示すＸ線光電子分光スペクトルを持つことを特徴とする

ｏ〔ＣｏＣｌ4 〕などのＮＨ3 、ＣｌおよびＨ2 Ｏからな

新規なコバルト膜である。好ましくは、Ｃｏ錯体として

30

）4 （Ｈ2 Ｏ）2 〕Ｃｌ3 、〔Ｃｏ（ＮＨ3 ）6 〕Ｃｌ3 、Ｃ

る群から選択される少なくともＣｌを１つの配位子とし

ＮＨ3 、ＣｌおよびＨ2 Ｏからなる群から選択される少な

て含むものを挙げることができる。

くともＣｌを１つの配位子として含むものを用いたこと

【０００９】更に、公知のＣｏ錯体として以下のものを

を特徴とする前記新規なコバルト膜であり、より好まし

挙げることができる。ＣｏＸ2 ・６ＮＨ3 （Ｘ＝Ｆ、Ｃ

くは、新規なコバルト膜がアルカリ金属イオンを含む電

ｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＣｌＯ4 、ＳＯ4 、ＮＯ3 、Ｃ2 Ｏ4 、ＳＣ

解液中で＋１．２Ｖまでの電位による酸化により茶色に

Ｎ)、ＣｏＸ2 ・６ｐｙ（ｐｙ＝ピリジン、Ｘ＝Ｃｌ、Ｂ

変化し、該茶色に変化させた後に−１．２Ｖ〜＋１．２

ｒ、Ｉ、ＮＯ2 ）、ＣｏＸ2 ・４ＮＨ3 (Ｘ＝Ｃｌ、Ｃｌ

Ｖ間の電位の印加により淡黄色と茶色のエレクトロクロ

Ｏ4 、ＳＯ4 )、ＣｏＸ2 ・４ｐｙ（Ｘ＝Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、

ミー特性を示すことを特徴とする前記各新規なコバルト

ＮＯ3 、ＳＣＮ)、ＣｏＸ2 ・３ＮＨ3 (Ｘ＝Ｆ、Ｃｌ、Ｃ

膜であり、更に好ましくは、新規なコバルト膜が形成さ
れるものの表面がに−１．２Ｖ〜＋１．２Ｖ間の電位に

ｌＯ4 、ＳＯ4 ) 、ＣｏＸ2 ・３ｐｙ（Ｘ＝ＮＯ2 ）、Ｃｏ
40

Ｘ2 ・３Ｎ2 Ｈ4 （Ｘ＝ＮＯ2 、ＮＯ3 、ＳＯ4 ）、ＣｏＸ2

対して安定な導電性材料により構成されていることを特

・２ＮＨ3 (Ｘ＝Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＣｌＯ4 、ＳＯ4 、Ｎ

徴とする前記新規なコバルト膜である。

Ｏ2 、Ｃ2 Ｈ4 、ＣＮ、ＳＣＮ)、ＣｏＸ2 ・２ｐｙ（Ｘ＝

【０００６】本発明の第２は、前記第１の発明の表面が

Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＳＯ4 、ＮＯ2 、ＣＨ3 ＣＯＯ、ＳＣ

−１．２Ｖ〜＋１．２Ｖ間の電位に対して安定な導電性

Ｎ）、ＣｏＸ2 ・３Ｎ2 Ｈ4 （Ｘ＝Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＣＨ

材料により構成された表面に形成された新規なコバルト

3

膜をアルカリ金属イオンを含む電解液中で＋１．２Ｖま

〔ＣｏＡ6 〕 （Ａ＝ＮＨ3 、Ａ2 として、ｅｎ（エチレ

での正電位を印加して電解酸化して得られる茶色を呈す

ンジアミン）、ｄｉｐ（２，２

ＣＯＯ）、ＣｏＸ2 ・ＮＨ3 (Ｘ＝Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ)、
3 +

2 +

−ビピリジン）、〔Ｃ
+

る茶膜である。本発明の第３は、前記第２発明の各茶膜

ｏＡ5 Ｌ〕

をアルカリ金属イオンを含む電解質と組み合わせ、該組

ｌ、Ｂｒ、ＮＯ2 、ＯＮＯ、ＮＯ3 、ＮＣＳ、ＯＨ、

み合わせを該茶膜に領域選択的に−１．２Ｖ〜＋１．２

50

または〔ＣｏＡ5 Ｌ〕 （Ａ＝ＮＨ3 、Ｌ＝Ｃ

Ｎ3 、ＣＨ3 ＣＯＯ、ＳＯ4 、Ｃ2 Ｏ4 、ＣＯ3 )、〔ＣｏＡ5

( 4 )

特開２００３−１８３８７３

5
Ｍ〕

3 +

6

（Ａ5 として（ＮＨ3 ）5 、（ＮＨ3 ）ｅｎ2 、Ｍ＝

記電解酸化処理により現れるエレクトロクロミー特性や

+

ＯＨ2 )、〔ＣｏＡ4 Ｌ2 〕 （Ａ＝ＮＨ3 、Ｌ2 として ＝Ｃ

Ｌｉイオンの出し入れ特性を利用するディスプレイ用や

ｌ2 、Ｂｒ2 、（ＮＣＳ）2 、（ＮＣＳ）Ｃｌ、（ＮＯ2 ）

Ｌｉイオン電池の正極材料の他に、入射光の優れた吸収

Ｃｌ、（ＮＯ2 ）2 、（ＯＨ）2 、（ＮＯ2 ）2 、（ＮＯ3 ）

特性を利用する光の熱変換材料などとしての利用が考え

2

、（ＯＨ）2 、 ＣＯ3 、Ｃ2 Ｏ4 、（ＯＨ）2 、ＣＯ3 、Ｃ

られる。このことは、ネサガラス表面に形成された第１

2

Ｏ4 、Ａ2 として＝ｅｎ、Ｌ2 として＝Ｃｌ2 、Ｂｒ2 、

発明の新規なコバルト膜は、摩擦しても剥離しないなど

（ＮＣＳ）2 、（ＮＯ2 ）2 、Ｃ2 Ｈ4 ）、Ａ2 として＝ｐｙ

の機械的強度も十分であるから、太陽光の熱への変換材

2

、ｄｉｐ、ｐｈｅｎ（フェナントリン）、Ｌ＝Ｃ
+

料として有望である。

―

ｌ）、〔ＣｏＡ4 ＬＭ〕 または〔ＣｏＡ4 ＬＭ〕 （Ａ
＝ＮＨ3 、Ｌ＝Ｃｌ、 ＣＮ、ＳＯ4 、Ｍ＝ＯＨ2 )、〔Ｃ

【００１３】Ｃ．第１発明において、電位の限界を−
10

+

ｏＡ4 ＬＭ〕 （Ａ4 として＝（ＮＨ3 ）4 、ｅｎ4 、（ＮＨ

１.２Ｖに限ったのは、この範囲外の電位を超えて電位
を加えて得られるＣｏ膜は視覚による観察では違いが分

+

）2 ｐｙ2 、Ｍ＝ＯＨ2 )、 〔ＣｏＡ3 Ｌ3 〕 （Ａ＝Ｎ

からないが、前記各特性の観察において、本発明の新規

Ｈ3 、Ｌ3 として＝Ｃｌ3 、（ＮＯ2 ）3 、（ＮＯ3 ）3 、

なコバルト膜の特性がほとんど観察されなく、前記電位

（ＯＨ）（Ｃ2 Ｈ4 ）、（ＯＨ）（ＮＯ2 ）2 ）、〔ＣｏＡ

の範囲は全く特異的といって良い。電解液中に加える電

3

+

（Ａ＝ＮＨ3 、Ｌ2

解質は、前記ディスプレイ用、アルカリイオン電池、特

として＝Ｃｌ2 、（ＮＯ2 ）2 、（ＳＯ3 ）2 、Ｃ2 Ｈ4 、Ｍ

にＬｉイオン電池の正極材料との関連でアルカリ金属、

3

Ｌ2 Ｍ〕 または〔ＣｏＡ3 Ｌ2 Ｍ〕

―

2 +

＝ＯＨ2 ）、 〔ＣｏＡ3 ＬＭ2 〕 または〔ＣｏＡ3 Ｌ

特にＬｉ、Ｋをカチオンとする電解質が好ましいが、特

+

Ｍ2 〕 （Ａ＝ＮＨ3 、Ｌ＝Ｃｌ、ＳＯ4 、Ｍ＝ＯＨ2 ）、

に限定されず、電解還元電位が前記の範囲であればよ

3 +

〔ＣｏＡ3 Ｍ3 〕 （Ａ＝ＮＨ3 、Ｍ＝ＯＨ2 ）、〔ＣｏＡ
―

2

Ｌ4 〕

2

Ｈ4 、（Ｃ2 Ｈ4 ）2 、（ＳＯ3 ）2 ）、〔ＣｏＡ2 Ｌ2 Ｍ2 〕

オン電池、特にＬｉイオン電池の正極材料としての特性

（Ａ＝ＮＨ3 、Ｌ＝Ｃｌ、Ｍ＝ＯＨ2 ）、〔ＣｏＡ

を持つ材料は、新規なコバルト膜を０〜＋１．２Ｖで電

+

3 +

2

Ｍ4 〕

（Ａ＝ＮＨ3 、Ｌ4 ＝（ＮＯ2 ）4 、（ＮＯ2 ）2 Ｃ

い。
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2 +

（Ａ＝ＮＨ3 、Ｍ＝ＯＨ2 ）、〔ＣｏＡＬ5 〕

【００１４】Ｄ．前記ディスプレイ用およびアルカリイ

解酸化することにより現れ、用いられる電界の上限は＋

（Ａ＝ＮＨ3 、Ｌ＝ＮＯ2 ）。

１．２Ｖである。Ｅ．膜を作成するための原理を説明す

【００１０】Ｂ．第１発明の新規なコバルト膜を形成す

る電解装置を図１に示す。ＩＴＯは、インジウム錫酸化

る材料としては電解に必要な導電性と、金属コバルトを

膜からなる電極材料として利用されているものである。

析出できる安定な電極を形成できるものであれば良く、

ＰｔはＩＴＯ電極に対向する白金電極である。ＳＣＥは

新規なコバルト膜の前記有用な特性を利用して使用でき

飽和カロメル参照電極であり、ＩＴＯ電極の電位はこれ

る電極材料から選択される。この様な条件は、電極材上

との電位を測定して制御される。電解液は窒素ガス（Ｎ

に直接、新規なコバルト膜、茶膜および淡黄膜を形成す

30

2

）の吹き込みにより電解前の溶液から溶存酸素が取り

るときに必要な条件であり、前記電解条件に適した電極

除かれる。

上に新規なコバルト膜、茶膜および淡黄膜を形成した

【００１５】ここでは、更に具体的な例を実施例として

後、無機の膜材料の転写にも適用できる技術である前記

示すが、これは本発明をより理解し易くするためのもの

レーザーアブレーションの技術を用いれば、前記膜はあ

であり、本発明を限定するものではない。膜の分析に用

らゆる材料の表面に形成できる。

いた装置：

【００１１】電解により直接、新規なコバルト膜、茶膜

１，赤外吸収スペクトル：日本分光社製、フーリエ変換

または淡黄膜を形成できる材料としては以下のものを挙

赤外スペクトル（ＦＴ−ＩＲ ４１０）

げることができる。ＩＴＯ、ＳｎＯ2 基板（ネサガラ

２，Ｘ線光電子分光分析装置（ＸＰＳ）：アルバック・

ス）、白金、金などの貴金属、炭素（カーボン電極）、
ステンレス、鉄、アルミニウム、銅、銀などの非金属、

ファイ社製、ＥＳＣＡ５４００スペクトロメーター
40

３，Ｘ線回折測定装置：リガク社製、X線回折装置ガイ

さらにはシリコン、ガリウム砒素、酸化チタン、酸化亜

ガーフレックス

鉛などの半導体も−１．２Ｖの負電位でも安定であるの

４，サイクリックボルタンメトリー：北斗電工社製、ポ

で、黒色膜の特性を利用する電極基板を形成する材料と

テンショスタット／ガルバノスタット ＨＡＢ−１５１

して挙げることができる。また、ＩＴＯ、ＳｎＯ2 基板

【実施例】実施例１

（ネサガラス）、白金、金などの貴金属、炭素（カーボ

〔Ｃｏ（ＮＨ3 ）5 Ｃｌ〕Ｃｌ2 を１３ｍＭ（ミリモル）

ン電極）などの材料は＋１．２Ｖの電位を加えても安定

とＫ2 ＳＯ4 （あるいはＬｉ2 ＳＯ4 ）を０．１Ｍ（モル）

であるので、エレクトロクロミー特性、アルカリイオン

溶解した水溶液を作成し、これに図１に示すようにＩＴ

出し入れの特性をもつ茶膜や淡黄膜の形成用の電極基板

Ｏ電極とＰｔ電極を浸漬する。ＩＴＯ電極に飽和カロメ

としても使用できる。

ル参照参照電極（ＳＣＥ）に対し−１．２Ｖの電位を印

【００１２】新規なコバルト膜の利用用途としては、前

50

加する（電界の印加は、０〜−１．２Ｖ電位を一定速度

( 5 )

特開２００３−１８３８７３

7

8

で電位掃引して行う方法でもよい。）。これによりＩＴ

＋１．２Ｖ〜−１，２Ｖの間で掃引速度５０ｍＶ／秒で

Ｏ電極上に新規なコバルト膜である黒色膜が生成する。

Ｋ2 ＳＯ4 を０．１Ｍ加えた電解液中で電位掃引をして膜

生成する膜厚（ｎｍ）と電解時間（分）の相関を図２に

の電気化学的変化を調べた（サイクリックボルタンモグ

示す。膜厚は電解時間と共に増加し続けており、任意の

ラムの作成）。その結果を図５の（ｃ）に示す。１回目

膜厚のものが電解時間を制御することにより得られるこ

のスタートから図（ａ）、（ｂ）の変化をたどり、０．

とを示している。電解時間２０分で１μｍの膜の生成が

５Ｖ以降に酸化電流が流れ茶色の酸化膜への変化が見ら

可能である。膜の成長は飽和しないから、更に厚い膜の

れる。また−０．８Ｖと−１．０Ｖに還元電流が流れ、

生成も可能である。

膜の色は茶色から淡黄色に変化をする。この２つの還元

【００１６】原料として用いた〔Ｃｏ（ＮＨ3 ）5 Ｃｌ〕
Ｃｌ2 粉末および前記電解で形成された新規なコバルト

電位の観察から、膜の還元以外に別の還元反応が進行し
10

ていることが分かる。さらに−０．３Ｖに酸化電流が流

膜である黒色膜のフーリエ変換赤外吸収スペクトルを図

れ、還元反応の逆の酸化ステップが見られる。このよな

３に示す。原料粉末で観測されていたＮ−Ｈ結合に起因

電気化学的な観察から、この膜は充放電可能な膜である

‑ 1

する吸収ピーク（3000−3300ｃｍ

付近の吸収ピーク）

ことが分かった。

が黒色膜では完全に消失しており、配位子のＮＨ3 は−

【００２１】茶色を呈する茶膜および淡黄色を呈する淡

１．２Ｖでの電解により錯体から脱離している。

黄膜のエックス線光電子分光分析（ＸＰＳ）スペクトル

【００１７】前記電解により形成された新規なコバルト

の測定結果を図７に示す。実線のスペクトルは茶膜のス

膜である黒色膜表面のエックス線光電子分光分析（ＸＰ

ペクトルであり、水酸化コバルトの酸素のピークである

Ｓ）スペクトルの測定結果を図４に示す。ピークにおけ

５３１．１ｅＶと酸化コバルトの酸素のピークである５

る結合エネルギーの値は５３１．１ｅＶであり、これは

２９．５ｅＶにピークが観察された。これに対して、淡

水酸化コバルト中の酸素の値であり、黒色膜表面は水酸

20

黄膜では酸化コバルトのピークが減少している。また、

化コバルトであることを示している。

淡黄膜の組成の分析結果から、淡黄膜中には電解液に添

【００１８】前記電解により形成された新規なコバルト

加したＫ2 ＳＯ4 のＫ イオンが取り込まれていることが

膜である黒色膜表面のエックス線回折測定の結果を図５

観察された。これに対し、茶膜中ではＫ イオンが観察

に示す。○は電極材料のＩＴＯであり、▲は電解により

されないことを合わせて考えると、−１．２Ｖでは膜の

形成された新規なコバルト膜である黒色膜の内部の組成

還元と同時にＫ イオンのドーピングが起こっており、

は金属Ｃｏであり、図４の表面とは異なり内部は金属Ｃ

＋１．２ＶではＫ イオンの脱ドーピングが起こってい

ｏであることを示している。

ることを示す。このことから、茶膜はアルカリイオン二

【００１９】以上のことから、新規なコバルト膜である

次電池の正極材として有用であることを示している。

黒色膜の形成機構が推測される。すなわち、先ず、−

【００２２】本発明で得られた、黒色膜、茶色を呈する

１．２Ｖの電位がＩＴＯに印加されると、水の還元反応

+

+

+

+
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‑

茶膜および淡黄色を呈する淡黄膜の光線の吸収特性を図

が起こり、ＯＨ イオンの生成により〔Ｃｏ（ＮＨ3 ）5

８に示す。黒色膜は紫外、可視および赤外領域の全ての

Ｃｌ〕Ｃｌ2 錯体が該イオンの攻撃を受け配位子のＮＨ3

スペクトル領域において入射光を吸収する、黒体的な特

およびＣｌの脱離が起こり、錯体のＣｏ
り、次いで、Ｃｏ

2 +

2 +

イオンとな

性を示し、光−熱変換膜として有用であることを示して

が−１．２ＶでＩＴＯ上で還元され

いる。

Ｃｏとなって堆積する。膜表面は、表面の周りの水分に

【００２３】本発明の新規なコバルト膜である黒色膜か

より水酸化コバルトに変化したものと推測される。

ら＋１．２Ｖでの酸化および−１．２Ｖでの還元で得ら

【００２０】実施例２

れた淡黄膜のＬｉイオン電池の正極材としての有用性を

前記新規なコバルト膜である黒色膜を、Ｌｉ2 ＳＯ4 （ま

見るために、０．１モルのＬｉＳＯ4 水溶液中に前記淡

たはＫ2 ＳＯ4 ）を含む水溶液中で電位を印加すると＋
１．２Ｖで前記膜の酸化電流が流れ、膜の色が黒から茶

黄膜を浸漬し、この膜に＋１．２Ｖを印加したときの電
40

流、次いで、−１．２Ｖの電位を印加した場合の電流を

色に変化する。該茶色を呈する膜は、印加電位を−１．

観察した。その結果を図９に示す。この実験の場合の＋

２Ｖにすると膜の還元電流が流れ膜の色が淡黄色の淡黄

１．２Ｖの反応は、電池を組んだときの充電反応に、ま

膜に変化した。そこで、前記黒色膜の電気化学的特性を

た、−１．２Ｖでの反応は電池の放電反応に相当する。

知るために、先ず０〜−１．２Ｖの間で電位掃引を加え

負極材を用いての測定でないので半電池に相当する。図

た。掃引速度は５０ｍＶ／秒である。その結果を図６の

９から、前記淡黄膜はＬｉ イオンの出し入れが可能な

（ａ）に示す。電流はほとんど流れず、酸化還元反応は

正極材料として有用であることが理解される。

起こっていない。次に０〜＋１．２Ｖの間で電位掃引を

【００２４】

加えたところ、０．５Ｖ付近に酸化電流が観察され、黒

【発明の効果】以上述べたように、アルカリ電池の正極

色の金属コバルト膜は酸化物の茶色の茶膜に変化した。

材などとして有用な材料を、常温、常圧で、且つ水とい

この結果を図６の（ｂ）に示す。そこで、前記黒色膜を

+
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う環境に負荷を与えない媒体を用いて製造できるという

( 6 )

特開２００３−１８３８７３

9

10

本発明により提供される技術は、極めて画期的な技術で

エックス線回折測定の結果、○は電極材料のＩＴＯ

あり、産業における貢献度が高いことは明らかである。

【図６】

【図面の簡単な説明】

１．２Ｖの間で電位掃引での膜の変化、（ｂ）は０〜＋

【図１】

１．２Ｖの間での電位掃引での膜の変化、（ｃ）は−

本発明の新規な膜類を電解酸化・還元により

黒色膜の電気化学的特性、（ａ）は０〜−

作成するための装置の原理図を示す

１．２Ｖ〜＋１．２Ｖの間でのサイクリックボルタンモ

【図２】

グラム

生成する新規なコバルト膜である黒色膜の膜

厚（ｎｍ）と電解時間（分）の相関

【図７】

【図３】

析（ＸＰＳ）スペクトル

〔Ｃｏ（ＮＨ3 ）5 Ｃｌ〕Ｃｌ2 粉末および前

記電解で形成された新規なコバルト膜である黒色膜のフ
ーリエ変換赤外吸収スペクトル
【図４】

新規なコバルト膜である黒色膜表面のエック

ス線光電子分光分析（ＸＰＳ）スペクトル
【図５】

【図８】
10

茶膜および淡黄膜のエックス線光電子分光分
本発明で得られた、黒色膜、茶膜および淡黄

膜の光線の吸収特性
【図９】

＋１．２Ｖを印加したときの電流、および−

１．２Ｖの電圧を印加した場合の電流の観察

新規なコバルト膜（▲）である黒色膜表面の
【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

( 7 )

【図５】

特開２００３−１８３８７３

【図６】

【図７】

【図８】

( 8 )

特開２００３−１８３８７３

【図９】
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