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　本報告書は、（独）科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）が平成

23 年 1 月 27 日に開催した科学技術未来戦略ワークショップ（WS）「次々世代二次電池・

蓄電デバイス技術」に関するものである。

　CRDS では、グリーンイノベーションの中心課題の１つとして二次電池を取り上げ、

2030 年以降を見据えた長期的観点に立って、現在研究が進められている各種二次電池の

性能、機能、コスト等の面で全く発想の異なる新材料・システムによる「次々世代二次電池・

蓄電デバイス技術（※）」の可能性について議論を行い、研究開発の方向性を示すことを目的

とした。わが国では既に、蓄電技術に関する国家プロジェクト、ファンディングプログラ

ムが複数推進されているが、その状況下で今後の研究開発課題と、推進上の諸課題、さら

に各施策や関連する研究グループが互いの相乗効果を得る方策について議論をおこなった

結果、以下のように整理された。

■現状認識
　二次電池・蓄電デバイス技術は今、周辺状況が激変している。もともと日本は技術・産

業の総合力では国際的な優位を保ってきたが、社会ニーズ増大と市場拡大に伴い、中国や

韓国の激しい追い上げを受け、日本の電池メーカーのマーケットシェアは下がっている。

また、「再出発」をもくろむ米国や産業競争力強化策を背景とする中国、韓国では研究開

発投資の増大が加速化しており、関連する学術論文数シェア等においても、過去の蓄積に

依存する日本の地位は相対的に低下している。次々世代への備えは十分とはいえない。

■将来ニーズ
　二次電池の用途は大きく 3 つの方向性に分類される。自動車・輸送機器用（大型×移

動型）、スマートグリッド用（大型×定置型）、ユビキタス・モバイル機器用（小型×移動

型）である。それぞれに求められる機能・性能は異なり、設計思想が重要となる。

　今後は、強い市場ニーズを受けて電気自動車用の二次電池開発が産業界を中心に進めら

れていくと考えられる。現在、自動車用としてエネルギー密度 700Wh/kg の目標値が示

され、そのためには今の 10 倍のエネルギー密度向上が必要であり、これをもし 2030 年

に実現しようと思えば今後 20 年間、2050 年であれば 40 年間で 10 倍のアップを実現し

なければならない。この目標値は、従来のリチウムイオン電池の延長では達成不可能なも

のである。また、その成果が、太陽光や風力といった出力の不安定な自然エネルギーを導

入した際のスマートグリッド用二次電池の開発につながることも期待されているが、現状

のコスト・機能では実用に耐えるとは考えられていない。自動車用・グリッド用のいずれ

においても、電池が広く普及するためには、現行技術で見えている極限を超える高容量化

のアイデアが要請されている。二次電池は総合技術・総合システムであり、研究開発のス

テージによって、材料、デバイス技術、回路理論、系統連系・電力運用等の各分野にまた

※　「次世代二次電池」と「次々世代二次電池」
　本WSでは、現行のリチウムイオン電池の3～ 5倍程度のエネルギー密度を持つ二次電池を「次世代二次電池」と捉え、それをさらに
凌駕する可能性をもつような、将来2030年以降の実用化が期待される電池を ｢次々世代二次電池・蓄電デバイス技術｣ と定義した。リ
チウム（金属）－空気二次電池、全固体型リチウム二次電池、ｓブロック金属二次電池、多価カチオン二次電池、その他の「新型・新概念」
による二次電池・及びキャパシター等の蓄電デバイスも含むものとしている。

エグゼクティブサマリー
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がる技術開発が必要になる。

■今後重要となる基盤的研究開発課題と推進の方策
　上記のような総合技術・総合システムである蓄電池は、正極、負極、電解質、その他の

部分を全て含めた上で最大のパフォーマンスが発揮されるようにしなければならない。そ

うしたシステム全体を見たときに重要な研究開発課題は、どのような材料を選択するかだ

けでなく、どのような組み合わせを考えるか、材料と界面を含めた 3 次元構造をどのよ

うに設計するか、そして各部のバランスをどう最適化するかが重要となる。CRDS にお

ける調査および WS 参加識者との議論から浮かび上がってきた次々世代二次電池へ向け

た研究開発課題は、図のようにマッピングされた。

　電池技術の鍵はナノテク・材料技術であり、特に新材料の開発、材料の組合せと粘着剤

（界面の制御）が重要となる。電池の特性を決める因子であるエネルギー密度は、高い電

圧が得られるような両極の材料を使って、内部抵抗をいかに小さくして電流を取り出すか

であり、特に電流を取り出す部分の界面制御が最重要となる。そのためには、電池反応の

基礎的理解・解明が必要となる。また、安全性と高電圧化の両方のバランスをとるためには、

電解質が重要な鍵を握っており、特に有機材料の新たな可能性、新材料の創出が求められ

る。求められるアプローチとしては、これまでの研究開発によって蓄積してきた様々なナ

ノテクノロジーを集積して、実験、計測、理論・計算科学の融合による取り組みが必須と

考えられる。より正確な予測や材料・デバイス設計を行うには、マルチスケール・マルチフィ

ジックスを徹底活用しなければならず、蓄電池の実験エキスパートと計測技術、さらに理
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論・計算科学のエキスパートがダイナミックにコラボレーションしていくことで、次の道

は拓かれる。原子・分子レベルの個々の現象をシミュレーションし、それらの結果をナノ

からメソレベルへ、よりマクロなスケール・上位階層のシミュレーションにつなげていく

手法の開発が必要である。計測技術に関しては、材料を構成する元素の位置同定や、電池

反応の直接観察を可能とする手法の開発が求められる。

■人材育成、研究費及び学会の役割・連携
　研究基盤の強化には人材の育成が必須であるが、その際、グローバル人材を日本に集積

することと同時に、若手研究者が海外へ修行に出る仕組みの構築が求められる。それには、

海外の有力研究機関との連携策の工夫が必要であり、ハブとなる研究者を如何に育てるか

などが、一つの重要なファクターである。

　また、異分野からの新規参入研究者を如何にして増やすかが肝要である。研究者は、難

問の解決や、真の新規性を求めている人が多く、電池の課題が新しいサイエンスにつなが

るということや、理論的な新概念があれば研究が非常に進展する、などの学問的深みを示

す課題に翻訳することが重要である。企業には、学問的に未解明の問題が数多く残ってい

るが、それをアカデミアに公開し翻訳することが必要である。問題を学問的に追及するこ

とによって生じる新しい展開は、今後十分にあり得る。さらに、電池研究人材の裾野を広

げるためには、短期的な成果を求め過ぎない研究費も必要と考えられ、競争的資金だけで

はない、継続的・安定的な資金によって長期的に人材を育成していくことも検討すべきで

ある。異分野融合は簡単に進むものではなく、長期的且つ多面的な評価が必要である。そ

れがあって初めて、異分野の研究者も積極的な挑戦が可能となる。

　異分野の研究者が加わることで新しい視点が導入され、新物質等を生み出すことにつな

がる可能性が期待される。物理分野には、理論面や計測技術などで強力なツールや技能を

持つ多くの専門家が存在する。扱う対象は電気化学分野の研究者と同じであることが多い

にも関わらず、使用する言語には相当の違いがあり、言葉の違いが参入障壁を生み出して

いる。関連プロジェクト間や、主要学会間で連携・融合に踏み出し、問題を翻訳し橋渡し

していくことができれば、新しいアイデアの創出につながると考えられる。異分野の専門

家同士が議論できる場を継続的に構築していくことが求められる。
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１. １　はじめに 田中 一宜（JST CRDS）

　研究開発戦略センター（CRDS）は、わが国として重点的に推進すべき研究開発戦略を

立案し、提言することを主要なミッションとして掲げており、科学技術未来戦略ワーク

ショップを公的資金の必要性・意義を明確化する上で極めて重要な場と位置付けている。

具体的には、科学技術分野全体を俯瞰した上で、そのポテンシャルや人材育成を含めてわ

が国の現状を把握し、社会ビジョン・社会ニーズに照らして何が必要とされるか、政策的

に何が必要であるかについて、海外の状況も加味した上で、最適な提言、あるいは公的資

金を投入すべき開発課題を選び出して行く。そのための一環としてCRDSはワークショッ

プ（以下 WS）の場・議論を通じて今後の方向性を明らかにしていく。その手法は、中立、

衡平、公正の立場で、エビデンスベースで提案していくことを前提としている。

　21 世紀に入って以降、日本の科学技術政策は、第 2 期（2001-2005 年度）及び、第 3 期

科学技術基本計画（2006-2010 年度）において重点 4 分野を掲げ、科学技術領域への投

資を継続して行ってきた。しかしながら、2011 年度に新たにスタートする第 4 期科学技

術基本計画においては、グリーンイノベーション、ライフイノベーションという 2 大課

題を前面に掲げた課題解決型「科学技術イノベーション」政策へと大きく舵が切られる。

これは科学技術に対して、社会課題への

貢献をイノベーションを通じてスピード

アップすべしとのメッセージである。こ

のような情勢の変化に応えるべく CRDS
では、従来の科学技術領域毎の俯瞰に加

え、社会的期待の議論と具体的課題の抽

出も始めた。社会的期待と科学技術領域

俯瞰との「邂逅」を通して今後の科学

技術投資戦略を決定していくことにな

る。そのような意味からすると、従来の

研究者コミュニティを中心とするディス

カッションによって出てきたものだけで

なく、社会課題・社会的期待の側の意見

を同時に抽出し、社会的期待と科学技術を「邂逅」させる、すなわちニーズとシーズの両

面から議論し、海外の状況を十分踏まえた上で提言をしていくことになる。今回のワーク

ショップは、従来型のワークショップに加えて、民間企業の専門家にも多くご参加いただ

き議論していただくこととしている。このような枠組での議論の手法には経験が薄く未熟

であり、従って定着までには時間を要すると考えられるが、今日はその第一歩、新たな試

行の場である。

 

１．ワークショップ開催趣旨

図  1
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　上図は、日本の代表的なファンディングエージェンシーを研究のステージを横軸にして

並べたものである。左端が大学等における基礎段階の研究、右のほうは企業における研究

開発、出口になる。JST は基礎を見ながら、その成果をどのようにして企業化あるいは

イノベーションにつなげていくかということについての大きなミッションを背負ってい

る。本来、このような課題解決型の研究というものは、全体を一体的にコーディネーショ

ンすることが必要であり、言い換えれば経産省、NEDO、文科省、JST、JSPS を国とし

て如何にして一体的にコーディネーションしていくかが極めて重要となる。NEDO、JST
は、今後協力し、このような観点から俯瞰をした上で重要な研究課題を抽出していく時代

に入ってきている。図の下側には、アメリカエネルギー省（DOE）の例を記載している。

基礎から応用までを一体的にカバーする「エネルギーイノベーション・ハブ」、全米 46
箇所の基礎研究拠点である「エネルギーフロンティア研究センター」、そして出口を意識

した「エネルギー高等研究計画局」の 3 つの違ったカテゴリーのプログラムを、DOE が

全て統率してコーディネーションしている。日本にはそのような省庁構造にはないという

ハンディがあるが、このような米国の状況も十分考慮に入れた上で、本当に重要な基礎的

な問題があるのかどうかということを、今日は徹底的に議論していきたい。

 

図  2
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１. ２　趣旨説明 永野 智己（JST CRDS）

　この WS ではグリーンイノベーションの中心課題の１つとして二次電池を取り上げ、

関連技術領域との「邂逅」を企画した。近年のナノテク・材料研究では、物質・材料設計

自由度ならびに制御性の格段の進展により、既存材料では実現困難な新機能を発現する物

質が多数創出されていることが明らかに

なっている一方、低炭素化社会の実現お

よび再生可能エネルギー普及の観点から

は、エネルギー貯蔵技術、特に、次々世

代二次電池の実現への社会的期待が大き

いと考えられる。具体的な出口としての

期待は、次世代自動車、スマートコミュ

ニティ等での応用である。本 WS では、

2030 年以降に向けた長期的観点にたっ

て、現在研究が進められている各種の二

次電池の性能、機能、コストを抜本的に

凌ぐ次々世代二次電池の可能性について

議論を行い、研究開発の方向性を示すこ

とを目的としている。物理学、化学（電

気化学）、材料科学、ナノサイエンス、

界面科学、計測技術、計算機科学などの

諸分野においてこれまで電池技術に直接

的には関わってこられなかった専門家

と、電池研究開発の専門家との邂逅の場

を提供し、広い視点からの議論によって、

特に前者の研究課題や成果が将来の全く

新しい「次々世代二次電池」に貢献する

可能性や方向性を探求することを企図し

ている。図は、今回の WS テーマの抽

出に先だって昨年度開催した「ナノテク

ノロジー分野俯瞰ワークショップ」の結果、策定したナノテクノロジー・材料分野研究開

発俯瞰図である。俯瞰ワークショップでは、二次電池に関する諸課題の重要性が幾つも上

がった。CRDS ではそのための検討チームを設けて、今回のワークショップ開催まで至っ

ている。社会ニーズとしての電力技術・蓄電技術へのニーズの増大と、長期的なロードマッ

プは経産省、NEDO 他からも提示されているが、それを実現するためのシーズについては、

研究開発のシナリオは必ずしも明確にされていないのではないかという認識のもと、ナノ

テクノロジー・材料の立場から見ると、新材料の開発が決定的に重要なのではないかとい

う仮説を立てワークショップを企画した。既にわが国では、蓄電技術に関する国家プロジェ

クトが複数推進されているが、その状況下で何が課題なのか、互いの相乗効果を得る方策

が必要なのではないかということを、今日はぜひ議論したい。

図  1
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　CRDS ではこれまで、二次電池に関

する構成材料や技術課題についての事前

調査・検討を進めてきた。電池の構成そ

のものは単純であり、負極、正極、電解質、

の大きな３つの構成要素から成る。これ

を将来、次世代、さらに次々世代の二次

電池の研究開発を見据えたときには、ど

のような材料開発が求められるのか、そ

して周辺諸技術が必要なのかということ

を WS で議論したい。また、スマート

グリッドをプラットフォームとしたエネ

ルギー技術の俯瞰のなかでも、二次電池

の位置づけ、将来要請の検討を試みてきた（図６）。

　将来の新たな電池材料や技術を検討するにあたり、掲げられたニーズを実現するために

は今後どのような研究開発、道筋が必要であろうか。様々な新しい材料設計や計測・シミュ

レーション技術、そのために必要となる異分野の研究者の融合・連携。電気化学やデバイ

ス物理等の諸学術分野の強化。研究開発の効率性を高め、融合を促進する研究拠点等のイ

ンフラ整備、それらの全てが相互に関連し、相乗効果を生みだしながら目的とする到達点

へと近づいていけるはずである。本 WS は、これらに関わる専門家にお集まりいただいた。

図  5
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　海外に目を向けると、米国では大きな

研究開発施策が始まっている。直近では、

DOE のエネルギー・フロンティア・リ

サーチ・センター（EFRC）において、

３つの蓄電技術に特化したプロジェク

ト・研究拠点が始動している。エネルギー

イノベーション・ハブでは、全部で 8 つ

のハブ拠点の構築が計画されているが、

最近 4 つ目のハブとして蓄電池・二次電

池が 2011 年度にスタートすることが公

表された。年間約 30 億円が蓄電池・二

次電池の拠点に投じられる予定である。

　さらに中国でも国家計画として大型の研究開発投資を開始している。これらを見ながら、

日本はどう対応していくか。現在、市場拡大の期待と国際競争の激化の中で、日本の研究

開発は現状では優位性を保っているが、今後は相対的にレベルが下がっていく懸念がある。

そこで、じっくり基礎を固めるとともに、実用化・市場競争を勝ち抜く策との邂逅が正に

求められている。

　以上のような背景を踏まえ、WS を電池研究開発の専門家と、電池そのものというより

はむしろ化学、物理、材料分野の専門家との邂逅の場、異分野研究者間の対話の場として

位置づけ、本格的な議論に入っていきたい。長期的視点に立って今後の大学基礎研究や、

新型・新概念の次々世代二次電池の可能性について、いくつかの方向性を見出すことが本

WS の目的である。

図  7
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1. ３　WS課題設定：次々世代二次電池・蓄電デバイス技術のイノベーション推進戦略

本間　格（東北大学、WSコーディネーター）

　このワークショップ（WS）は国内の学会・産業界を代表する専門家の方々に集まってい

ただくことができ、このような場を持てたことだけでも既に非常に意義のあることだと考

えている。グリーンイノベーションの一丁目一番地とも言われている電池技術は今、周辺状

況が激変している。日本企業のマーケットシェアが下がっているだけではなく、米国や中国

では研究投資の増大が加速化しており、論文数のシェアにおいては日本が相対的に下がっ

てきている。そうした状況下で電池研究の裾野を広げ、将来の電池はどうあるべきか、新し

い研究開発のアプローチや研究開発戦略について議論を深めることが WS の目的である。

　議論のスタートラインとして、最初に電池技術の重要性と、研究に取り組むにあたって

難しい課題があるということを指摘する。欧州と中国では 2030 年の再生可能エネルギー

導入量の目標値を 10％以上としている。日本は 2030 年の再生可能エネルギーと原子力

を合わせて 50％、米国では 25％を目標としている。スマートグリッドに太陽光発電や風

力発電による電力が多く入ってくると不安定化するという問題がある。安定して電力を使

用するためには蓄電技術が必要であり、蓄電技術無しにはスマートグリッドは実現しない

とされる。将来は負荷変動の非常に激しいシステムになることが予想されるため、各家庭

と電力会社が双方向にコミュニケーションをしながら必要なときに必要な量だけ電力を供

図  1
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給することが可能で（従って電力料金も時々刻々変わる）、さらに Vehicle to Grid（電気

自動車を電力系統網に接続すること）によって車載電池を負荷平準化用電源とするスマー

トグリッドが検討されている。

　ここで仮に太陽光発電で 50GW の電力がグリッドにつながると仮定した場合、4 時

間の発電で 200GWh、2030 年に実現するためには、自動車 1 台当たりの電池の容量を

40KWh としたとき、毎年 25 万台ずつ 20 年間にわたって自動車を投入し続けなければ負

荷平準化用電源にはならない。このような仮定にもとづけば、非常に大きなマーケットも

予想される。電池に求められる最も重要なパフォーマンスは、エネルギー密度と出力密度

である。電池には様々なタイプがあり、リチウムイオン電池はその一つである。出力型の

キャパシタからリチウムイオンキャパシタのように両方とっているもの、ハイブリッド車

用の高容量・高出力型タイプ、超高容量型など、自動車を電池で駆動することが最終的な

ターゲットである。

　電気自動車用電池として求められる超高容量型の課題について話す。現在、700Wh/kg
という非常に意欲的な目標値が設定されており、これは極めて高いハードルである。基礎

研究の長い道のりが必要であることを指摘しておかなければならない。現在使用されてい

る電池の多くは鉛電池であり、150 年以上前に開発された電池がいまだに使われている。

Plante が 1858 年に発明した鉛電池から最近のリチウムイオン電池まで、エネルギー密度

は約 4 倍向上した。4 倍上がるために実に 120 年かかっていることになる。電池は、他の

図  2
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エレクトロニクスデバイスと違って進化には非常に時間を要するデバイスであることを認

識すべきである。ところが、最近は自動車用として 700Wh/kg の目標値が示され、その

ためには現在の 10 倍のエネルギー密度向上が必要ということで、もし 2030 年に実現し

ようと思えば 20 年間、2050 年であれば 40 年間で 10 倍のアップを研究開発により実現

しなければならない。非常に難しい課題である。

　「リチウム空気二次電池」であれば原理的には可能ともいわれているが、多くの課題が

ある。これは現状のリチウム電池をベースにして、負極に金属リチウム、正極に固体の

活物質ではなく「空気中の酸素」を取り入れて発電する。ガソリンの液体燃料に匹敵す

るエネルギー密度を持つことが期待されているが、現状の研究段階では、酸素分子に対

して 2 電子反応までしか可逆的には進まないと言われており、その場合の容量としては

1600mAh/g-O2 を超えるくらいのエネルギー密度が想定されている。そこに正極の触媒、

担体のカーボン材料、セパレータ材料、などの他の部材の重量を含めると、なかなか 10
倍には届かない。数倍止まりではないかという議論もある。現在は基礎研究段階であり、

デバイス構成もまだ決定的なものはなく、ゼロに近いところからのスタートという状況に

あると認識している。

　化学電池には理論的な限界があり、ワークショップの議論も理論限界を超えることはな

い。下図は縦軸に起電力、横軸にエネルギー容量としているが、起電力の最も高いものは

リチウムとフッ素の 2 電子反応（6V）である。どのような電池を想定した場合でも、熱

力学的に安定なフェーズの物質変化を使う限りは、この 6V を超えることはない。エネ

図  3
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ルギー容量についても、単体の元素を使う限りは電気化学当量の最も大きいリチウムの

3861mAh/g を超えない。したがって次々世代の二次電池として新コンセプトや新材料を

想定しても、エネルギー空間としては「6V × 4000mAh/g」のエリアを抜けることはない

ということになる。

　現在の携帯電話等に使用されているリチウムイオン電池は、負極にグラファイト、正極

にコバルト酸化物が使われており、次世代としてリン酸鉄リチウムの研究が進められてい

る。これらの活物質容量は 140 から 170 mAh/g ぐらいである。最近の学会や論文紙上で

議論されている空気電池の場合は、2 電子還元反応で 1675 mAh/g であり、硫黄を使って

もほぼ同じである。さらに上げようとすれば、酸素分子の完全 4 電子還元反応を、全て

可逆的に行うというような夢のデバイスが必要になる。3300 mAh/g 以上の容量が期待で

きることになり、原理的には 10 倍～ 20 倍である。しかしながら現実には、触媒技術や

デバイス構成など、多くの課題が存在し、議論を深めなければならないだろう。

　次々世代二次電池は必ずしもリチウムイオン電池を意味しているわけではない。負極に

金属を想定したときのエネルギー密度を、重量当たり、体積当たりで比較しており、当然、

電気化学当量や起電力が高いのはリチウムなので、重量エネルギー密度はリチウムが一番

高い。体積エネルギー密度を考えれば、必ずしもリチウムはベストチョイスではない。例

えば、アルミニウムやマグネシウムも体積エネルギー密度ではリチウムよりも大きい。場

合によってはカルシウムもリチウムに匹敵する。これらの多価イオンを用いた二次電池を

次々世代の二次電池として想定するべきであり、そのための基礎研究が重要になってくる。

図  4
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　専門家間での予測や議論からは、現状の設計延長線上で限界が 250Wh/kg と言われて

いる。次々世代二次電池は、現行の延長上のさらに外側にあるデバイスである（図６）。

多価イオンの電池や全固体電池、s −ブロック二次電池、空気電池と、様々なデバイスが

想定されており、これらはリチウムイオンにはこだわらない。マグネシウム、アルミニウ

ムや亜鉛やナトリウムなど、様々なキャリアイオンを使うことが可能である。正極材料に

ついても必ずしも固体とは限らず、液体もあるし、気体もあり得る。そうした次々世代二

次電池は、まだいろいろなアイデアが出てくる段階だと思われるが、材料、デバイス、シ

ステムの総力戦になると考えるべきである。

　飛躍的な電池性能向上のためにはどのような新戦略、アプローチが考えられるのかとい

うことを議論しなければならない。革新的な電極や電解質、電極反応の開拓も重要である

し、原理の解明や予測、直接計測やシミュレーションも求められる。それには、異分野の

研究者間の連携・協力・融合が必須であり、従来の路線だけではない、より俯瞰的な視野

で次々世代の電池がどうあるべきかを、原理原則に遡って議論することがワークショップ

の目的である。

図  5
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２. １　将来の蓄電技術への期待 谷口 治人（東京大学）

　電池を利用する側の立場か

ら、「将来の蓄電技術への期待」

と言うタイトルで、お話しさせ

ていただく。まず、電力を取り

巻く世界的な状況を述べる。人

間一人当たりのエネルギー消費

がどう推移してきたかいうと、

図１に示すように、単に生きて

いるだけだったら 100 Ｗ位で

十分なのが、最近では、10k Ｗ

を超えるような非常に大量のエ

ネルギーを使う様になってい

る。それで地球レベルではどう

なっているかというと、ご存じ

様に、最近で 60 何億人、これ

から 100 億人になるのではな

いかということで、だんだん増

加している。総エネルギーは、

これら各個人の電力使用量と総

人口の掛け算となるので、これ

も増加している。特に中国の伸

びが最近著しい（図２）。

　この様な背景から、二酸化炭

素（以下 CO2）の排出も増加し

ている。我が国も、図３に示す

様に増加しているが、中でも業

務用と家庭用の伸びが大きい。

運輸についても 10 年単位で見

ると伸びており、これらを電気で駆動すれば CO2 の排出も減って、利便性も高まるので

はないかというようなことから、電気自動車というような話も非常に進んでいる。

　一方、スマートグリッドのような大きな話も進んでいるが、これは、構成する電源に

よって事情が異なってくる。図４は、電力中央研究所が以前に算出した、発電方式毎の１

kWh 発電した時に排出する CO2 の量である。下の緑色の部分は、発電システムの主に建

設時に排出される CO2 の量である。燃料を燃やして発電する石炭火力、石油火力、液化

天然ガス（LNG）、それと最近、効率が高いので非常に良く使われているコンバインドサ

イクル（LNGCC）では、燃料を燃す事によって CO2 が発生する。一方、原子力や太陽光、

風力発電、地熱、水力等は、運転中に CO2 を排出しない。このような事情から、CO2 の

２．セッション1

図  1

図  2



科学技術未来戦略ワークショップ
「次々世代二次電池・蓄電デバイス技術」報告書16

CRDS-FY2010-WR-08 独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター

排出削減という観点からは右側の電源か

らの電力を増やしていく必要がある。左

のほうの発電量が大きいところでは、電

化しても逆にかえって二酸化炭素の排出

量を増やすという可能性もある。それで

は、世界の主要国の電源別の発電電力量

がどうなっているかというと、日本では、

石炭、石油、それから天然ガス、原子力、

水力その他が、大体バランスしており、

ベストミックスと言われているものであ

る。これに対して、例えばフランスでは

原子力が非常に多く、ブラジルでは、最

近ちょっと変わってきているが、水力が非常に多くなっている。CO2 排出削減の視点か

ら見ると、これらの国で電化を進めれば、CO2 の排出量が非常に少なくなる。日本の場

合も、かなり少なくなる方向に行く。ただ、石炭を主なエネルギー源にしている中国やイ

ンドでは、電化するとかえって CO2 の排出が増えるということにもなりかねないと言わ

れている。

　以上の様な背景から、我が国では、これも皆さんよくご存じと思うが、図５に示す様

な太陽光発電導入の政府目標が出されている。この目標によれば、2020 年には 2,800
万 kW、2005 年で換算すると 20 倍、2030 年には 5,300 万 kW となっている。この値

図　３

図  ４
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は、我が国の総発電設備が 2 億

5,000 万 kW 位なので、大体５

分の１の容量を占めるというこ

とになる。しかし、実際にそう

なると多くの課題が出てくる。

例えば、多くの個人住宅が発電

所を持つ事になるので、多くの

分散電源による、配電線の電圧

分布の変化や、太陽光及び風力

は、もとのエネルギー源が不安

定なため、出力もふらつき、そ

れによる周波数変動の調整、さ

らに厄介なのが、ゴールデンウ

イークなどの、余剰電力問題が

ある。これらの課題に対しては幾つもの

対応策が検討されており、それらの対応

策の殆ど全てで蓄電池が検討されている

（図６）。ただ、蓄電池はコストが高いと

いう事がネックになっている。図７に現

在の代表的蓄電池であるリチウムイオン

電池の現状と、2020 年での到達予想を

示す。システムコストは、今現在この位

か、もう少し高そうな気もする。それを

三、四万円位にしたい。大容量化も若干

課題があるようで、それから寿命が、や

はり電力用として使うには短い。安全性

も、もう少し確認が必要である。ここには載せていないが、私としては、二次利用という

ようなことも考えると、残存寿命の評価と、それから劣化の機構をはっきりさせてほしい

図  ５

図  ６

図  ７ 図  ８
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と思っている。これらがはっきりすれば、

運転の最適化で蓄電池の寿命を延ばす事

が可能になる。

　次に私のところでの研究例を紹介す

る。PHEV や EV を用いたスマートス

トレージの研究である。PHEV や EV
の利用スケジュールを考慮して、これら

の蓄電池を、自動車の運転にのみに利用

するだけでなく、車を使わない時は、マイ

クログリッドの周波数調整用の電源とし

て使用すると言うシステムである（図８）。

図９は、実際の電力系統での周波数変動

例（上段）、EV とマイクログリッドとの電力の出し入れ状況（中段）、及び EV の蓄電池

の充電状態（以下：SOC）（下段）を示している。充電中は、周波数がこの様に振れてい

るが、V2G の電力は、この変動を緩和するように動いている。これは非常にがたがたし

ている様に見えるが、１分位の周期で振れている。

　最後に、2030 年以降という様な話もあったので、エネルギー密度にふれる。これは皆

さん良くご存じと思うが、ガソリンが 13kWh/kg、水素が 32kWh/kg、体脂肪は 8kWh/
kg である。これらから、人間並みの動作をエネルギー的にさせる様なロボットでは、こ

れより少し大きい位のエネルギー密度が必要となる。先ほど理論限界の話があったが、そ

れ以下であるので、これ位が電池にとって一つの目標になるかもしれないと考えている。

質疑・応答
Ｑ：太陽光や風力を大量に電力系統に導入した時、変動成分が激しくなって、安定化、

負荷平準、周波数も違うような時、これらの問題は別個に考える必要があるのか、

自動車さえ接続すれば、太陽光や風力もすべて安定な電源としてシステムに接続で

きるか。

Ａ：蓄電池の量と、使われ方の両方に関係してくる。上述のシステムでは、１分程度で

振らつかせて、SOC が 50％位で運転している。これを、SOC がゼロから 100 ま

で振らせてやれば同じ Wh の容量に対してさらに効果があるが、蓄電池の寿命に

絡んでくる。このような事情から、Wh と W との関係と、全体の容量との関係で

決まってくる。もちろん、非常に大量の電池を入れて、ならすことはできるが、経

済的に全く成立しない話になると思われるので、検討が必要。

Ｃ：電池サイドからすると、色々とふらついたやつを無理やり入れられると、寿命の観

点で非常にシビアになってくる。これを、計測機能を使って、マイルドに電池に入

れてもらえれば、電池寿命は延びる。この観点は、我々自身、電池を作って、市場

に出す上で苦労している点で、システム上、電池にマイルドな充放電というのがで

きれば、非常にありがたいと思っている。機器のほうからできる方策があれば良い

と思っている。

Ａ：ここでの周波数は、１分周期ぐらいで変わるので、この周期に応じて考えている。

ただ、SOC は、余り下の方とか満タン近くでは、若干、蓄電池の劣化が早いので

図  ９
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はないかという事で、50％位にしている。１分周期を例えば 10 分周期にするとい

う考えもあるかと思うが、そうすると周波数の調整能力が落ちてくる。ここは劣化

の進み方との兼ね合い、コスト換算する必要があると考えている。その意味で、劣

化機構と、どういう使い方だと、どれぐらい劣化するのかがわかると、非常に参考

になる。

Ｃ：SOC のどの領域で充放電を行うかで劣化の度合いは変わる。実際、充放電レート

でもかなり変わるので、マイルドという表現をしたが、これはまさしくその２つで、

いかにレートを上げるか、それが実際に電池仕様にもかかわり、どれぐらいのレー

トまで許せるのかというところで、寿命の観点で大きな問題になる。

Ｑ：日本の場合、配電は 100V ±５％ぐらいの変動に制限されているが、公的に決めら

れているものか。

Ａ：電気事業法に、100 ±６V と書いてある。

Ｃ：±６V でかなり制約を受けていて、それを超えると太陽光のインバータが止まって

しまうので、それ以内におさめようということで、逆にそこをもう少し緩和したい

と考えている。しかし、実際に配電線の電圧変動というのは結構あって、そこの部

分をかなり狭めていくと、狭めていくだけ、今度は止まりやすくなる、または機器

に影響が出る。

Ｃ：電圧変動が極端になると、例えば蛍光灯の寿命が短くなるというようなことがあり、

電圧の下がりが進むと効率も非常に悪くなる。そういう意味で、機器側の許容範囲

を広げるという考えもあるが、ヨーロッパと同じような 400V、230V と配電電圧

を上げる事の方が効果的である。

Ｃ：SOC を中間領域で使うのが一番いいという話であったが、NaS 電池と、風力を連

系させる際には、そういった使い方をすれば、電池はかなり長持ちするので、その

ような動作が、周波数変動に対しては良いが、サイト毎に安定化しようとすると物

凄い振れになってくる。ある程度のエリアを束ねていくと、出力が全体的にならさ

れていくと考えている。よって、ある程度大きなエリアで大き目の電池で、上流側

で制御するというのが割と平たんな制御の仕方になる。個々のものの、大きな出力

の変動部分を抑えようとすると、電池の振れ幅も大きくなってくるので、もう少し

集合的にやったほうが良いのではないかというのが電力会社の考え方である。極端

に言えば、電力側のほうの変電所に、ある程度大きなものを置いて、小さい波だけ

ではなく、中央給電指令所のほうから指令を与えて動かすような大きな波は、通信

インフラが完備されているところであれば、電力会社の上流側で制御したほうが、

社会的コストは一番安いのではないかと考えている。
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２. ２　次々世代二次電池・蓄電デバイス技術
　　　　－マグネシウム二次電池を例とした課題と展望－

安部 武志（京都大学）

　蓄電池研究の動向を図に示すが、現行

の電池の高性能化という流れと、次世代

電池の探索という動きとがある。後者を

中心に話すが、その前に NEDO の革新

型蓄電池先端科学基礎研究事業、いわゆ

る RISING 事業に触れる。これは、①

「産官学の英知を結集しリチウムイオン

電池の「限界性能へ挑戦」する」、②「高

度技術でリチウムイオン電池を遥かに凌

ぐ、「真に革新的な蓄電池」を開発する」、

③「拠点事業等を活用し、分野横断的な

「新たな蓄電池コミュニティー」形成を

支援する」という３つのミッションを背

負っている。例えば車両用電池だと、特

に電池作動条件が過酷（高温で高振動）、

電流密度分布の均一性が厳しく要求され

る、劣化要因解析が難しい、安全性の確

保、10 年以上のサイクル特性といった

非常に大きなハードルがあり、それらを

乗り越えることを目標に RISING 事業

が始まっている。例えば、車両用リチウ

ム電池の例を挙げると、現在スピネルマ

ンガンの LiMn2O4 と黒鉛系の組み合わ

せで研究が進んでいるが、先ほどの劣化

解析の難しさが分かる。3,000 回充放電

を繰り返すと、0.9998 の 3000 乗が 0.55 だから、１万分の２の劣化をどうやって見るの

かということになる。もちろん加速試験が必要であるが、ごくわずかな劣化要因を解析し

ていかないといけないということ。その中で私は反応解析グループを担当しているが、何

社かの電池会社の研究員が非常に仲良く、お互いライバル企業同士が物すごく仲良く、い

ろいろな意見を言いながら研究されている。それを見るだけでも、この事業をやってよかっ

たのではないかと思っている。残念なことは、企業の方が来られているということで、私

どもの研究室の学生が参画できないこと。

　リチウム電池の場合現状では250Wh/kgが限界だと言われるが、実はこれを超えていて、

さらに負極をシリコン系にして 300Wh/kg を狙っているのが現状。日本の電池会社も技

術はすばらしいが、技術が流出しコスト競争になっていて、日本がこれから優位性を保っ

ていくためには、新しい次の研究に積極的に取り組んでいく必要がある。

図  1

図  2



科学技術未来戦略ワークショップ
「次々世代二次電池・蓄電デバイス技術」報告書 21

CRDS-FY2010-WR-08 独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター

２　

セ
ッ
シ
ョ
ン
１

　マグネシウム二次電池の研究に取り組んでいるが、マグネシウムというのは還元力が強

く、標準水素電極基準に対する電位でいうと、リチウムがマイナス３V ぐらいに対して、

マグネシウムはマイナス 2.37V ぐらい。そこそこの電圧が出る。また、コストが安い、

毒性が低い。注目すべきは、体積当たりのエネルギー密度がリチウムの２倍。（電池とい

うのは、閉ざされた空間の中にどれだけ酸化剤と還元剤を詰め込むかが勝負であるから、

体積密度を重視することが多い）さらに、マグネシウムの金属の融点が 600℃以上である

から、これは非常に安全な電池になる。融点が 160℃ぐらいのリチウムに比べて安全な電

池設計が可能であるということがもう一つのメリットである。

　マグネシウムの最大の課題は不動態膜

であり、これを制御しないと使えない。

イスラエルのオーバハ先生などは、グリ

ニャール試薬を用いてマグネシウムを析

出・溶解させ充放電反応に成功している。

但しグリニャール試薬は危ないので、電

池のシステムとしては好ましくない。

　代わりの電解液を探して 1 年半、た

またま、2 － MeTHF というエーテル系

溶媒に臭化マグネシウムを入れ、マグネ

シウムエトキシドという添加剤を入れる

と、マグネシウムの析出溶解を可能にす

図  3

図  4
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ることを発見した。SEM、Ｘ線のパター

ンで確認済み。この系はクーロン効率が

90％、さらに別の溶媒系でクーロン効

率が 99％というものも見つかっている。

もちろん、サイクル数を考えるとそこか

ら先の効率向上は企業にお願いせざるを

得ない。もう一つの問題は、臭化マグネ

シウムは耐酸化性が弱く 2.5V ぐらいで、

もう少し耐対酸化性を上げないと３V ぐ

らいの電池にはならない。

　カルシウムについても研究している

が、常温でカルシウム金属を析出した報

告は出ていない。

一連の研究を通じて云えることは、有機

化学者に参入していただきたいというこ

と。中国、韓国、日本のリチウム電池の掲

載論文数を見ると、2004 年に既に中国

が掲載論文数で日本を抜き、2008 年に

は韓国が日本を抜いている。ということ

は、日本で新しい材料系を見つけても、中

国がやり始めると勝負できるかどうかと

いうことがある。ここ数年、中国の論文

を毎年 100 本、200 本も査読しているが、

だんだんレベルが上がってきている。

　いろいろな材料系があると思う。ただ、これを生かすのは電解質。電解質は濃厚溶液系

ですから、非理想溶液系。こういう研究がほとんどないというのが現状で、有機化学との

融合が不可欠。それから、重量密度でなく体積密度に意味があるということ。最後に、電

池研究の裾野を広げるという意味では、５年以上成果を求めない研究費も必要。金額はそ

れほど多くなくてよく、500 万円× 10 年のような研究費があれば物すごく落ち着いて研

図  5 図  6

図  7

図  8
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究できる。こういうところで電池研究の裾野を広げていければと思っている。

質疑・応答
Ｃ：超伝導でも日本で最初の物質は意外と出ているが、そこから広げるというところで中

国になかなか勝てなくなっていくように感じている。

Ｃ：電極については、今中国で膨大な研究報告があるのがリン酸鉄リチウム。もともとア

メリカのグッドイナフ先生が見つけられたものであるが、どう考えても絶縁体であろ

うということで誰も見向きもしなかった。それがちょっとしたカーボンコーティング

で一気に材料の性能を引き出すことができた。材料探索は、これまでと違った観点で

見ることが重要。例えば、無機化学で周期表を見ながら材料設計ができるといったよ

うなこと。電池の研究者だと、これは電気伝導性が低いからだめだろうという先入観

を持ってしまう。

Ｃ：電解質や界面は非常に重要であるが、マグネシウムイオンがインターカレーションす

るような電極を使う場合にも、金属の場合と同じような考え方で適正なものを選んで

いくかというと、それは異なる。エーテル系溶媒では、マグネシウムの不動態膜がで

きない。インサーション電極とは異なる。ホスト材料を使った多価イオン電池の場合

は、何らかのイオン伝導体が必要。カーボンに対してマグネシウムイオンのインター

カレーションは、マグネシウムだけが入るということはまだ見出していない。

Ｃ：有機化学がどう貢献できるかということについて。マグネシウムの活性化ということ

に関しては有機化学者はいろいろな方法を持っているので、それが直接電池に使える

かどうかはわからないが、表面を活性化して反応に使うということは多く研究されて

いる。有機電解合成でもマグネシウムを使うことは多い。電池における有機溶媒がど

のように大事なのかについて何らかの指針をもらえると研究者の関心をひきつけられ

るかも知れない。

Ｃ：2－MeTHF を使ったのは還元性が強いと考えられるからであり、臭化マグネシウム

は錯体をつくりやすいという意味でそれぞれ始めたが、やはりかなりのトライアンド

エラーが必要。

Ｃ：リチウムの場合は、デンドライトが問題になるがマグネシウムでも同じ。金属を使う

限りそこが問題になってくるわけで、やはり形態制御というのは非常に重要になって

くる。

Ｃ：多価イオンの場合の耐サイクル性について。多価で一番の問題は、正極で酸化物を使っ

たときに、多価ゆえに強い静電相互作用があり、そこを高速に動かすような材料設計

がポイントとなる。

Ｃ：正極にコンバージョン系を使う、もしくは界面を使う等の組み合わせをする。ただ、

界面を使うと、どうしてもごわごわになって体積密度が上がらないという問題も出る。

その辺が痛し痒しというところである。

以上
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２. ３　革新電池の研究課題と要望 岡島 博司（トヨタ自動車）

　どちらかというとユーザーの立場から、大きな視点で概論と希望を述べる。トヨタでは、

21 世紀の社会ビジョンとして、環境、エネルギー、社会構造、人間、のそれぞれに課題

を立て、サステナブルな社会システムをつくり上げていきたい、その中で自動車などがど

のように貢献できるかを考えて活動している。

　環境・エネルギー問題への対応シナリオとしては、自動車を動かすためのエネルギー源

は今後は多様化していく。当面は液体燃料がメイン、将来は電気や水素などが重要になる

といわれているが、エネルギー密度で見ると、ガソリン、軽油、それからガス燃料と電池

とを比較すると、体積当たりのエネルギー密度で全然話にならない。航続距離が伸びない

という問題がある（図１）。そこで、当面の現実解としてプラグインハイブリッドという

ものを世に出しているが、電池について云えば、やはり体積当たりのエネルギー密度をい

かに上げるかというところがポイントになってくる。それからもう一つは、当然、いかに

安くするかということ。現状では国の補助金に頼っている。

　NEDO のロードマップでは、2030 年以降というのは「新電池系への挑戦」となって

いる（図２）。リチウムイオン電池とは違う、液系以外、或いは液系でもいいが、新しい

電池系の探索が必要。

　JST － CRDS の事前アンケートの課題の中でどんなスペックが要るかという質問があ

る。私どもの試算では、現行のガソリン車並みの使い勝手を得るためには、2000Wh/ ℓ欲
しいというのが電池に求める目標となる。これは液体燃料の５分の１というとんでもない

図  1
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数字で、当面の目標は 600 とか 1000 を目標にしておくと考えている。

　リチウムイオン電池の性能もまだまだこれから向上する、信頼性、耐久性、コストを含

めて。例えば劣化の例で挙げると、原理がまだまだ未解明の部分がたくさんある（図３）。

従来は外から電池性能とサイク

ル特性を測り、添加剤を変える

とか材料を変えるとか、いろい

ろなことをやっている。本当に

内部で何が起きてどうなってい

るのかというのが分からなかっ

た。それではブレークスルーと

いうのはなかなか難しいという

ことで、国家プロジェクトに取

り組んでいる。

　トヨタでも、必要な技術を公

表して公募している（図４）。

この上の２つの現象が理解でき

たら、従来の延長ではなくて、

新しい指導原理に基づいた材料を合成する技術であったり、構造を制御する技術というの

も必要と考えている。

　革新電池について、材料合成のところで、新しい材料の原理や、いろいろなことをやら

図  2

図  3
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ないといけないと挙げているが、これは

FIRST のプログラム（図５）。その狙

いは、従来の電池の研究者ではなくて、

新しい目線、新しい視点を入れることで

新たな技術シーズ、コンセプトを生み出

したりとか、新しい分析・解析技術、こ

れまで電池研究で取り入れられていな

かった技術を取り込もうということであ

る。

　トヨタの革新電池の関するグローバ

ル研究体制について。2008 年に専門組

織を立ち上げ、100 人規模の組織を目指

し 2010 年に 100 人を超えた。ここでは

産官学と連携したオープンな研究活動を

展開しており、世界中のいろいろな技術

シーズや情報を取り入れながら、開発・

商品化に結びつけるスピードを上げるこ

とを狙っている。異なる研究領域の知の

融合をしたいといっても、なかなか電池

に興味を持っていただけないというのが

あり、いかに電池研究に振り向いていた

だくかというのが、解の一つでもあると

考えている。実際、100 人集めるという

のはすごく苦労した。最初は 50 人ぐら

いしか集まらなかった。やはり電池研究

をやっている、あるいは大学の講座でそ

ういう経験をした方を集めるのだけれど

も、大学の電気化学講座そのものが無く

なっており、そのあたりもてこ入れが必

要と思う。

　最後に、国家プロジェクトに期待する

こと（図６）（図７）：先ずは研究基盤強

化と研究人材育成。RISING プロジェク

トもあるが、やはり日本でないとできな

いようなところを狙って、グローバルな

優秀な人材をどんどん日本に集めてくる

ことも必要。

　それから、新規参入者をどうやって増やすか。工夫が必要である。また、海外に出てい

く人が少ない。修行に出るような仕組みというのも、海外の有力機関との連携を使いなが

ら工夫しなければならない。人的なネットワークというのは、その人個人の能力だけでな

くて、周辺のネットワークも含めてポテンシャルになるので、そういうハブとなる研究者

図  4

図  5

図  6
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をいかに育てるかというのが重要。安部

先生からもあったように、競争的資金だ

けでの人材育成は厳しいので、継続・安

定資金を供給することも必要。

　２番目は、新原理探索などの高い目標

を掲げたリスクの高い研究ができるよう

な環境を整えること。短期的な数値目標

にとらわれない評価の仕組みを新たに設

定する必要がある。

　３番目は、異分野の融合。課題を解決

するためには、従来、電池研究者がやれ

ていなかった有機化学であったり、固体

物理であったり、そのようなところとの融合ができるような場所、土壌をつくっていかな

ければならない。

　最後に、日本で新しいコンセプトが出ても研究者の絶対数で中国に負けて、実用化は中

国のほうが早いということがあってはならないので、しっかり企業も入って、アンテナを

張っているだけではなく、そこに入り込んで成果をとりに行って、物につなげるようなこ

とをしなければならない。そのためには、人も出すし金も出すし口も出すというようなこ

とが必要で、複数の拠点でそれらが刺激し合いながらという形がいいのかもしれない。

質疑・応答
Ｃ：100 人規模の研究部隊の役割分担：社内全体の研究体制としては、まず車両に載せる

ための向こう４年間の開発を担う部隊がひとつ。これは、リチウムイオン電池を商用

車に適用しているわけで、その量産化開発。次に、車両にヒモづけされていない４年

から８年先の先行開発を担う部隊がひとつ。例えば、リチウムイオン電池の性能を限

界に近づけるための材料の研究であったり、細かい要素技術の研究を行う（東富士研

究所）。100 人の研究部隊は、８年よりも先の話を研究する。従って、例えば、液系

のリチウムイオン電池以外のものを研究する。プレスリリースしたときに言ったのは、

全固体電池、金属・空気電池を掲げた。実は北米にも拠点が一部あって、そこではマ

グネシウム電池の研究をやっていたりとか、いろいろなことをやっている。使ってい

るお金のちょうど半分ぐらいは外との連携、共同研究で費用をお支払いするという形

で使っていて、半分ぐらいは自分たちの実験のために、手を汚してやっているという

ようなことをやっている。40 人ぐらいの技術者が、要はプロセス部隊。生産技術側

の人間をごっそり持ってきて製造プロセスの研究も同時進行でやろうということで

100 人規模になった。材料やコンセプトだけでは物につながらないので、生産技術も

同時並行で研究しようということで、今、活動している。

Ｃ：100 人のエフォート率は 100％。大学とは共同研究という形。実はオープンラボをつ

くって、連携先の先生にも設備を使っていただきながらというのを構想では言ってい

たが、セキュリティなど社内のルールもあり、まだ実現できていない。

Ｃ：企業のニーズに基づいて基礎的な課題の公募をかけたという姿勢は大変評価できる。

さらに、１つの課題に関して複数の基礎研究の機関、大学を競わせるということが望

図  7
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ましい。

Ｃ：基本的には公募であるが、同じテーマについて複数の研究者を競争させるというより

は、少しずつ役割を変えて、コンソーシアム的に実施。但し、先生方はこっちもやり

たいあっちもやりたいといって、かぶった仕事に手を延ばしていただいて、結果的に

競争しているというようなことが起きています。別の分野で、同一テーマで複数件採

択したことがあるが、批判もあった。

Ｃ：物性物理の世界では電池の分野というのは相当遠くて、全く違う世界だとほとんどの

人が思っている。こういう問題と物性物理の間のインタープリターというか、もう

ちょっと具体的に基礎研究というか、物理に関しておもしろい課題に落として何か伝

えるということをやっていかないと、笛吹けどということになっちゃうんじゃないか

という気がする。

Ｃ：企業側も、いろいろな研究機関と包括的なあるいは組織的な連携を行うことがあるが、

課題を本当にかみ砕いて伝えるというところが十分できていない部分があって、それ

ぞれの組織の中のポテンシャルはもっとすごい知識・技能、シーズ技術を持っている

にも拘わらず生かされていないのが課題。

Ｃ：全くそのとおりで、今日の講演でも、縦軸に電位とかなんか出てきて、水素電極と

か言っても、まず物理の人にはそこからわからない。ところが、固体物理の人は、

Fermi 順位だとかそういうところの世界と議論しているので、結局、何がポイント

かというのが理解できるようにしないといけない（異分野融合は進まない）。インター

プリターがいれば、学問間の垣根はむしろ小さいのかもしれない。

Ｃ：産業界が期待している人材育成については、企業にいるか大学にいるかというより

も、全体として他国に比べて圧倒的に少ないというようなことがあってはいけないと

思う。

以上
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２. ４　定置型蓄電システム用二次電池への期待 田中 晃司（東京電力）

　電力会社から見た、定置型蓄電システム用二次電池への期待を述べる。

　図１に示す様に、電力貯蔵の必要性は、「電気は貯めることができない」ことに由来す

る。発電イコール消費の原則の下で、常に需給のバランスをとることで「周波数」と「電

圧」を維持することが重要である。夜間の電気を貯めて昼間に放出することで負荷平準化

を図ることも効果がある。

　電力貯蔵技術の種類としては、揚水式発電とフライホイール、圧縮空気貯蔵、超伝導電

力貯蔵などがあるが、揚水の仕様にできるだけ沿うような形で、電池の技術開発が行われ

てきたとともに、各種電池の性能も急速に向上してきている。電力貯蔵技術の種類は多岐

にわたっているが、東京電力では、ナトリウムや硫黄など、資源が豊富な電極材料を使う

ことを心がけ開発してきた。さらに、エネルギー密度が高く、自己放電が少なく、長寿命

であることも必要な条件である。ただし、ナトリウムとか硫黄は、消防法上の危険物に該

当するため、安全構造を重視した設計も重要である。

図　１
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　これまでの主な開発経緯を図２にまとめると以下のようになる。

　まずナトリウム・硫黄電池（NaS 電池）の原理については、1967 年に米国フォード社

から発表があり、これが端緒となって各国で研究・開発が開始された。国内では 1970 年

代の初め、当時の通産省が電気自動車用として開発に着手した。その後、石油危機に端を

発した「ムーンライトプロジェクト（NEDO）」に引き継がれ、1990 年まで続いた。そ

れと並行し、東京電力は日本ガイシと共同で、20 年間ほど研究開発を行い、2002 年に本

格的な販売を開始した。その間、要素技術開発から始め、単電池開発、モジュール・シス

テム開発を経て、1997 年ころから、実用化を目指した評価も行い、実用化にこぎつけた。

　開発におけるポイントはいくつかあるが、主なものを挙げると、単電池の大型化・高性

能化及び単電池・モジュール電池の安全性確保の２つである。前者については、固体電解

質、いわゆるβアルミナセラミックの低抵抗化と大型セラミックの成形・焼成技術の確立

がポイントである。後者については、安全設計・安全構造の確立、各種安全性試験の実施

と評価が重要になる。

　βアルミナの低抵抗化については、結晶組成の制御、粒界制御、結晶配向性の制御など

の研究成果の結果、現在では、ナトリウムの伝導抵抗率は当初に比べて半減している。

　安全設計に関しては、当初からフォード社が開発した二重安全管構造をとっている。基

本的には、通常の状態で活物質（電極物質）がモジュール電池外部に漏洩しないように、

単電池としては圧力バランスまたは安全管構造をとっており、万が一制御装置が異常と

図　２
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なっても、温度が上がれば安全管が膨張し、セラミックスの内側にへばりついて、ナトリ

ウムの流路を塞ぐなど、機械的・物理的に反応を抑制する設計になっている。

 安全性試験については、落下試験、外部加熱試験、浸水試験などを行っている。

　東京電力における NaS 電池の設置状況を図３に示す。2002 年ころから急速に増えてい

るが、現在、約 100 箇所、約 18 万 kW（約 130 万 kWh）の電池が設置されている。主

な用途は負荷平準化であるが、瞬低対策とか非常用にも兼用されている箇所も多い。設置

場所は工場施設が最も多く、続いて商業ビル、学校・研究機関、上下水道、変電所などで

ある。年間放電量は約 2 億 6800 万 kWh で、これは中堅の揚水発電所の年間発電量に匹

敵する。年間の平均総合効率（実稼働率含む）は約 73％を確保している。また瞬低対策

実績としては、12 箇所の瞬低対策兼用システムにて約 7 回 / 年・箇所の瞬時電圧低下を

クリアしている。

　それほど遠くない将来、太陽光大量導入時代がやってくると思われるが、その時に備え

て、配電線電圧上昇、余剰電力発生、周波数変動等の対策を講じておく必要がある。

　次に周波数の問題を考える。周波数変動の原因となる負荷変動を大きな波と小さな波に

区分けすると、大きな波に対しては電力会社が中央制御で指令を与えて発電所出力を調整

しており、小さな波に対しては発電所が持っている調整力（ガバナフリー機能）で対応して

いる。これらの調整電源は主に火力発電所や揚水発電所が担っているが、太陽光発電が大量

に導入されると特に需要の低い日などはこの調整力が不足し周波数が変動することになる。

図　３
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このため、この調整力の一部を蓄電池に担わせられれば良いと考えている。また電源や負

荷が脱落した際の大きな周波数変動に対しても、蓄電池の急速な充放電制御によって周波

数を調整することも良いと思う。通常、需要家に設置した蓄電池は、金曜日の夜に全部充

電して、負荷の小さい土曜日や日曜日は運転していない状態にある。周波数変動で一番問

題になるのは、土曜や日曜などの需要の低い時期で、大量に太陽光発電が行われる昼間で

ある。もし充電しながら出力を変えることができれば、通常の負荷平準化運転との合わせ

技で、周波数変動対策も可能になる。蓄電池による電力系統の安定化について、図４にま

とめて示す。

　次に、NEDO プロジェクトに参加して行っている「蓄電複合システム化技術開発」の

概要を紹介する（図５参照）。ここでは、要素技術開発として、「リチウムイオン電池等の

統合制御システム開発・標準化」を、共通基盤技術開発として、「既設 NaS 電池の系統合

活用可能性評価・標準化」を実施している。リチウムイオン電池は NaS 電池に比べて小

さいので、それらを束ねて使う技術も今後必要になると考えている。

　最後に、高性能蓄電池への期待と開発の留意点を述べたい。蓄電池においては、大容量

のものはもちろんのこと、人家近傍に設置する小容量の蓄電池も安全性が確保されなけれ

ばならない。当然、経年での電池故障も少なく信頼性も高いことが必要である。さらに、

長寿命、リーゾナブルな価格も期待される。現状の価格では単機能の電池は見合わないと

思う。負荷平準化に非常用電源を兼ね備えたり、周波数制御を加えたりするような、多機

能の蓄電池が必要になるのではないか。開発で留意すべき点は、まず、総合力が必要であ

る。蓄電池は開発ステージにより、化学（有機、無機）、回路理論、系統連系、電力運用

等の各分野にまたがる技術開発が必要になる。次に継続性が必要である。基礎研究から開

発、商品化、普及までの取り組みは長期を要す。この点で、国からの支援（資金、人材両

面）も必要になると思われる。最後に、電池廃棄時の処理、リサイクル技術は普及前に確

立しておかねばならない。経験上、これは普及してからでは遅いと感じている。
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３. １　次々世代二次電池創出の課題（Batteries for Future Stage）

逢坂 哲彌（早稲田大学）

　ＩＴ機構の 2008 年のデータでは、10 年たって日本の電池シェアが５割を切っている。

昨年には 40％程度だというデータもある。中国が急速に伸びている。中国には論文数で、

あっと言う間負けている。生産技術として何を日本で残していく技術にするかということ

が、今、課題ではないか。　電池技術の鍵は材料技術であり、特に材料の組合せと粘着剤（界

面制御）が重要。電池の特性を決める因子としてのエネルギー密度は、Wh（出力×時間）

＝ I（電流）×ｔ（時間）× V（電圧）＝ I2 × t × R（抵抗）＝ V2 × t ÷ R（抵抗）と

なるので、電圧がとれる両端の材料を使って、電池の内部抵抗をいかに小さくして電流を

取り出すかということになる。電池会社は様々な実用技術を開発して来ているが、例えば

リチウムの場合、電流を出すところの界面をうまくコントロールするということが重要。

　日本化学会が「夢・化学− 21」出版企画の一環で平成８年に出版した「ｷｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 電池」

のコラムに（図１）、ソニーの西さんが電池の理論エネルギー密度について書いている。

ニトログリセリンは発熱量から計算すると 1800Wh/kg、一次電池はこれより皆低いが、

リチウムはこれよりはるかに高く、リチウムとフッ素の組み合わせが一番高いと。材料の

組み合わせだけだとこうなるが、実際の自動車用電池だと 100Wh/kg のレベル。高起電

３．セッション２

図  1
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力の材料の組合せを選んでも電池のトー

タルにしてみるとエネルギー密度はそれ

ほど上がらない。トータルシステムで、

負極、正極、活物質、電解質、集電構造

などの各部分に何を使うかにより、初め

て実用上のエネルギー密度が決まる（図

２）。

　正極では、 近、リン酸鉄について

グッドイヤーが研究開発を進め、カーボ

ンを入れて「ネイチャー」にも成果が発

表されたということで注目されている

（図３）。硫黄についてはビスコがベンチャー会社までつくって開発を進めている。正極で

高いエネルギー密度をもつ材料が多くないので、正極材料開発がキーになっている面があ

る。そして、高性能化の鍵となる技術は、やっぱり微粒子化。電気化学の反応というのは

二次元反応だが、エネルギーを稼ぐには電極の三次元構造に着目する必要がある。粒子を

いかに小さくし、反応場の接触面積を増やすかということが重要となる。図４は、正極の

設計のイメージ、緑の活物質の周りの黒いポチポチが導電剤。活物質のサイズに大小があ

る。イオンの反応と電子の反応が一緒にできないといけない。だから、イオンの反応の接

触する場を非常に大きくしながら、全体を小さくして体積当たりの反応面積を大きくする

図  3

図  2
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というイメージが重要。界面の反応層を

ソリッド・エレクトロライト・インター

フェース（SEI）と呼ぶが、界面でリチ

ウムが反応できるようコントロールでき

る界面設計が必要。正極のほうの粒径分

散を大きい粒径と小さい粒径に分けてイ

ンピーダンス解析すると、このモデルと

実験データが良く合い、劣化状態が推測

できる。即ち、壊さなくても、サイクル

に対して反応する電極場の孔がどのくら

いつぶれてくるかというのが分かる。非

常に細かい三次元の反応場をいかに設計

するかということが、材料選択とともに

重要であるということである。

　負極材料としてはエネルギー密度が高

いスズ、シリコンが見出されていて新材

料として開発できる可能性が高い。しか

し、例えばスズ 100％だとサイクル特性

が維持できないと言われているのが、小

さい孔をいっぱいつくってやると、反応

時の体積変化が抑えられてサイクルに対

して特性が維持される（図６）。新しい

材料とその反応系においてナノ構造制御

が重要であるという例。同じようなアイ

デアをシリコンに適用するとどうなるか。図では 300 サイクルまでになっているが、そ

の後の実験結果では、1000 サイクルまでほとんど容量が落ちない材料を我々のグループ

で見つけている。どうしてこういうことが可能になるかについては掴んでいるが未発表で

ある。要するに、非常に小さなマトリックスでアモルファスになっていて、サイクル耐

図  4

図  5

図  6 図  7
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性がでる。このように、新しい材料をど

うやって制御マトリックスをいかにナノ

で設計していくかということでできるか

は、あり、今後の開発課題の重要な因子

のひとつになると思われる。

　さらに進んだ将来の２次電池につい

てのトピックスを紹介する。これまで

の電池との対比において、その特徴と

環境への影響評価に着目したものなど

（Nature, 2008）を図９に示す。そのほ

かのトピックスとして、MRAM が使え

ないかという提案がある。半導体技術の

応用という全く新しい発想で、コストも含めて将来的に楽しみな話である。

質疑・応答　

Ｃ：MRAM は、磁気エネルギーを蓄えるということ。磁性体と絶縁体の界面制御が重要。

Ｃ：電池はシステムであるので、正極、負極、その他の部分を全部含めたところで 大の

パフォーマンスが出るようにする必要がある。そうしたシステム全体を見たときに重

要な技術課題は、材料選択だけでなく、材料の組み合わせ、材料と界面を含めた３次

図  8

図  9
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元構造の設計、そして各部のバランスの 適化をどうするかが重要。

Ｃ：リチウム電池でも、次世代ぐらいをターゲットとしたものであれば、システム設計で

適化を推し進めるべき。その次のリチウム空気電池などでは、現実には大電源が流

れないなどの問題がある。また、多価イオンの場合だと不動態膜の問題がある。しか

し、これらだけを解決すればいいのではなく、全体システムの 適化が不可欠。

Ｃ：当面はリチウムイオン電池の開発、実用化が続くと思うが、今後とも目的によって設

計を変えて行く必要がある。自動車用、グリッド用で、それぞれ求められるサイクル

寿命やコストの桁が違う。設計思想が重要。
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３. ２　新材料開発－無機電極材料 宮山　勝（東京大学）

　私は応用化学出身で無機材料を専門とし、リチウムイオン系電池の電極材料や、燃料電

池の電解質、誘電体材料等々を研究の対象としている。以下では、無機系の電極材料につ

いて私たちの研究も含めて紹介する。

　ＮＥＤＯの次世代自動車用蓄電池技術

開発ロードマップ（図１）にも示される

ように、革新型蓄電池と呼ばれる多価カ

チオン電池、全固体電池、金属－空気電

池の容量密度は 400から 1000 Ah/kgで、

電気自動車で使うにはこのような大容量

密度が必要である。そこで、これらの革

新型蓄電池が従来のリチウムイオン電池

（LIB）に比べて大きな容量密度を持つ

メカニズムを示し、同様のメカニズムに

よる別の系、さらには別のメカニズムの

可能性について考察する。

　リチウムイオン電池では、リ

チウムがイオンのまま正極（コ

バルト酸リチウムなど）と負極

（カーボンなど）の間を行き来

し、各電極中に入って、そこで

酸化還元、すなわち電子を授受

し、容量が出る（図２）。ここ

で、正極 MO2 にイオンが入る

放電反応を考える。「１電子反

応」の式で示すように、例えば

コバルト酸のような場合、MO2

へリチウムなど１価のイオンＡ

と電子が１つ取り込まれ、４価

のＭが３価のイオンになる。つまり１つ電荷が変わる。実際には１までいかないが単純に１

とすると、重量当たりの容量密度の 大値が簡単に計算でき、2.68 × 104 ÷Ｍ mAh/g（こ

こで、Ｍは MO2 の式量）となる。１価のイオンを使う限りこの式が成立する。例えばコバ

ルト酸について計算すると 大容量密度は 295 mAh/g になる。なお、体積当たりに換算す

るには密度を掛ければよい。実用の際には、安全性や安定性などを考えてこの半分ぐらいの

容量のところで使う。１価ではなく、マグネシウムのような２価のイオンを使うと、入る個

数は半分になるが容量は同じである。多価カチオンと言っても１電子反応である限りは容量

が増えるわけではない。ここで示した 大容量密度が使えるようにするための研究は、ある

意味では現在の改良型の研究であり、比較的近い将来に向けた次世代電池研究とも言える。

図  １

図  ２
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　この「 大容量密度」自体を大きくするためには、この１電子を２電子にすることが考

えられる。つまり、MO2 にリチウムならリチウムが２つ入るという場合であり、「２電子

反応」の式に示すようになる。赤い数字は計算値だが、例えば CoO2 でも倍になっている。

なお、この式でＭが分母にあるので、Ｍが小さい（軽い）方が容量密度は大きくなる。負

極でも同様な考え方から、カーボンなどの方が大きくなる。なお、カーボンの場合、普通

はＣ６に対してリチウム 1 個と考えているが、理想的な話として仮に炭素１個にリチウ

ムが１つ取り付けられるというような反応までいくと単純に６倍になる。現材使われてい

る電池の中で体積当たり容量が も大きいのはナトリウム・硫黄電池と言われている。ナ

トリウム２個に対して硫黄が５個で計算すると 330mAh/g と特に大きくはないが、密度

が大きいので体積当たりにすると非常に有利になる。また、金属・空気電池は片側の電極

が金属なので、MO2 に「対応」するところが金属そのままと考えると、「／Ｍ」の部分の

値が小さくなる。

　要は、このような酸化還元の基本的メカニズムが同じであるならば、１つの可動イオン

を受ける側の分子量が小さく、また活物質１分子に対して複数の電子反応が可能であれば、

大容量密度を大きくできる。ただし、現実にはなかなかそうはいかないので、その追求

が重要な研究課題になっている。

　次に、具体例として、多価イオン（マ

グネシウム、カルシウム）の電極につい

ての我々の研究例を紹介する。マグネシ

ウムでは、正極として、基本的には層状

構造の五酸化バナジウムゲルを使った

（図３）。普通の層状構造ならば、リチウ

ムなどのイオンは層の隙間、図の緑のと

ころに入るが、この場合はゲルで少し構

造が緩やかなので、層を作っている１つ

ずつのバナジウム酸素の四角錐の隙間の

ところにも入ることが可能で、少し電位

は違うが２種類のサイトに入る。マグネ

シウムの場合も、層間に入る分と四角錐の隙間に入る分がある。

　正極として五酸化バナジウムゲルと炭素、アセチレンブラックの微粒子の複合体を、負

極としてマグネシウムリボンそのものを用いた実験例では、V2O5 重量当たりの容量が

560 mAh/g ぐらいと非常に大きな値であった。元素分析で調べると、バナジウム１個に

対して２価のマグネシウムが 1 個近く入っていることが確認できた。これは上述の２電

子反応に相当している。このようにマグネシウム量の非常に大きいものが可能になるのは、

液相中で混合化し、ゾルの状態で混ぜて、その後電極付けして軽く熱処理するという製法

による。導電助剤のカーボンが非常に重要な働きをしていて、電子伝導性を上げるだけで

なく、特殊な構造になっているためと考えている。

　カルシウムの場合は、マグネシウムよりイオン半径が大きいため動きにくいので、大

きなトンネルを持つ Hollandite － MnO2（図４）で試してみたところ、劣化は大きいが、

図  ３
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初期容量で 271 mAh/gが得られた。入っ

たカルシウムの量から考えると、先ほど

のマンガン１個に対してカルシウムが２

分の１個入ったものに相当する分が実際

に入って、それに相当する容量が出てい

る。したがって、この場合は結晶構造の

トンネルがあるからカルシウムが入るこ

とができると推定している。

　通常のリチウムイオン電池の電極で

は、先ほどのバナジウム以外ではほとん

ど２電子反応は実現しない。それだけリ

チウムが入る余地もないし、受ける側の

活物質の価数が２つ変わるということに構造的な無理があるからであろう。

　単原子層シートの電極でプロトンを可動イオンとして使う、我々の研究例を紹介する。

通常の電気二重層ではイオンが界面に来てそこで蓄積するが、電荷キャパシタでは少し電

極の中に入る。しかし、電極部分が非常に薄くて例えば数ナノぐらいの場合は、その全部

が表面と言っていいようなものになると考えられ、本来は表面のごく近くだけで起こる反

応を、まるで全物質で起こっているかのように取り出せるのではないかという発想であ

る。例えば、図５のように、MnO2 で、プロトンがマンガンに１個つき１電子反応すると

MnOOH となり、さらにもう一つプロトンが来ると Mn(OH)2 となる。バルク体では難し

図  ４

図　５
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いが、シートでは表面の酸素に１個プロ

トンがついて O が OH になるので、シー

トの構造は変わらなくて済む。こうする

と２電子反応も可能になるのではないか

という発想である。単原子層シートを作

るには、まず、層状構造のものを、層間

イオンをプロトンにして、大きいサイズ

のものを入れていくと剥離する。剥離し

たものは、およそ数ナノメーターの単原

子あるいは数層重なったレベルの厚さと

なる。見た目は液体だが、もともとの層

間イオン、プラスのイオンがあると、ま

たこれに近い形に再積層するのでそれを

電極に使う。図６のように、このシート

１枚だけでも、非常に小さいが容量が発

現する。非常に薄いものではバルク体よ

りも大きな容量が見られる。なお、再積

層したものでの２電子反応はまだはっき

りは確認できないが、２つの酸化還元

ピークが見えたり、それから初期容量が

500 mAh/g ぐらいの大きな値が出るの

で、ある程度起こっている可能性もある。

ただし今はまだ非常に不安定なので、そ

のまま使えるというわけではない。

　 後に、グラフェンの有望性を示す。

東北大の本間先生のところで、層間距離

を広げるとリチウムの貯蔵容量が変わ

り、倍ぐらいになるという特性が得られ

ている（図７）。うまく構造制御すると

高容量なものが可能になるだろうと考え

る。

　課題は多い（図８）が、２電子反応ま

で進めることが可逆にできれば、さらな

る展開につながるだろう。

質疑・応答
Ｑ：単元素が入っていくときにイオンに対して脱溶媒はしているのか？

Ａ： する／しないの中間領域だと思う。再積層して元の層状構造に近くなった場合には、

元と同じように表面で分かれて、イオンだけが入るような形が支配的になると思われる。

図  6

図  7

図  8
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Ｃ： 有機物質を設計する場合、イオンのチャンネルを大きくすれば容量が減るが、脱溶媒

するのが非常に難しければ大きくせざるを得ない。

Ａ：トンネル構造にカルシウムなどを入れる場合、カルシウムイオンが裸でいるわけでは

ないので、孔がカルシウムイオンよりかなり孔が大きい必要がある。したがって、ト

ンネル構造の内壁は、バルク表面とある結晶構造の中との中間ぐらいの位置づけかと

思う。

Ｑ：大き過ぎると、空隙が大きくなって体積当たりの容量が減る？

Ａ：そう思う。

Ｑ：２電子反応について、具体的に設計はできないとは思うが、物質探索の指針のような

ものや物性的におこなう動きはあるのか？

Ａ： 本格的ではないがやっていて、電子導電性を上げるのに、添加物のエネルギー準位が

どの辺にあるかとか、選択して入れると導電性の変化は予想したように変わるとかと

いった点では有効。しかし、エネルギー計算だけから物質を選ぶというのはなかなか

難しい。電子構造から２電子反応が行くかどうかというところまでは、まだ今はわか

らない。

Ｃ： 第一原理計算と言っても万能ではなくて、10 個作る間に 100 個計算できないと意味

がなくて、はかったほうが早いというケースのほうが実際には多いんじゃないかと思

うので、これは使い方をこれから考えていくべき。

Ａ： 同感。

Ｑ：特に界面付近でのイオンの輸送現象を含み、それをきちんと安定状態と結びつけられ

ればかなりいけるだろうということか？

Ａ： 可能性はあると思うし、そこが肝心だ。手法としては進んでいる。

Ｑ：カルシウムとマグネシウムのデータで、表面積の大きなことを利用して２電子還元反

応が可逆的にできたように理解した。ナノテクで培ってきた表面技術とかポーラス材

料とかと、２電子活物質との間には接点、共通項があるのではないか？ 
Ａ：そう思う。 初に、こうすれば容量が大きくなるという話をしたが、それは基本的に

はリチウムイオン電池のメカニズムのベースの上に成り立った話で、がらっと違うメ

カニズムというのを誰かがどこかで提案して実証するというようなところが重要だ。

それには、今までのようなインターカレーションだけでなく、表面、界面、いろいろ

な現象に研究対象を広げないと、見つからないのではないかと思う。

Ｑ：三次元に入れるとボリュームの問題があるけれども、界面みたいなところ、二次元に

入れた場合にはその問題がないので、そここそナノサイエンスの役立つということ

か？

Ａ：はい。今、構造制御と言っても、作って試してみるというやり方で、不要な部分がか

なり入った状態で、できるものを選択している。もっと理想構造というのを追求すれ

ば、ボリュームを使わなくて同じような機能が出るものが見つかるかもしれない。
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３. ３　新有機材料開発－合成の力をどのように生かすのか－

吉田 潤一（京都大学）

　私は電池の専門家ではないが、有機材

料・有機合成化学の立場から、どのよう

な材料開発の方向性・可能性が考えられ

るかについて話したい。有機合成化学の

ミッションは、「人間に有用な活性・機

能を持った物質を創製・合成すること」

である

　（図１）。有機合成に対しては誤解があ

るようで、例えば「現代ではどんな化合

物でも簡単に合成できる」と思われがち

だが、人、資金、時間をかければどんな

ものでも合成できるというわけではな

く、合成のための研究をしなければならないことが多い。また、「合成」できることと「製

造」できることとは大きく違い、実験室での合成から、工業的に必要量を製造できるまで

に持っていくためには、多大な時間と労力が必要となる。逆に、有機合成化学者の誤解も

ある。合成化学者は常に分子構造式を書き、「分子構造さえ同じであれば機能は同じ、こ

れさえ作れば良い」と思ってしまうところがある。ところが、結晶形の違いや、有機高分

子でも、分子量、分子量分布、末端構造、枝分かれ構造、固体／液体、微粒子のサイズなど、

多くの差異がある。また、合成化学者と物性科学者の志向の違いがあり（図２）、今、実

験室での合成はミリグラム単位でしかほとんどつくらないが、物性研究のために非常に大

きな単位で欲しいと言われても、大学で対応することは難しい。合成化学者と物性科学者

のコミュニケーションを密にし、合成化学者も簡単な物性評価はできるようにしたほうが

よいだろう（図３）。課題は、プロセスからのアプローチと物性からのアプローチをうま

くドッキングさせることである。　私の研究テーマは大きく 3 つに分かれており、①有

機活性種（カチオン、ラジカルカチオン、ラジカル、アニオン）化学、②有機電解法やフロー・

図  1

図  2 図  3
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マイクロリアクター法などの、新合成法

の開拓、③新機能性物質の開発である。

さらに③に対して 3 つのアプローチで臨

んでおり、反応・プロセスからのアプロー

チ、分子軌道計算からのアプローチ、反

応デバイスからのアプローチである。図

４は反応・プロセスからのアプローチ（プ

ラットホーム型合成）の例である。芳香

族化合物をプラットホームとして、そこ

からいろいろな置換基を付けて全体とし

て機能を持たせようとするものであり、

置換基を自由に付け替えることで、目的

の機能を出そうとしている。理論計算か

らのアプローチでは、5 年ほど前から取

り組んでいる有機レドックス分子の開発

がある（図５）。電池でいえばカソード

の材料を有機物質で作ろうというもので

ある。ゼロから計算をスタートして、ター

ゲットを絞りながら、設計した分子を合

成していった。合成した物質の評価を行

い、モデルデバイスを構築するところま

で来ている。ポイントは、分子量が大き

くなると重量エネルギー密度が下がるこ

とであり、体積エネルギー密度は無機化

合物のほうが圧倒的に有利なので、 低限、重量エネルギー密度は何とかしたいと考えて

いる。よりシンプルな分子量の小さい分子にしなければならないが、有機化学者は複雑な

構造の分子が好きでシンプルなものは余り好きではないというところがある。また、分子

は構造が同じでも、実際に出来たものが同じかどうかという問題がある。ポリマーでも同

じものがちゃんとできているのかどうか、末端はどうか、長さはどうか。そして固体にし

たときの構造はどうなっているかなど、

イオンのチャンネルや電子の道筋まで設

計し合成しなければならない。もう一つ

大事なことは、劣化である。普通、有機

化学者は劣化についてなど考えない。反

応をやっても収率が何％であるかを確認

して終わりなので、1 回の反応（充放電

サイクル）で１％程度どこかが劣化して

おかしくなっていてもわからない。分子

がおかしいのか全体の固体の構造がおか

しいのか、そのようなことなかなかわか

らない。そういう部分も課題だと考えて

図  4

図  5

図  6
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いる。

　 近、フローマイクロ合成というもの

にも取り組んでいる（図６）。これはフ

ラスコでは起きないような新しい現象を

見つけられることと、合成的に新しい反

応、新しい物質変換ができることが魅力

である。例えば、不安定な物質をつくっ

て、分解する前に使うということが可能

になる。横軸が反応時間で、縦軸に温度

をとり収率を等高線図として表したもの

を図７に示したが、このマッピングによ

り高速反応をかなり精密に制御すること

が可能になってきている。　図８はフローマイクロリアクターを用いた有機リチウムの発

生とクロスカップリングの集積化だが、反応集積化によりいろいろな芳香族分子をつくる

ことができ、プラントレベルの材料開発もすぐにできる。別の反応で１日 15 キロ程度合

成できるパイロットプラントを 2005 年に作ったが、年間 1,000 トンくらいまでの製造は

原理的に可能である。他には、フォトクロミック材料をどのように産業的に製造するかと

いう課題に取り組んだ。これまではバッチ反応器を用いて、マイナス 70℃で反応、収率

は 55％ぐらいだった。マイクロリアクターを使うと 0℃で収率 81％までいく。しかも実

図  7

図  8
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験室レベルで１日 1.4 キロくらい合成で

きる。大量に必要となる材料ではないの

で、この程度で既に十分かもしれない。

新しい材料の合成も可能である。これま

では左右対称のものをつくることはでき

ても、非対称のものをつくることは難し

かった。それがフロー反応を組み合わせ

ていくことにより可能となった。材料開

発への有機合成化学からのアプローチを

まとめてみたい。まず合成反応・プロセ

スからのアプローチとしては、勝手に合

成化学者が単独で研究を行うと、とんで

もないところに行き着いたり、的が外れてしまうことがあって、結局実用化まで辿りつか

ないということが多いのではない。物性のニーズに合成化学がどれだけこたえられるのか

が重要である。理論計算による設計からのアプローチでは、すべてを含めた計算などはで

きないので、どこに焦点を絞って計算し設計するか、どんな計算をするのかが重要である。

また、設計した分子をいかに速く合成するかも重要となる。合成というのは 1 カ月ではな

かなかできない、2カ月、3カ月かかる。しかし計算は、高性能のコンピュータを使えば1日、

2 日ですぐにできてしまう。そのギャップは物凄く大きい。合成デバイスからのアプロー

図  9

図  10



科学技術未来戦略ワークショップ
「次々世代二次電池・蓄電デバイス技術」報告書48

CRDS-FY2010-WR-08 独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター

チでは、マイクロリアクターを使うと、合成から製造へ速く移行できるということがだん

だん分かってきた。もう一つのまとめとして、合成化学者の課題をあげた（図 11）。合成

化学はもっともっと高い能力を持つようにしなければならない。能力はかなり高まってき

たけれども、まだまだ社会のニーズに応えられていないので、より合成のスピードを上げ

なければいけない。それから、合成化学者と物性科学者の溝を埋めることも重要である。

あまり分業してしまうと「これはあなたの仕事でしょう」となってしまうので、合成化学

者自体がある程度物性が評価もできるようになることが必要であるなってほしい。合成化

学の基礎を持って物性に理解を持つような研究者を育てることが重要である。一方で合成

化学の研究室にいても、物性の材料研究を主にやっている学生はどうしても合成が甘くな

る。そのようにならないようにしなければならない。また、すぐに社会のニーズに対応で

きるように、実験室レベルから製造まで速く持っていくことも大切であり、実用化のタイ

ミングを逃さないということも非常に重要である。

質疑・応答
Ｑ：ポリマー電解質という材料が一時期、電池の中でも 1970 ～ 80 年代に盛んに研究さ

れたことがあったが、幾つかの問題があり、特に室温でのイオン伝導率が低いという

ことで消えていった。その後はあまり新しい材料の提案がされていないようだが、こ

れは有機化学の研究者の間で可能性がないという判断になってしまったのか。

Ａ：そうではない。むしろ有機化学者で電池に興味のある人がほとんどいないということ。

だからそのような検討すらされていないのが問題。

図  11
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Ｃ：リチウム空気電池はポリマー電解質を使っているが、温度を上げないと電流が流れな

いという問題があり、新しい電解質の開発をしてほしい。

Ｃ：有機合成化学の研究者をもっと電池の世界に引き込むというのは、非常にいい戦略で

あるが、引き込むといってもただでは来ない。結局はインセンティブ。おもしろいよ、

おもしろいよと言うだけで足りない。

Ｃ：現在、電池材料では特に有機電解液が求められている。フッ素系の化合物が非常に重

要であり、表面をうまくコントロールする上で問題となるのがフッ化リチウムの体積

である。値段も高い。量産化は大学ではなかなか難しいということだが、化学メーカー

も多くは参入していない中、コスト競争力の点で、フッ素系の化合物をいかに安く作

るかが、電池メーカーにとっては非常に重要。

Ｃ： 近マイクロリアクターを使って有機フッ素系化合物をつくることが、新聞にも出た。

原料はなかなか安くならないが、製造コストを安くして良いものを出そうという流れ

だ。しかし、このような意識でやっている研究はまだ少ない。

Ｃ：実際の電池技術でもっと機能性のポリマーが必要な場所は非常に多い。次々世代で

は、マグネシウムイオンの高分子の電解質や、多価イオンの電解質の部分。人工的な 
Solid Electrolyte Interphase（SEI）を、ポリマーを使って電極表面処理技術を行う

ことによって、もっと電解速度を上げる。あるいは電極材料自身を、メタルフリーで

作製すれば、重量エネルギー密度は上がる。その意味で、非常に可能性が高い。融合

的なところにはもっと可能性がある。
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３. ４　新材料開発 － ナノ材料と溶融塩 島田 敏宏（北海道大学）

　私のバックグラウンドは超高真空の表面研究で、対象は有機半導体である。有機半導体

を電子分光で一生懸命見ていると、どのように電気が流れているかというのは大体わかっ

てきていると思っており、電池になにか応用ができたらよいと考えている。

　二次電池は、活物質が固体なのか、液体なのかということで、大きく分かれると思って

おり、どちらが長持ちするかというと、やはり NaS 電池のような液体のほうが長持ちで

はないかという印象を今のところ持って

いる。結局、固体電解質を開発しなけれ

ばいけないという事で、これは非常に大

変なことである（図１）。固体電解質は、

体積変化を必ず起すので、イオンの移動

や出入りによって体積がどう変わるか、

劣化がどう起こるかが１つの大事なパラ

メータであろう。体積変化の小さい材料

を開発するのは、無機化学者の仕事でも

あり、 近、私はナノ材料に一生取り組

んでいる。図２に、ナノ材料が体積変化

に耐えるという、スタンフォードのグ

ループの良く知られた論文を示す。この

様な構造は、フィルムでは難しく、膨ら

んでもいいような、例えば線にするとい

うのが一つの考えである。図の右側の写

真は、この論文からとってきたものであ

るが、シリコン（以下 Si）のナノワイ

ヤを作っておいて、それにリチウム（以

下 Li）を入れない時は上の写真で、Li
を入れると膨潤して下の写真のような、

4 倍程度の体積にワイヤが膨らんでいる

様子が見える。また、何回サイクルして

もこれは壊れなという話もある。実際、

ナノ材料は実用化に近づいていて、Si
ナノワイヤに関しては研究が進んでいる

と理解している。Si ナノワイヤは、SiH4 や SiCl4 を熱分解する手法が、確立されている。

Si ナノワイヤだけでも数千の論文が出ており、何が起こっているかということも大分わ

かってきた。圧力、濃度、流速、触媒等、非常にパラメータが多く大変ではあるが、理解

はかなり進んでいる。また、形を制御して本数を揃えて作る事も、できるようになってき

ている。

　私は、現在、ガリウムナイトライド（以下 GaN）を光らせてナノデバイスを作ろうと

している。物はできるが、光らせるのはなかなか大変であり、欠陥や表面準位などを色々

と制御しなければならず、解析を行っている。電池としては、このような構造であれば多

図  １

図  ２
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少の欠陥はあっても、レドックスのサイクル中で Li や他の元素が入ったり、多価イオン

が入ったりすることで、様々に形が変わると考えられるため、それほど欠陥に神経質にな

らなくても良く、電池は良い出口の一つではないかと考えている。

　電池に関連する具体的な話として、Li の繊維系の酸化物の系がある。このワイヤに関

する報告を調べたが、あまり出されていない。二次電池に使えるようなものはまだできて

おらず、図３に報告例を示す。これらは

割と特殊なつくり方をしており、通常の

CVD の方法ではなかなかワイヤができ

ない。これを NaCl の溶融塩中から結晶

成長させると、なぜワイヤになるのかは、

まだ未解明である。恐らく、テンプレー

トになる化合物が別にできていて、それ

が後で分解してできるのだろうと推測し

ている。900℃位の高温で反応が起こる

が、緻密な格子がちゃんと見えており、

きれいなチタン酸バリウムができるとい

うことはわかっている。従ってこのよう

な方法で大量合成をして、これを電池に

使うというようなことも、考えられるのではないかと思っている。以上は、ナノ系の話で

あるが、我々は炭素系もやっており、有機半導体をさらに反応させて、分子を壊すという

方向に少し進んでいる。炭素材料というのはもともとポリマーを焼いてつくることが多

く、炭素系材料はいろいろな微細構造を持つものがある。電池の業界では、ハードカーボ

ンとソフトカーボンという名前で扱われていると思うが、黒鉛化すると逆に困るという話

であり、できるだけ黒鉛にならないで、ダイヤモンドの様な構造の中に取り込んだまま固

まって、少々では動かないでほしいという要求もある。我々の作製法は、高分子の方を変

えてやるというやり方である。いわゆるグラフェンエッジの構造が、このようなジグザグ

型になっているか、それともアームチェア型になっているかで、物性が大きく変わり、分

光してもしっかり見えるので、これは面しろそうと思っている（図４）。この分子をいか

に、壊しつつも、骨格は維持したまま炭

素の中に高密度で取り込むかということ

を試みている。図４のサンプルは、この

グラフェンエッジ分子を、基板を高温に

加熱できる装置を開発して、そこに蒸着

する方法で作製した。2400℃位の表面

に分子ビームを照射して熱分解すると炭

素膜ができるので、ラマン分光で見ると、

この中には、グラファイトとかダイヤモ

ンドとかのピークではなくて、分子の骨

格振動のピークが残ったまま電気を流す

炭素ができていることがわかる。別のや

り方で、マイクロ波を照射して高温に加

図  ３

図  ４
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熱すると、磁石につくものもできたりす

るので、これは一体何であるかを今調べ

ている。図５は、タラスコンの論文から

の引用であるが、彼らは炭素系の新たな

可能性を指摘していて、ここに「Wild 
cards」と書いてあるが、Li を配位する

ような高分子や、プロトンがいいと言っ

ている。しかし、プロトンだと Li から

３V 位しかないので、そんなに良いのか、

私はとやや疑問に思っている。

　次はグラフェンについて紹介する。グ

ラファイトをばらばらにしてグラフェン

にするという研究を進めており、ちょっ

とした管の中に入れて温めるだけで何か

できないかと考え、水素化に注目した。

水素化にはいろいろな方法があるが、物

理屋は水素プラズマを当てる。我々もそ

ういうのは好きであるが、大量につくる

事を念頭に置いて、カリウムを溶かした

溶融カリウムとグラファイトを反応させ

て、エタノールで処理するとアルコキシ

ドができ、それから水素がくっつくとい

う反応に着目した（図６）。これは NaS
電池、と相当親和性があると思ってい

る。我々は、さらに何かできないかと考

え、溶融カリウムの中に水素化カルシウ

ムを入れて、グラファイトと反応させて

みた。熱重量分析をしてみると、図７の

ような結果が得られ、高配向熱分解黒鉛

（HOPG）が水素化されていることがわ

かる。通常のグラファイト（青線、赤線）

に比べて重量が何％か減るわけで、温め

ると水素が抜けていく。Ｃ：Ｈの比で見

ると、カリウム処理では６：１位の水素

が入り、更にカリウムと CaH2 で処理を

すると、２：1 位まで水素が入るという

ことから、水素化したグラファイトカーボンができるということが分かった。ラマン分光

では特徴的なピークが見えており、これが何かは、今、理論家に相談している状況である。

現在のところ、この反応は普通のグラファイトではなくて、インターカレーションでもな

くて、きっと水素がついたらこんなものなるだろうと考えている。電子顕微鏡で見ると層

状構造は維持されており、単原子層のようなものが見えている。

図  ５

図  ６

図  ７
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　次に、溶融塩について紹介する。これ

は京都大学の材料系のグループの、カル

シウムクロライド（CaCl2）報告である。

なかなか面白そうな物質で、結構色々な

ものを溶かしこむ。例えば、二酸化ケイ

素（以下 SiO2）を、その中で電気分解

すると、カルシウムのメタルが出て、す

ぐさま SiO2 と反応して、Si まで還元し

てしまう。彼らは、これは Si の新しい

製造法になるのではないかと報告してい

るが、この先は不明である。我々はセラ

ミックの製造設備を使って、何か面しろ

いことをやりたいと考え、電気炉の中に

焼いたセラミックを入れて、この場合は

炭酸塩を試している。これも割と腐食性

が強くて、高温では何でもかんでも溶か

してしまう。炭酸塩の粉は、温めて溶け

ているときに表面が全然ぬれないので、

球になってしまい、シリコンナイトライ

ドでは、接触角が 150℃ぐらいあり、こ

れを容器に使えばいろいろな溶融塩を自

由に扱えて、もしかしたら高温の電池の

入れ物にいいのかなと考えている。

　まとめを、図９に示す。カチオンの挿

入や合金化に伴う体積変化に耐える材料として、ナノ構造で、しかも高温の物質が、導電

性もあって良いのではということ。また、酸化物については未開拓なことが多く、作製法

が良く分かっていないので、研究の価値があるのではと考えている。炭素系の話では、我々

は、水素化グラファイトの新しい合成法を開発して、C：H の重量比で２：１まで水素を

入れる事に成功した。また、電解質としては、色々なものを溶かすので、溶融塩が使え、

例えばカルシウムは良いのではないかと考えている。欠点である、腐食性を避け

る方法として、シリコンナイトライドのコーティングの可能性を検討しており、理由は不

明であるが、非常にぬれ性が悪いということを見出している。

質疑・応答
Ｃ：ナノ材料に対して普段から思っていることだが、電池の容量を上げるにはトヨタ自動

車の岡島氏も言われたが、単位がキログラム単位とリッター単位があり、ナノ構造だ

とどうしても別の空間・空隙がいっぱいになって、なかなかリッター単位の容量が稼

げないという中の問題がある。リチウムイオン電池の初期の時代である 1994 年には、

大体 1,000mAh の 18650 という電池を作り、更に、2000 年には、大体２倍位の 2,000 
mAh 位のものまで作製された。この進歩は、材料開発ではなくて、いかに電池に物

を詰めるかというパッキング開発の成果であった。従ってナノ材料では、なかなか詰

図  ８

図  ９
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まらず、リッター当たりの容量が稼げないということで、電池をつくる側の実際の物

に商品として入れられるかという観点で見た場合は、非常に懐疑的なところもある。

ただ、物性という観点で見ると、バルキーなものをつくるのは難しいので、ナノ材料

からこういうことがやられて、それをバルクのほうにどう持っていくかという観点で、

いろいろな学会等で発表されているものは見ていきたい。また、充填密度という観点

のパラメータは１つあるかと思っている。

Ｃ：電極反応のナノサイズ効果について、ナノワイヤでは、どちらかというと体積膨張の

ストレス緩和で、サイクル特性は上がったという話があったが、電極反応そのものが

バルクとは全く違った領域に入っていく現象は、近年非常に研究が進んでいる。例え

ば負極、シリコンナノ結晶、マイクロ結晶など、逢坂先生からも話があった様に、二

相共存反応から、例えばソリッドソリューション、均一固溶体の反応があって、バル

クではないような反応になるとか、そのように電極反応そのものがシフトして使える

反応が出てくる可能性も指摘されている。また溶融塩で非常におもしろい構造を作っ

ておられるが、あのようなところで、例えば数ナノメーターの、普通は作れないよう

な非常に小さい結晶をつくれるとか、可能性に満ちているとは思う。そういう意味で、

まだまだナノ物性というのは探るべきではないかというふうに考えている。
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３. ５　電極反応の物理化学と固液界面計測 魚崎 浩平（物質・材料研究機構）

　まずショッキングなデータをお見せする。リチウムイオン電池というキーワードで調べ

た ISI の国別年間論文数である（図１）。日本からは 1999 年にすでに 50 報の論文が発表

されているが、その後は漸増で現在は約 100 報程度の論文が発表されている。一方中国

は 1999 年にはほんの数報しか論文発表がないが、2004 年に日本を逆転し、現在では日

本の 3 倍程度の論文を出している。韓国も日本に並んだ。米国が昨年くらいから急激に

増加しているのは、大きな研究資金が投入されたからと考えられる。日本の今のリチウム

イオン電池産業のレベルの高さは過去の蓄積によるものであり、このままだと中国や韓国

に追い越されることになろう。今後どうすべきかを真剣に考えねばならない時期に来てお

り、現在の電池の改良研究に加えて中長期的視点を持って基礎基盤的研究を実施する必要

があろう。

　電池の起電力、Ｅ、は反応固有の値であり、その反応自由エネルギー、ΔＧ、と

E ＝ −Δ G/nF
の関係がある。ここで F はファラデー定数、n は反応の電子数である。したがって起電力

は熱力学的に予測可能であり、計算科学的に起電力を求めたり、電極材料としての可能性

を予測することができる。

図　１
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　しかし、実際に電池を用いる場合に重要な出力は電圧と電流の積で与えられ、以下の図

２に示すように起電力が同じでも電流の取り出しにともなう電圧の低下度合いに依存して

出力は大きく変る。電流は電子の移動速度そのものであり、反応速度の向上が特性向上に

直接つながる。また、充放電反応の効率向上も非常に重要である。反応速度や反応効率の

向上には固液界面での電子移動、化学反応、結晶成長などの多くのプロセスの理解が鍵で

あり、そのためには電極表面の幾何構造や界面の分子構造をその場で追跡する必要がある。 

 

ナノレベルの表面観察方法は、光子、電子、イオン、走査プローブに分けて分類すると図

３のようになるが、溶液中では、電子プローブやイオンプローブは使えないので、X 線や

走査プローブが重要となる。

 

図　２

図　３
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　現在用いられている主な解析手法と測定対象を図４に示す。

図　４

図　５
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　実際にはこれらの手法を組み合わせて固液界面プロセスの理解を図ることになる。図５

は Au(111) 上への Pd の電析過程を STM でその場追跡した結果であり、原子層成長して

いることがわかる。また、Ｘ線回折によりエピタキシャル成長であること、さらに表面Ｘ

線散乱により 初の数層は下地と同じ原子間隔であること、などがわかる。

　X 線散乱法は結晶性の試料にしか適用できないため、非結晶性の物質の局所構造や電子

構造の解析には XAFS（Ｘ線吸収微細構造）が有効である。蛍光を利用できることで、透

過性がない試料について非常に少量の原子数でも電気化学的に XAFS を取得できる状況

になっている。

　界面の分子構造については、２つの光子から和のエネルギーの１つの光子に変換される

和周波発生（SFG）分光法が有効である。片方を可視光、もう一方を赤外光とし、赤外

光のエネルギーを変えながら SFG 強度を測定すると、赤外光のエネルギーが界面の振動

準位と共鳴したところで SFG 強度が共鳴的に増加する。SFG を含む二次の非線形光学効

果は、中心対象媒体中では禁止なので、界面の情報のみが取得できる。つまり可視－赤

外 SFG 分光法は界面振動分光法であり、固液界面の溶媒の構造などを調べるのに非常に

有効である。図６は白金（左）および金（右）電極表面の水の SFG スペクトルであるが、

電極によって界面水の構造が大きく異なることがわかる。

 
　以上の結果は単結晶電極を用いた比較的単純な構造、反応を対象としているが、実際の

電池反応についても同様のアプローチで詳細な理解が可能であり、このような基礎的理解

に基づく電池反応の効率化が今後必要である。

図　６
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３. ６　STEMによる軽元素の直視と電池材料 幾原 雄一（東京大学）

　 近３年位の、主にファインセラミックスセンター・ナノ構造研究所、トヨタ自動車、

トヨタ中央研究所、東北大学の WPI で行っている Li イオン電池（以下 LiB）の共同研究

の結果を中心に話す。LiB は、酸化物、窒化物、炭化物、等の軽元素で構成されている。

こういったものの挙動が機能特性と非常に密接に関係しており、そこをコントロールする

と、材料のプロセスへもフィードバックできて、合理的な材料設計に繋がっていと考えら

れる。そういう観点から我々は研究を進めており、電池材料における軽元素の直接観察が

どこまでできるかについて紹介する。

　順番としては、 初に収差補正 STEM-HAADF（High Angle Annular Dark Field）法

を用いた LiNiCoAlO の劣化挙動、LiCoO2 の粒界構造、LiFePO4 中の Li の可視化を、

次に一昨年我々が日本電子、JFCC と開発した収差補正 STEM-ABF 法（Annular Bright 
Field）による Li, H 原子の直視を、そして 後に今後の展開を話す。LiB で、Li がチャー

ジ、ディスチャージで、入ったり出たりすることは良く知られている。この入るところの

挙動が、Li が界面でどうブロックされるなどがまだわかっていない。だからそこを定量

的に解析すると、寿命が何によって決まっているか、劣化挙動がどうなっているか、とい

うことに繋がっていくと考えている。

図　１
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　これまで界面をどう見ていたかというと、高分解能電子顕微鏡法が主な方法であった。

この方法の問題点は、界面がどこにあるのかが分かるが、ドープした元素、例えば Lu が

どこにあるのかなどは分からない。そこで、従来の STEM 法が抱えていた分解能が低い

という問題を、収差補正技術によって、分解能を１Å 以下にできる方法が 21 世紀に開発

された。走査電子顕微鏡と同じようにスキャンニングしながらモニタリングしてやると、

重い元素があるところは明るく映るという手法である。それでアルミナセラミックスの粒

界を見ると、図１の様に見える。加えた Lu が、きちんと界面に周期的に配列していると

ころまで見える。さらに、ドーナツ型の検出器の真ん中を通り抜けた電子は、試料を透過

しているときにエネルギーを失うので、電子エネルギー損失分光もでき、カラムごとの電

子状態も定量的に解析できる。この収差補正 STEM と高角側に散乱される電子を暗視野

で捉える高角度散乱暗視野法（HADDF 法）、すなわち収差補正 STEM-HAADF でこれま

でトヨタおよび JFCC と、LiB の Li イオン観察の研究を進めてきた。今日は JFCC、ト

ヨタおよびトヨタ中央研究所と行った共同研究の一端をお話ししたい。

　図２は、トヨタ中研で作っている Li、
Ni、Co、Al、O が入っているサンプル

のデータである。このサンプルは１サイ

クルすると特性が一気に落ちる。２サイ

クル以降は徐々に特性が落ちるというこ

となので、１サイクル後のサンプルを収

差補正 STEM-HAADF で見た結果であ

る。多結晶体なので粒界であるが、常に

粒界近傍は白いコントラストの粒界層が

観察される。これは HADDF 法からい

うと、重い元素が集まっているというこ

とを示している。1 サイクル動作で、こ

の変化が起こったことになる。図中の

写真 a の枠部分の b を拡大したのが写真 b である。写真ｂ中の枠内をさらに拡大したの

が、写真 A1 ～ C2 である。Co と Ni が並んだ層状構造で、Li が層間に存在するはずであ

るが、HAADFSTEM 像では、重い元素しか見えないので、Li は見えていない。写真 b 
の B や C の位置では、Li がいるべきところに、重い元素である、Ni と Co が入りこんで、

少し明るいコントラストになっている。界面近傍は全体的に強く明るくなっており、いわ

ゆるロックソルト構造が形成されている。要するに、 初は層状構造であった粒界近傍が

サイクルをかけることで Ni や Co が粒界に拡散し、粒界に沿ったロックソルト構造を形

成するということができる。この領域は、 初は非常に薄いが、さらにサイクルを繰り

返すと、徐々に厚くなってくる可能性があり、LiB の寿命メカニズムを解明するために現

在、我々はこの研究を行っている。次に、後述する、ABF 法の開発以前の、Li の直接観

察への挑戦についてふれる。MIT の Y,M,Chiang のところで LiB を学んだ韓国 Inuhua
大学の Chung さんが、オリビン構造の Li の 10％を F にかえた、いわゆる化学修飾法で

作成したサンプルの Li サイトを見たいとうことで、私のところにサンプルを持ち込んで

来た。それを観察したのがこの像（図３）である。オリビンの Fe と P でできるフレーム

の間の白いコントラストは、実は Li サイトであるが、Li を直接見ているのではなく、Li

図  ２
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サイトに置換した Fe を見ていることに

なる。内挿図はシミュレーション像であ

る。我々はこの様に間接的に Li サイト

が見えるということを、2008 年に PRL
で報告した。でも、やはり直接見たいと

いうことで、我々は、ABF 法（Annular 
Bright Field 法）、日本語で言う環状明

視野法を開発した。原理自身はアリゾナ

州立大のカウリ教授のところで提案され

ていたが、収差補正を使って、１Å プロー

ブを使えば、原子構造まで見えることは

わかっていなかったので、我々はそれ

を応用した。HADDF 法の場合は、電子

線が試料に当たると高角に散乱され、そ

れを散乱強度で見ることによって重い元

素が見える。我々の開発した、ABF 法

はドーナッツ型の小さい検出器で、真下

方向に散乱されるものと、少し低角に散

乱されてくるものを、検出する方法であ

る（図４の左図）。高角側の、コントラ

ストは原子番号のおよそ 2 乗に比例する

が、我々は理論計算から、この低角側の

コントラストが、原子番号のおよそ 1/3
乗に比例するということをはじめて見出

した。この原理を使うと、図４の写真の

様に、重い元素も軽い元素も同時に見え

る。SrTiO3 を HADDF 法 で［110］ 方

向から見ると、Sr が明るく、次に原子

番号の重い Ti が見えるが、酸素は見え

ていない。しかし ABF 法で見るとこの

ように酸素の列が非常にクリアに見えて

いる。HAADF 像と ABF 像ではコント

ラストが逆転する。HAADF 像では原子

のあるところは明るく、ABF 像は原子

のあるところは暗く写るので注意を要す

る。ABF 法には他にも特徴があり、通

常の高分解能電子顕微鏡法では用いない様な、厚い試料でも酸素が良く見えると言う利点

がある。図５に、フォーカスと試料の厚さが変わるとイメージがどう見えるかを計算した

結果を示す。図４の ABF 像は、一番右の図に相当する。この図の横軸はフォーカスで、

縦軸が厚みであるが、フォーカスがゼロ近傍で、厚さが電子顕微鏡の試料としては非常

に厚く、あまり用いない 600nm 位の所でも酸素が見える。従来、酸素を観察するという

図  ３

図  ４

図  ５
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研究は、超高圧電子顕微鏡を用いた職人

技と言われていたが、今 では少し訓練

した学生がぱっと見てもすぐに見えるよ

うな状況になりつつある。しかもインコ

ヒーレントイメージなので、ここに酸素

があるというのがすぐにわかる。この方

法でリチウムマンガンオキサイドを見た

のが図６である。スピネル構造で［110］
方向から見ると、左は HADDF 像で、

Mn しか見えないが、Mn が菱形状に存

在していることは分かる。それを内角の

散乱電子で撮ると右のようになり、まだ

この領域では Li は見えていないが、酸

素が見えている。面白いことに酸素の強

度が強、弱、強、弱と周期的に変化する。

これは何を意味しているかというと、酸

素空孔ができて、それが規則構造をとっ

ていることを示している。図７は、酸素

の規則構造を計算した原子位置である。

上はキュービックで、黄色が Li を示し

ている。ところが、空孔が酸素の特定位

置のサイトに入ると、少し原子がシフト

してきて実測値と合う。図８は、ABF
法で見た LiMn2O4 で、菱形の四つ赤点

が酸素で、この間に Li が見えている。

ただ、［110］方向の Li の密度はそれほ

ど大きくないので、コントラストとして

はそれほど強くない。でも一応 Li が見

えたということで、我々はこれを一昨年

初の Li 直視結果として発表した。

　それでは究極の水素はどうなるかとい

う事で、いろいろ試しており、水素吸蔵

合金中の VH2 を見た例を示す。図９は

去年発表したものである。（a）は VH2

の［100］方向から見た HADDF 像で、

緑点がバナジウムで、青点が水素の計算

位置である。この像ではバナジウム原子の並び方ががわかるが、水素は観察できない。一方、

ABF 法で見ると、（b）、（c）のように、バナジウムの間にある水素が明瞭に見える。更に、

フィルタリングするともう少しはっきり見えて、バナジウムとバナジウムの間に水素カラ

ムが見える（（c）の右上）。以上のように、ABF-STEM 法は、水素も含めた軽元素の観

察に非常に有効であると考えている。

図  ７

図  ８

図  ６
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　 後に、今後の展開について話す。

HADDF 法や ABF 法を用いる事で、原

子を識別しながら見ることができるが、

もう一つの有効な方法はEELSでのマッ

ピングである。この手法はケミカルな情

報を得るには非常に有用である。この方

法で観察したのが図 10 で、これは鉄砒

素系超伝導体で、東工大の細野先生から

の依頼である。F が入っていれば超伝導

になるので見てほしいということで持ち

込まれたサンプルであるが、F がどこに

あるかは、通常のイメージではわからな

い。（a）はモデル図、（b）は HADDF 像

なのでラタンは明るく映る。（c）は、Fe
の L 線でとったマッピング像である。

明るい部分に Fe がある。同様に（d）
は La の M 線、（e）は F の k 線のマッピ

ング像である。これらとモデル図から、

（f）が得られる。これより、F はまさに

酸素層に存在しているということが分か

る。F の原子位置を特定するにはまだま

だ分解能が必要であり、究極的には原子

カラムごとにやりたいと考えている。ま

た、将来の電子顕微鏡分野では超安定

STEMが重要になると考えており、安定に0.5Å以下の分解能で観察できるレベルには持っ

ていきたいと思っている。時間分解能も必要であり、特に重要なのは、ガス環境とか、環

境を制御して、ガスの中で反応を見る、あるいは液体の中で見るとか、そういうシステム

を早急に開発していく必要もある。あと、STEM 以外にも STM、AFM も非常に発達し

てきているので、それをホルダーに組み込んで、STM、AFM と相補的に見ていくという

方法も貴重な情報が得られると思う。超安定化は非常に地味な仕事であるが、性能は良い

けれど、少し磁場があるだけで全く見えなくなり、磁場遮断や断熱など、今後、極めて重

要なファクターになってくるだろう。さらに、新しいイメージング法を開発することを考

えており、究極的には点欠陥を見ていくことも視野に入れている。いわゆる分光学的手法

を上手く組み合わせることによって、原子レベルで多角的な情報が得られる。我々はナノ

計測分野を活性化するために、新たなナノ計測手法の開発、また実際のものづくりと連携

して、根本的な機能発現メカニズムを明らかにしていくことで、材料科学や産業界の要請

に貢献していきたい。

質疑・議論
Ｑ：軽元素を直接見たのは、先生が世界で初めてか。

Ａ：軽元素を見たのは、我々が初めてというわけではない。超高圧電子顕微鏡を用いた手

図  ９

図  10
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法ではすでに酸素は観察されている。Li に関しても、高分解能電子顕微鏡法での画

像解析から間接的には観察されている。ただ、リチウムや水素に関して直接観察した

という点（ABF 法による原子カラム位置の特定）では初めてである。

Ｑ：水素が見えたとき、１個で見えたと考えるのか、それともカラムか。

Ａ：カラム。まだまだ１個では見えていない。本結果をプレス発表したらよいということ

で発表したが、いくつかの新聞社に「水素原子が１個見えた」とか書かれてしまい困っ

た。

Ｑ： 後のピコ秒の話とも絡むかもしれないが、熱で動いている物質はいろいろあると思

うが、この計算によるコントラストは静止している水素が、この様な絵になると考え

てよいのか。

Ａ：ある程度 Li は動いていると思う。ビデオに撮るときは、1/60sec レベル位でやって

いるが、このレベルでは区別できない。例えばパルス電子を発生させながら見ると、

本当は動いている可能性がある。その辺はまだまだこれからの課題である。米国では

動的観察を目的としてダイナミック TEM の開発が始まっている。まず軽元素を実環

境で見るという以前に、この手法を確立して、もう少し見やすいサンプルから技術を

蓄積していく必要がある。

Ｑ：NaS 電池の場合、動作温度が 300℃位だが、それを模擬的に作って観察可能か。

Ａ：可能だと思う。高温観察は 1200℃くらいまでの実績がある。
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３. ７　理論・計算科学・シミュレーション 宮本　明（東北大学）

　私の専門は計算化学であるので、理論・計算・シミュレーションの観点から見て、現在、

次世代、次次世代の二次電池・蓄電デバイス技術にどのような相違が出てくるかを述べる。

アンケートにも記載したが、JST 研究開発戦略センターがナノテク分野で継続的にワー

クショップを開催し、包括的な調査をやって頂けるのは、大変有難い。

　理論・モデル・シミュレーションの手法については、一方で実験というリアルワールド

があるので、それに対して理論・計算・コンピュータの世界をどのように協調させながら

発展させていくかが課題となる。つまり、実験と比較可能な計算技術の開発が今後のトレ

ンドとしてきわめて重要である。

　電池の分野でも、非常に重要と思われる量子力学が基本にあり、加えて分子動力学法、

さらに量子分子動力学法、その先にはメソ・マクロモデリングがある。電解液のスクリー

ニングにはインフォマティックスの手法も使われるし、可視化法も有効である。多くの実

践的な応用からの経験則であるが、計測とシミュレーションは相性が良いと考えている。

　計算科学から視た現世代・次世代の電池研究では、リチウムイオンの大量・高速貯蔵 ･

輸送の構造条件を主に実験的な手法によって研究しているが、その中で計算科学も基礎的

な解明という点で大きな貢献をしている。

　二次電池では、リチウムのカチオニック（正イオン）な状態と、メタリック的な状態の

間で電子の授受が起こり、それが互いに動き、電解液やセパレータなどを経ながら可逆的

に進む。これが何故起こるかは計算科学、つまり第一原理で解明できる。

分かりやすい例として Li に Co を入れた場合を考える（図１参照）。

図　１
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　リチウムが詰まっていると動きが見えにくいので半分程度に減らしてみると、層状構造

が安定に存在することが分かる。また熱ゆらぎも見られる。特にリチウムの場合は熱的な

媒体の中で移動していると思われる。安定サイトは 8 面体サイトであるが、拡散すると

きは必ず 4 面体サイトを経ながら 8 面体サイトに移動することが分かった。これから拡

散係数を求めると、実測値と良く合致することから、リチウムイオンの拡散ルートはこれ

で間違いないと思われる。

　次にリチウムをもっと抜くとどうなるかを見る。0.4 まで抜くと、構造の乱れが生じる

ことが分かる（図２参照）。本来リチウムが存在するところにコバルトなどが入ってくると、

そこがブロックされてしまうことを意味する。もう少し大きいニッケルの場合は、層状構

造がより安定になることも分かってきた。以上のことは第一原理計算から求まる結果であ

り、第一原理計算で周期表のほとんどの非経験的定量計算が実現されている。計算科学が

基本的な部分の理解に役立つことを簡単な例で示したが、結局のところ、多数存在するヘ

テロ界面の構造をナノテクを駆使して如何にうまく制御するかが、現在の 先端テクノロ

ジーの集約ではないかと考えている。

図　２
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　リチウムイオン電池に使用する電解質は安全性の面で液体よりも固体が優れていると考

えられるが、粒界領域のイオンの拡散の挙動を調べてみた（図３参照）。非常に高速に量

子ダイナミクスを計算する手法を開発し、それを駆使してイオン伝導機構を明らかにした。

その結果、リチウム拡散は粒界よりもバルクに見られること、リチウムは Li Rich 層に沿っ

て移動しており、粒界を越えての拡散はあまり見られないこと、また粒界面の違いにより

リチウム拡散に違いがあることなどが判明した。実際にはアモルファス状態になったり、

様々な不純物が混入すると、さらに複雑になるが、そのあたりを現在実験計測値と合わせ

ながら解析を試みている。

　次の世代の研究に必要なアプローチとしては、ナノテクノロジーをもっと集積して、実

験研究、計測などを融合し、そこに計算科学を利用して本物のモデルをマルチスケールで

作り上げて問題点を解決していくことではないかと思っている。ここでは、原子・分子レ

ベルから個々の現象をシミュレーションして、それらの結果を、ナノレベルからメソレベ

ルへと、上位階層のシミュレーションにつなげていく手法をとる。

　この辺りは、昨年 7 月の日米韓台のナノテクワークショップでも強調されており、「To 
promote more dynamic collaborations between experiment and simulation for solving 
realistic problems in technology and society」という標語で示されている。

図　３
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　次にリチウム－空気電池の解析結果を述べる（図４参照）。充電現象については実験結

果が不足しているが、放電特性についてはデータが少しずつ出てきているので、この部分

をシミュレーションしてみた。重量エネルギー密度も体積エネルギー密度も非常に大きい

のが特徴である。リチウム－空気電池は、触媒のところがかなり複雑である。リチウムと

空気を反応させて水酸化物ないしオキサイドを作るが、そのときに電子とイオンが動くの

でかなり複雑な系になる。重要な点は、できるだけリアルに触媒状態を表すことである。

触媒の担持状態もできるだけリアルに表して、実際にそれが実験値と合っているかを調べ

る。空隙率なども考慮し、基本的な電荷の式から拡散、反応の計算まで全て行うと、実験

値と一致することが分かる。

　先ほど魚崎先生から SFG（和周波発生振動分光学）の話があったが、SFG についても

スペクトルシミュレータを独自開発し、特にセンシティブな界面での分子構造を解析して

いる（図５参照）。ここでは実験・計測と計算を境目なく融合するという全く新しいアプロー

チを模索したい。より正確な予測や設計を行うには、マルチスケール、マルチフィジック

スを徹底利用することだと考えている。

　いずれにせよ、電池の実験のエキスパートと理論・計算科学の人たちがもっとダイナミッ

クにコラボレーションしていくことで、次の道が拓かれると思う。

図　４
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Ｑ：第一原理的にできる範囲と、もっと簡易に出来る範囲があると思うが、電池の様な複

雑な系で、どこまで技術的に正確な予測ができるのか？

Ａ：バルクの完全な結晶では予測可能になっている。先ほど述べたリチウムの動きは、メ

ソ・マクロモデリングを使う必要がある。現状では、10 倍以内の精度はあると考え

ている。

図　５
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４. １　コメンテーター報告 コメンテータ　今西 誠之（三重大学）

　次世代電池の状況と課題を１枚にまとめた。「電池のサイズ」、「形式の変化とエネルギー

密度の変化」、「導電種の多様化」という３つの観点で電池を整理してみた。

・電池のサイズ
　現在主に普及しているのは小型のリチウムイオン電池で、電池の主要パラメータである

エネルギー密度と出力密度の２点で優れたものが開発され、携帯の電子機器やパソコンな

どで利用されている。大型電池もしばらく前から開発が活発化しているが、大型化する場

合には、上記のエネルギー密度、出力密度だけでなく、コスト、安全性、信頼性も重要に

なる。既に電気自動車用の電池としてニッケル水素電池等の大型化が達成され、実用化さ

れている。これに続いてリチウムイオン電池も、エネルギー貯蔵、ロボット、バックアッ

プあるいは宇宙でこれから利用されようとしている。逆に、サイズが小さくなる方向でも

電池が活躍する場が出てくるだろう。薄膜化、全固体化が進めば、マイクロ・ナノ電池が

できるのではないか。電子回路に直接作りつけたり、カードあるいは電子ペーパーへの応

用が考えられる。

４．全体討論　次々世代二次電池創出の基礎課題

図　1
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・形式の変化とエネルギー密度の変化
　電池の形式の変化の図の左端に示すように、1800 年のボルタの電池の後、1850 年代に

作られた鉛蓄電池など古典的な電池が現在まで使われている。その電池反応は二酸化鉛が

硫酸鉛に変わるという、いわゆるコンバージョン反応である。これに対し、現在のリチウ

ムイオン電池では、インターカレーション反応と呼ばれる、材料の大きな構造変化を伴わ

ない可逆性に優れたホスト・ゲスト反応が使われている。そこでは、ホストの構造中にリ

チウムイオンがゲストとして出入りする。重要なのは、電池の電極としてのホスト材料は

特定の物質に限定されているわけではなく、リチウムが入るものであれば何でもいいこと

である。このように材料選択の幅が非常に広いため、リチウムイオン電池が研究対象とし

ても大きく花開いた。これからもまだまだ新材料が出てくる可能性があるので、ポストリ

チウムイオン電池が実はリチウムイオン電池ということもありうる。

　さらに、全く違うメカニズムの次世代電池も最近広く研究され、500 ないし 700Wh/kg
という高いエネルギー密度が目標になっている。例えば金属・空気電池、金属・イオウ電

池、全固体電池などがあるが、そこで重要なのは、界面の電気化学反応の制御である。

　電池形式の変化の下に記した電子回路の歴史では、真空管が 1900 年代、トランジスタ

が 1950 年代、インテグレーティッド・サーキットが 1970 年代と、非常に短い時間で大

きく発展してきた。電池はそれよりもはるかに長い時間がかかっているが、これは制御す

べき導電種が電子とイオンとの違いによるものである。イオンのように体積と重量が大き

いものを制御しながら動かすというのは化学の分野であり、制約のずっと多い現象である。

次世代電池と一言で言っても、化学反応が主体のデバイスは簡単にはできるものではない。

・導電種の多様化
　新しい電解質は新しい電池を生みだす。歴史的に最初は水系の H+、O2 −や金属イオンが

使われ、それから非水系のリチウムイオン、固体のナトリウムイオン伝導体等が生まれた。

今はもっと多様になって、イオン液体や多価カチオンが出現し、さらには異なる導電種間

の組み合わせも考えられる。次世代電池の一例として、我々が研究しているリチウム・空

気電池を図の左下に示す。負極側は金属リチウムの上に固体電解質を載せた全固体電極に

なっている。ここでは２種類の電解質が用いられ、負極側ではリチウムイオンが伝導し、

正極側では O2 −が伝導する。

　最後に、次世代電池研究開発の課題を図１の右下にまとめて示す。「電極／電解質界面

層の解明」が重要である。例えば、電気化学界面における電気二重層と電子構造の観点か

らの電極反応解析が必要である。界面反応機構を理論的に解明することで、界面構造制御

による電池出力と可逆性の向上が達成される。同時に、実際に界面を作る合成技術の探究

や、実用界面への展開を目指した研究も必要である。このために材料化学と電気化学者の

緻密な連携が必要と考えられる。



科学技術未来戦略ワークショップ
「次々世代二次電池・蓄電デバイス技術」報告書72

CRDS-FY2010-WR-08 独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター

４. ２　コメンテーター報告 コメンテータ　髙木 英典、谷口 耕治（東京大学）

　我々は物性物理分野の人間で電池に関しては全くの素人であるが、最近、新しい観点を

研究に取り入れたいと思い、電池の勉強を始めている。そこで感じたことは、二次電池と

いうのは非常に多くのパラメータからでき上がっているシステムだということである。例

えば、正極は、我々も研究で扱っている酸化物や硫化物といった無機化合物だが、負極に

なると、グラファイト、合金のように、同じ無機化合物でもかなり異なったカテゴリーの

ものが使われている。さらに電解液やセパレータに至っては、有機溶媒やイオン液体、ポ

リマーといった具合に、全くジャンルの異なった材料用いられている。二次電池ではこう

いった多種多様なパラメータが統合されて、有機的にでき上がっている。従って、一つの

材料の性能を改良したからといって、直ちに全体の性能が上がる訳ではないという点が、

二次電池というシステムの難しいところではないかと感じた。しかし、逆に言うと、多種

多様な分野のエキスパートがコミュニケーションをうまくとって課題や問題点を共有する

ことで、新しいアイデアなり新しいものを生み出すことにつながっていく研究対象と言え

るのではないかと思う。

　リチウムイオン電池の研究において非常に有名な Goodenough 先生には、現在のリチ

ウムイオン電池の基となる LiCoO2 の先駆的な研究や、最近注目されている鉄オリビン

のパテント取得など、非常に先見の明があった。実は、Goodenough 先生は、我々の物

性物理学の分野においても非常に有名な方である。例えば、磁性の教科書に Kanamori-
Goodenough 則といった彼の名前の付いた有名な法則も出てくるように、物性研究の第一

図　1
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人者として知られている。その為、電池という全く異なる分野の勉強をしていて、彼の名

前が出てきたときには意外に思った。ただ、彼が幾つもの非常に有望な正極材料に着眼出

来た背景には、電子物性という全く畑違いのところにいたゆえの視点があったのではない

かと思う。

　そこで、試しに正極材料を電子物性的な観点で眺めてみたのだが、図１に示すような、

ｐ軌道とｄ軌道の混成といったような概念が頭にあったのではないかと、最近感じている。

軌道が混成するということは、遷移金属のところだけでなく陰イオンの方にも電子が拡が

れるということなので、電荷の出し入れをする電池材料では、局所的な空間から電荷を急

激に取り出すことによる負荷の緩和が期待される。その混成が大きくなる一つの条件は、

右側の図のように、２つの軌道の準位のエネルギーが近いことである。そこで、量子化学

の教科書からパラメータを引っ張ってきて、ｄ軌道の準位と酸素のｐ軌道の準位を並べて

みた。すると、現在リチウムイオン電池の正極材料で使われているマンガン、鉄、コバル

ト、ニッケルといった原子の d 軌道準位が酸素原子の p 軌道準位と非常に近い位置にあり、

混成が大きいところにいる、というきれいな関係が見えてきた。これはあくまで我々の仮

説ではあるが、先に述べた Goodenough 先生の磁性のモデルが、p-d 混成に基づいたもの

であった、ということ等を考え合わせると、無意識的にせよ、こういった電子理論的な物

質の見方というのが背後にあったのではないかと思う。

　ここで言いたいことは、全く別の分野の人たちを入れるということで新しい視点が導入

され、何か新しい物質等を生み出すということにつながっていくのではないかということ

である。例えば上述の p-d 混成などは、日本が非常に強い銅酸化物の高温超電導体研究で

図　2
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も日常的に使われている概念である。物理の分野には、第一原理計算、物質開発もしくは

先端計測といった強力なツールや技能を持つ多くの方々がいる。しかし、電気化学分野と

同じ対象を扱っていても、使っている言語が相当違うということもあり、それが参入障壁

になっている部分があるのではないかと感じている。従って、今日のこの会議のような場

やプロジェクトを通して、そういったものをうまく翻訳し橋渡ししていくことができれば、

新しい視点も導入され、新しいものの創出つながっていくのではないかと思う。今、物理

学会には、電気化学に近い分野としては、イオン伝導のセッション位しかないが、例えば

電池のセッションなどができるようになると、また何か新しい発展が見えるのではないか

と期待している。

質疑・応答
Ｃ：物理で一生懸命やっている人をこういう場にどう引っ張ってくるかが非常に重要な問

題。

Ｃ：他の例として、物理出身でノーベル化学賞をもらった有機金属のアラン・ヒーガーが

ある。彼は、ノーベル賞もらったときにはバイオのベンチャーで別のことをやってい

て、さらにそれから数年後には有機薄膜の太陽電池のタンデム型で一番いい効率を出

している。そういうダイナミズムはアメリカの社会、文化の一側面とも思うが、化学

とか工学は本来そういうものだと思う。日本の物理のコミュニティがもう少し入って

くれないかなといつも思っている。
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４. ３　コメンテーター報告 コメンテータ　松田 茂樹（三洋電機）

　電池をビジネスの対象としているという観点からコメントする。

　電池の市場は、図 1 のように「ユビ

キタス市場」、「車両市場」、「大型蓄電市

場」に分けられるが、そのうちユビキタ

スのパソコン、携帯電話等の製品は既に

市場に出回っているのに対し、車両や大

型蓄電はこれからの産業と考えている。

これらのユビキタス、車両、大型蓄電市

場の電池を、容量という観点で比べてみ

ると順に 3 桁ぐらいずつ大きくなり、そ

れにともなって想定される市場の規模も

大きくなり、電池製造の際の資源消費量

や環境負荷もやはり大きくなる。各市場

の電池への要求技術を一つずつ挙げると

すると、ユビキタスは高エネルギー密度

化、車両関係は高出力、大型蓄電は低コ

スト化である。研究開発体制を考えると、

日本でも海外でも、既存産業のあるユビ

キタス市場は当然民間が主となるが、将

来に向けての開発は図のように産官学連

携が必要で、さらに大型蓄電については

未着手なところも非常に多くあると考え

る。そこで、公的な投資を議論するこの

場では、大型蓄電に絞って課題を挙げる

（図２）。

　大型蓄電の電池特性としては、高容量化、高出力化に加えて、高寿命、高信頼性、高安

全性がある。今日のこれまでの議論の中心は、高容量化、高出力化だったが、大型蓄電に

おいては電池を直列にも並列に何本もつなぐためその中の電池１個でもアウトだったら全

体に害が及ぶので、先ほど NaS 電池の方で言われたように信頼性や寿命が非常に重要で

ある。もちろん、大型化ということで安全性も重要で、これらの３つの観点も重視すべき

である。

　さらに、大型になれば当然材料を沢山使うので、資源確保の重要性を強調したい。例えば、

電池の良い材料であるコバルトが投機の対象になって値段が５倍から 10 倍上がり、材料

を変えざるを得なくなったという経験がある。また、ニッケル水素電池関係で重要な希土

類（の輸出）を、ご存じのように中国が政策で今年は６割ぐらいに減らすという、我々に

とっては死活問題も起きている。従って、資源確保は非常に重要で、さらにその上に超低

コスト化も必要になってくる。現在日本のシェアが中国や韓国に対してだんだん減ってき

ている最大の理由は、コスト競争力である。

図  １

図  ２
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　大型蓄電の開発戦略策定にあたっては、20 年後の 2030 年の状況やエネルギーの使い

方を予測し、それを支える蓄電池がどうあるべきなのかを検討する必要がある。エネルギー

の使い方によって、電池というのは難しくもなり易しくもなるからである。使い方を想定

しなければ、電池開発はできない。

　この図ではコストについての検討例を挙げる。例えば HEMS（家庭用のエナジー・マ

ネジメント・システム）で、（自動車の使い方と家庭での蓄電の使い方は違う点の検討は

必要ではあるが）仮に自動車用電池を使うとして、先ほどの議論にもあった自動車関係の

20kWh というデータを使ってコストを考えると、0.5 万円 /kWh とすると 10 万円、1.5
万円 /kWh だと 30 万円となる。それで、１家庭でいくらまで許せるか？　日本ではどう

か？　海外ではどうか？　等々いろいろな場合について考える必要がある。なお、インフ

ラ整備の中でコストメリットなども考慮すべきである。

　最後に、次々世代二次電池・蓄電池デバイス技術開発において、資源を持っていない日

本が国際競争に打ち勝つために、「超低コストで大消費に耐えられる、安くて環境負荷の

少ない材料の探索」を一つのキーワードとすることを提案したい。具体的な対応策を以下

に示す。

１．超低コスト化を目指す

　１）材料からのアプローチ

　　①超低コスト材料開発

　　　　日本で調達できる材料（例えば、土や鉄くずから取れるもの）を用いた電池開発

　　②低価格リサイクル技術開発

　　③資源産出国探索

　２）電池構成からのアプローチ

　　①電池機能において要らない部品（集電体、セパレータ）の削除

２．開発を支える機能の強化

　１）材料探索

　　　コンビナトリアルテクノロジーの構築及びそのための材料評価技術の開発

　２）材料物性

　　　基礎物性評価や各種材料の相図及び物性値検索システム

　３）安全性の評価と国際標準規格

　　　大規模蓄電用安全性評価設備及び受託検査機関の創設
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４. ４　総合討論

◎　これまでのプレゼン、議論や、アンケート結果（付録 p.88 〜 89 参照）を踏まえて

討論をおこなうが、アンケート項目にもオーバーラップした形で整理した議題に基づい

て進行したい。この中では議題３が特に重要。

議題１　次々世代二次電池・蓄電デバイスの性能・用途とは
◎　電池の開発は、目的地が定まらないと難しい。自動車メーカーの考えるハイブリッド・

電気自動車用の次々世代電池と電力会社のスマートグリッドバックアップ・安定化電源

用の次々世代電池とは、同じなのか？　スマートグリッド用電池が先行しそれに応じて

自動車用電池が決まっていくというシナリオはありうるのか？　本当にリチウム以外の

キャリア、多価イオンや全固体など次々世代電池を目指すべきなのか？　大型を狙う場

合は、電池の直接的な性能以外の、市場に近い低コスト等の観点が重要か？　等々、次々

世代二次電池のビジョンについて議論いただきたい。

○　自動車用電池とグリッド用とはアプローチやサイズが違う。グリッド用よりも自動車

用電池の方が普及が速い。先に大きな電池が自動車用で普及すれば再生可能エネルギー

の導入が進むという考え方はありうる。自動車企業では、家庭に自動車充電用の蓄電池

も置くことを考えているが、その場合は出力、充電速度は重要ではない。他方、車側の

電池を充放電可能にして再生可能エネルギーのバッファーにすることも考えている。

　　今後は、2020 年までに、硫化物系全固体電池でリッター当たり 500 ワットアワー程

度のものを実用化したい。その先の酸化物系の全固体やリチウム空気では、2030 年ご
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ろにリチウム空気をものにしたい。近場では、テスラに乗った 18650 型電池の容量が、

出力重視、容量重視のいずれに向かうかが重要だが、出力は例えば材料をナノ化するア

プローチで稼げるので、まずは容量型と考えている。

　　企業の開発では、2020 年から 2030 年を目指し、細分した具体的課題を一つ一つ解

決しながら進めているが、それを支える基盤技術が重要なので、アカデミアや国レベル

で基盤を支える施設を整備し、人材を輩出し、研究シーズを生み出していただきたい。

その結果、企業が製品に向かって引っ張り上げていく。

○　ナトリウム・硫黄電池の開発では、揚水発電所という対抗馬の建設コストや性能とい

う明確な目標があり、負荷平準化を図るために容量を稼ごうと努力した。その結果、容

量は大きくできたが価格的に厳しい部分があったので、キロワットアワー重視の非常用

電源での利用などいろいろな合わせ技を講じた。瞬停対策だとキロワット重視になる。

　　太陽光発電が2020年に2,800万、2030年に5,300万と増えていく過程で、一般に1,000
万キロワット以上入ってくると電力会社では余剰電力や周波数への影響について対策が

必要になる。これまで余剰電力はキロワットアワー、周波数変動はキロワットというよ

うに目的が明確であったのが、スマートグリッドはどちらを目指すのかわかりにくい。

現在電力会社は、キロワット、キロワットアワーの両面でとらえている。揚水発電所を

持っていて 2020 年くらいまで耐えられるような会社もあるが、5,300 万までいくとす

べて何らかの対策が必要になる。電化を進め昼間の需要を増やして周波数調整する方法

や、太陽光発電を抑制するような方法もあるが、それらのコストとの関係も踏まえた上

で電池に頼らなければいけないことにもなり、キロワットとキロワットアワーのバラン

スの検討も重要になる。

　　NaS 電池は、ナトリウムや硫黄という資源が豊富な材料を使ったため低価格でリサ

イクル不要ではあるが、リサイクルは進めたい。

　　自動車が先か定置型が先かという議論では、自動車でできた良い電池を束ねて安全で

安く使えるならば、それが一番いい。

○　余剰電力を、燃料電池のようにケミカルなエネルギーで貯蔵しておくという解は、今

のところ発電側ではあまり考えていない。効率が悪過ぎて今のところ見通しがつかな

い。東大のユビキタスパワーネットワークの研究では燃料電池のルートも入れてはいる

が、まだ実現性が薄いので今のところ何もしていない。

○　スマートグリッドと水素との関係について、資源エネルギー庁からの要請で議論した

ことがある。普通に水を電気分解すると過電圧のため、必要電圧と燃料電池の発電電圧

との差だけロスが発生し、熱として逃げてしまうのでもったいない。しかし、その熱を

有効に活用できれば、すなわち例えば固体酸化物型燃料電池の定置用のもので熱を電気

と共に供給できるのであれば、電力が余っているときは水を電気分解して水素として燃

料電池自動車用のタンクに入れておくといった方式があり得なくはない。

◎　将来のスマートグリッドを考えるときに、電力エネルギーだけではなくて、熱エネル

ギー、水素エネルギー等多くのエネルギー媒体のベストミックス、最適コントロールを

考える必要がある。

○　性能が非常に良くなった今のガソリンエンジンと同等あるいはそれ以上の性能を、い

きなり電池だけで出すのは容易でない。近距離専用の自動車であれば、今のリチウムイ

オン電池でも、値段は別として使えると思う。
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○　航続距離や車両の大きさよって、近距離であれば電気自動車、中距離なら電池を必要

最小限だけ積むプラグインハイブリッド、長距離であれば水素と、自動車を使い分ける

モビリティのすみ分け、役割の分担システムが考えられている。

○　ある程度社会的に熟成してきている米欧日と中国のように、国によって購買者の価値

観の差が大きいので難しい。社会インフラに関することは、国と自動車会社が哲学をあ

る程度作らないと、せっかく良いものができても売れないのでは？

○　新興国では一人乗りの電動バイクがすごく増えているので、蓄電池の性能もそこから

上がっていく。

○　最近フランスの友人に改造電気自動車に乗せてもらったが、充電インフラはできてい

て、数十キロ走るレベルでもう実用化していた。

○　ガソリンエンジン自動車を超える電気自動車は、先端研究があえて設定する高い目標、

出口イメージの一つである。新しいアプローチを考え、ブレークスルーを狙えば、結果

がそこそこでも社会の役には立つ。

議題２　異分野との融合は？
◎　異なる分野の間の理解を進めてイノベーションを起こしていくかについてご意見を。

例えば、有機化学が提示している有望な新材料や反応などの提示を電池に活かせないか。

○　資源がない日本にとって炭素の利用は重要。有機合成物のエネルギー密度が低いのは、

溶けなければならないために電気を流さない側鎖がいっぱいついているためだ。これを

固体に直接合成するような有機化学ができるといいと思う。イオンを出し入れするとか、

構造が変わるというときに、材料にしなやかさが求められるが、セラミックスや無機物

だとイオン性結晶がどうしても固いので、すぐ構造が崩れてしまって別のミニマムに落

ちてしまうということがある。自分自身は固いネットワークを組んでいるがそれが動け

るということで、ある意味、低次元であることが、有機物の利点。これがπ電子系の特

徴だったり、有機物のチェーンの特徴だったりする。プラスチック性といったキーワー

ドで、カーボンはまだまだ有望というのが私の見解である。

○　昔ポリアセチレンの電池についてある企業から依頼を受けてインピーダンス評価で試

験したが、充電時にいろいろな現象が出てきて使えないという結論だった。有機にも可

能性はあり、おもしろいとは思うが、持ちと安定性に欠点がある。有機で使うのであれ

ば、セパレータや粘着剤等、電極以外の方がニーズもあるし実現性が高いのでよいので

はないか？　液体でも固体でもあるような状況を作れるような高分子材料とか有機でな

ければならない材料といった発想もよい。

○　電池の開発では、イオン導電体がバルク（電解質）としてだけでなく、リチウムイオ

ン電池の負極側、さらにおそらくは正極側にも自然にできている界面層でも重要と思う。

この界面層を制御して作れるようになるためには有機化学の知識を持つ専門家との異分

野間連携が必要になってくるが、総合デバイスである電池の材料への、非常に多くの要

求をきちっと認識した上で材料開発をしなければいけないので、連携してやろうとして

も電池に合わせた材料作りがなかなかできない。

○　トヨタ自動車の研究公募では、電池をやっていない異分野の人をこの領域に引き込む

ため、研究課題を具体的にブレークダウンして、「これを解決したい、こういう技術が

欲しい」と、違った領域の方の興味を引くようなキーワードを並べて提案募集した。イ
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ンセンティブを与えること、興味を持ってもらうことが重要だ。周辺学会で「電池は難

しい、敷居が高い」ということであれば、電池の関係者が解決したい課題を提示するセッ

ションがあればいい。

議題３　最重要な基盤研究課題は？
◎　他国に先駆けて革新的デバイスをつくるためにはどういう研究課題が重要なのか、議

論したい。話を発散させないために、まず比較的重要と思われる容量の向上に関する課

題から。

○　電池容量の非専門家は、いきなり高容量化と言っても手の付けようがないので、もう

少しブレークダウンした形で整理して議論を進める必要がある。界面でのイオン伝導、

抵抗が大きいとか、電子伝導がよくないとか、課題をばらしたものを作って、その解決

のために異分野の人を集めたいとか、専門家の知識が欲しいというようにするのがよい。

例えばリチウムオキサイドだったら、オキサイドの電子伝導がどうとかいう問題設定が

あれば、例えばイオニクスをやっている人ならば少しはああそうかと思うかもしれない。

○　異分野融合は非常に時間がかかる。20 分や 30 分でその整理をするのは多分無理なの

で、ここではまず電池の方向の問題を整理しておき、それを異分野融合につなげるため

に必要な翻訳は今後の問題とする方がいいのではないか。高容量とか安定性とかいった

レベルの課題については、方向は出ているので、それプラスアルファの、もう少しブレー

クダウンしたものがあるならば、それをつけ加えるといい。

○　NEDO プロジェクトでも基礎を含めている形だが、それだけでは不充分で、どの部

分を文科省が基礎として補えば日本のトータルシナリオとしてよくなるかが、示唆され

るといい。具体的な異分野融合については今後の議論に残し、ここではとりあえず問題

点として挙げておけばいいのではないか。

○　電池を実用化に結び付けるにはそこそこの性能ではだめで、何かの特徴がないといけ

ない。例えば、自動車会社や電力会社から、サイクルが非常に高くてコストが非常に安

いとか、中国が戦略的に抑えたら困るようなものとか、こういう特徴があれば我々は助

かるという材料模索とか、何らかの特徴があるニーズを出すことが必要ではないか。

　　John B. Goodenough のようにアイディアを持って先のことをやる人を引っ張り込む

のも大事だが、電池では、それプラス目的指向が重要である。めちゃくちゃ安い使い捨

て電池や出力を出すための全然違うシステムとか、そこの産業が本当にうまくいくよう

なターゲットをある程度想定しながら開発するというのが、電池分野を加速する方法で

はないか。

◎　容量だけではなく、サイクル特性や、コスト、出力などで特徴ある電池を目標として

設定しようというご意見と承った。

○　課題をブレークダウンして出してもらうと、我々の分野に入りやすい。例えば劣化メ

カニズムで、粒界で偏析するといったことは、我々には構造材料でかなり蓄積されたノ

ウハウがあるので、解析がすぐできて、こうなっているのではないかといったフィード

バックはできると思う。

○　現在 NEDO やいろいろな形での支援があるところに、さらにあえてまた同様のアプ

ローチでの課題を対象とするのではなく、非常に難しい課題にチャレンジすべきではな

いか。今、一番難しいのは酸化物の全固体と空気電池なので、我々はシミュレーション
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の武器で研究しているが、もっと難しい、空気電池のさらに上も考えていただきたい。

日本はナノテクなどのサイエンスの蓄積があるので、それを強調してさらに飛躍させる

ようなことを電池の分野でやれば、それが 30 年後につながるのではないか。非常に高

い目標を設定すべきである。

○　使用用途によって電池は異なるので、最終的に市場に出すことを想定して使用用途の

ターゲットを決め、そのための材料はどんなものかといった議論のもとで課題を明確に

する方が、異分野交流にもよいのではないか。

○　次々世代応用を想定して金属・空気、全固体に向かうのもよいと思うし、あるメカニ

ズムやある特性値の実現を目指すアプローチがあってもいいと思う。ただ、それとは別

に、今全然知られていない、あるいは知られてはいても目立たなかったメカニズムや、

今あるものから特性がすごく変わる可能性があるとか、次々世代のまたその次の芽が生

まれるようなアプローチも必要。研究開発のやり方にも関わってくるが、この両方があ

るといい。例えば新材料系では、専門外なのだが有機物は、酸化物のようながっちりと

した構造のものとは随分違うようで魅力があり、また、酸化物でもゲルのようなものと

か、いろいろな中間物に可能性を感じる。

議題４及び５　プロジェクト推進の方策、産業界が求める人材と大学教育への期待
○　電池分野に異分野の人を引っ張り込むという考え方では誰も来ないのではないか。研

究者には、難問解決であるとか、本当の新規性を求めている人が多い。人材を期待する

としても、電池の問題が、実は複雑系としての新しいサイエンスにつながるとか、電

子相関が本当に効いているかどうかは別として、そのような新概念があるとこれだけ

進むなどの学問的な面白さを示す課題に翻訳することが重要。Goodenaugh や Alan J. 
Heeger の例があったが、彼らは基礎的な知識がしっかりした上に、新しいものに挑戦

してみようという特別なものを持っている。だけど必ずしも研究者全員がそうではない

ので、違った分野の人に興味を持ってもらうには、ここのところをやったら研究者とし

て結構当てられるよと、例えば、計算科学なら、計算科学の分野で尊敬を集められるよ

うな課題が電池分野には多いので、そういう課題を示すのが重要である。

○　成功している企業は何も言わないが、学問的には不思議なことが残っていることがあ

る。例えばある企業では、ニッケルと僅かのアルミが入った非常に高容量の電池を自動

車に載せるとのことで、以前の常識では発火性が高いはずなので質問したが、理由はわ

かっていないらしい。電流密度は 2012 年で 4Ah までいくとのことで理論値よりもずっ

と大きいので学問的には非常におもしろいが、もういいやというような感じで追求して

いない。こういう課題を学問的に追えば、新しい展開もありうる。そのような次の問題

解決につながる課題は企業側に結構あるはずなので、ぜひ公開してもらいたい。

○　課題解決型の基礎研究とは何か。設定された課題、例えば企業の要求する課題に基礎

研究者が対応するという研究推進方式は、いろいろ問題を含んでいる。アメリカ DOE
では、46 のエネルギーフロンティア研究センターの課題は、アメリカのエネルギーの

将来像の議論から始めて、6 − 7 年かけて決めた。日本のエネルギー基本計画も、同様

の時間や議論を経て決められたものだろうか。そういう状況の中で、基礎研究の方向を

決めるというのはなかなか難しい。
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米国ＤＯＥの蓄電技術研究開発

　1.1 及び 1.2 にも示されているように、米国では国全体のエネルギー政策を管轄する

エネルギー省（DOE）が、技術開発についても基礎研究から実用化に至るまで一貫し

た一体的施策を展開している（p.2 の図 2 及び p.7 の図 8 を参照）。その中で、基礎基

盤的な研究開発の拠点の役割を果たすエネルギーフロンティア研究センター（EFRC）

は現時点で 46 センターから成るが、多くのセンターで蓄電技術関連の研究開発が進め

られている。その中でも「電気エネルギー貯蔵センター（CEES）」、「電気エネルギー

貯蔵のための精密多機能ナノ構造科学センター（NEES）」、「化学的エネルギー貯蔵

北東センター（NECCES）」の３拠点は蓄電技術に特化したプロジェクトに取り組み、

多彩な視点から将来の電池技術の基盤を開拓している。

（コ ラ ム）
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５　

ま
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　このワークショップ（WS）は、グリーンイノベーションの中心課題の１つとして二次

電池を取り上げ、2030 年以降を見据えた長期的観点に立って、現在研究開発が進められ

ている各種二次電池の性能、機能、コスト等の面で全く発想の異なる新材料・システムに

よる「次々世代二次電池・蓄電デバイス技術（※）」の可能性について議論を行い、研究開発

の方向性を示すことを目的とした。国内の学界および産業界を代表する電池研究開発に携

わる専門家と、物理学、化学、材料科学、ナノサイエンス、計測技術、計算機科学などの

基礎基盤分野においてこれまで電池技術に直接的には関わってこられなかった専門家に参

加していただき、広い視点からの議論と、両者の邂逅による異分野融合の可能性を見出す

ことを意図した。特に、後者の研究課題や成果が将来の全く新しい次々世代二次電池に貢

献する可能性や方向性を探った。

　電池への社会ニーズの増大に際し、長期的なロードマップは経産省および NEDO 他か

らも提示されているが、それを実現するためのシーズについては、研究開発のシナリオに

は必ずしも明確にされていない。わが国では既に、蓄電技術に関する国家プロジェクト、

ファンディングプログラムが複数推進されているが、それらを踏まえつつその先の研究開

発課題と、推進上の諸課題、さらに各施策や関連する研究グループが互いの相乗効果を得

る方策について議論をおこなった結果、以下のように整理された。

■現状認識
　二次電池・蓄電デバイス技術は今、周辺状況が激変している。もともと日本は技術・産

業の総合力では国際的な優位を保ってきたが、社会ニーズ増大と市場拡大に伴い、現行技

術・製品は中国や韓国の激しい追い上げを受け、日本の電池メーカーのマーケットシェア

は下がっている。また、「再出発」をもくろむ米国や、産業競争力強化策を背景とする中国・

韓国の戦略的な研究開発投資の増大により、関連する学術論文数シェア等においても、過

去の蓄積に依存する日本の地位は相対的に低下しつつある。次々世代への備えは十分とは

いえない。

■将来ニーズ
　二次電池の用途は大きく 3 つの方向性に分類される。自動車・輸送機器用（大型×移

動型）、スマートグリッド用（大型×定置型）、ユビキタス・モバイル機器用（小型×移動

型）である。それぞれに求められる機能・性能は異なり、設計思想が重要となる。

　今後は、強い市場ニーズを受けて電気自動車用の二次電池開発が産業界を中心に進めら

れよう。自動車用としてのエネルギー密度の将来的な目標レベルは 700Wh/kg といわれ

ているが、それを実現しようとすると今の 10 倍のエネルギー密度向上が必要であり、こ

れをもし 2030 年に実現しようと思えば今後 20 年間、2050 年であれば 40 年間で 10 倍の

アップを実現しなければならない。この目標値は、従来のリチウムイオン電池の延長では

※　「次世代二次電池」と「次々世代二次電池」
本WSでは、現行のリチウムイオン電池の3～ 5倍程度のエネルギー密度を持つ二次電池を「次世代二次電池」と考え、次世代二次電池
の性能をさらに凌駕する可能性をもつ電池であって、将来2030年以降の実用化が期待されるものを ｢次々世代二次電池・蓄電デバイス
技術｣と定義した。例えば次のようなタイプの電池による実現が想定される。リチウム（金属）－空気二次電池、全固体型リチウム二次電池、
sブロック金属二次電池、多価カチオン二次電池、その他の「新型・新概念」による二次電池・及びキャパシター等の蓄電デバイスも含む。

５．まとめ
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達成不可能なものである。また、その成果が、太陽光や風力といった出力の不安定な自然

エネルギーを導入した際のスマートグリッド用二次電池の開発につながることも期待され

ているが、現状のコスト・機能では実用に耐えるとは考えられていない。

　そもそも二次電池の基本的な性能はエネルギー密度と出力密度であり、それぞれの数値

向上を求める姿勢は基本的に変わらない。自動車用・グリッド用のいずれにおいても、電

池が広く普及するためには、現行技術で見えている極限を超える高容量化のアイデアが要

請されている。なお、電池は他の単一のエレクトロニクスデバイスとは違い、性能向上に

向けた、基礎研究から応用、開発、製品化、普及までの取り組みは長期を要する。また、

二次電池は総合技術・総合システムであり、研究開発のステージによって、材料、デバイ

ス技術、回路理論、系統連系・電力運用等の各分野にまたがる技術開発が必要になる。さ

らに、電池廃棄時の処理、リサイクル技術を当初から織り込むことが必要であり、これは

普及してからでは手遅れになる。そのためには、希少元素に依存しない豊富な資源による

材料、リサイクル可能な材料による電池が求められる。

■今後重要となる基盤的研究開発課題と推進の方策
　上記のような総合技術・総合システムである蓄電池は、正極、負極、電解質、その他の

部分を全て含めた上で最大のパフォーマンスが発揮されるようにしなければならない。そ

うしたシステム全体を見たときに重要な研究開発課題は、どのような材料を選択するか、

どのような組み合わせを考えるかであるが、さらに、材料と界面近傍の 3 次元構造をど

のように設計するかが最重要である。そして各部のバランスをどう最適化するかによって、

システムのパフォーマンスが決定されることになる。

　電池技術の鍵はナノテク・材料技術であり、特に新材料の開発、材料の組合せと粘着剤（界

面の制御）が重要となる。電池の特性を決める因子であるエネルギー密度は、高い電圧が得

られるような両極の材料を使って、内部抵抗をいかに小さくして電流を取り出すかであり、

特に電流を取り出す部分の界面制御が最重要となる。そのためには、電池反応の基礎的理

解・解明が不可欠となる。また、安全性と高電圧化の両方のバランスをとるためには、電

解質が重要な鍵を握っており、特に有機材料の新たな可能性、新材料の創出が求められる。

　次々世代二次電池の研究開発に必要なアプローチとしては、過去十数年間の研究開発に

よって蓄積してきた様々なナノテクノロジーを集積して、実験、計測、理論・計算科学の

融合による取り組みが必須と考えられる。実験と計測および計算を境目なく融合するとい

う新しいアプローチである。より正確な予測や材料・デバイス設計を行うには、マルチス

ケール・マルチフィジックスを徹底活用しなければならず、蓄電池の実験エキスパートと

計測技術、さらに理論・計算科学のエキスパートがダイナミックにコラボレーションして

いくことで、次の道は拓かれる。原子・分子レベルの個々の現象をシミュレーションし、

それらの結果をナノからメソレベルへ、よりマクロなスケール・上位階層のシミュレーショ

ンにつなげていく手法の開発が必要である。計測技術に関しては、最近開発された高分解

能電子顕微鏡を用いた手法により、一部の二次電池構成元素の位置同定や、直接観察が可

能となりつつあるが、更なる同定可能元素の拡大や、電池反応の直接観察を可能とする手

法の開発が求められる。
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５　
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　WS 開催にあたって参加識者に事前アンケートをおこなった結果、さらに各講演・討論

のなかから浮かび上がってきた次々世代二次電池へ向けた研究開発課題を、CRDS にお

いて下図のようにマッピングした。

 

■人材育成、研究費及び学会の役割・連携
　研究基盤の強化には、研究人材の育成が必須である。その際、日本の得意とするナノテ

クノロジーや新材料開発に関して、グローバル人材を日本に集積することと同時に、若手

研究者が海外へ修行に出る仕組みの構築についても検討しなければならない。それには、

海外の有力研究機関との連携策の工夫が求められる。人的なネットワークとは、その人個

人の能力だけでなく、周辺のネットワークも含めて考え、それを全体のポテンシャルと考

える。ハブとなる研究者を如何に育てるかは一つの重要なファクターである。

　また、次々世代二次電池・蓄電デバイス技術の研究には、異分野からの新規参入研究者

を如何にして増やすかが鍵であり、ここに議論が集中した。研究資金の投入と産業界の技

術ニーズを提示するだけでは不十分で、研究者は、難問の解決や、真の新規性を求めてい

る人が多く、電池の課題が新しいサイエンスにつながるということや、理論的な新概念が

あれば研究が非常に進展する、などの学問的深みを示す課題に翻訳することが重要である。

例えば、計算科学であれば計算科学の研究コミュニティーからも尊敬を集められるような

課題が電池には多く、そのような課題を翻訳して伝えることが重要である。企業には、学

問的に未解明の問題が数多く残っているが、それをアカデミアに公開し翻訳することが必

要である。問題を学問的に追及することによって生じる新しい展開は、今後十分にあり得

る。
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　電池研究人材の裾野を広げるためには、短期的な成果を求め過ぎない研究費も必要と考

えられる（ex. 小規模な研究費を 5 年以上継続する等）。昨今の競争的研究資金は 3 年な

いし 5 年で成果を求められるが、競争的資金だけでは人材育成をおこなうには不十分で

あり、継続的・安定的な資金によって長期的に人材を育成していくことも今後検討すべき

であろう。上述のような異分野融合は簡単に進むものではなく、長期間を要する。当初に

期待した成果の他に、予期し得ない思わぬ成果が創出される場合もあり、短期間で評価す

ることは困難である。長期的且つ多面的な評価が必要であり、それがあって初めて異分野

の研究者も積極的な挑戦が可能となる。このような環境整備が、人材育成には欠かせない

と考えられる。

　全く異なる分野の研究者が加わることで新しい視点が導入され、新物質等を生み出すこ

とにつながる可能性が期待される。物理分野には、第一原理計算、物質開発もしくは先端

計測といった強力なツールや技能を持つ多くの専門家が存在する。扱う対象は電気化学分

野の研究者と同じであることが多いにも関わらず、使用する言語はに相当の違いがあり、

言葉の違いが参入障壁を生み出しているという部分がある。研究プロジェクトや、このよ

うなワークショップを通じて翻訳し橋渡ししていくことができれば、新しい視点も導入さ

れ、新しいアイデアの創出につながっていくと考えられる。例えば今、物理学会には電気

化学に近い分野としてイオン伝導のセッションがあるが、物理学会に電池のセッションな

どが新たにできれば、そこから新しい発展が見えてくることなどが期待される。そのよう

な観点から、物理学会、応用物理学会、日本化学会、高分子学会、他関連学会のそれぞれ

が、アカデミアの自主性を持って連携・融合に踏み出し、異分野の専門家同士で議論でき

る場を継続的に構築していくことが求められる。
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付　

録

Appendix 1　事前アンケート概要

　ＷＳ参加有識者 15 名に対して事前アンケートを実施した。

（１）事前アンケートの設問
設問１ 　「次々世代二次電池・蓄電デバイス」に期待されることは何でしょうか？ 
設問２ 　「次々世代二次電池・蓄電デバイス」実現のために、ご自身の研究開発領域

から貢献できると思われる、研究テーマやアプローチにはどのようなものが考えら

れるでしょうか。

設問３−１ 　「次々世代二次電池」に関し、公的資金によって産官学が取り組むべきと

思われる共通基盤的な研究開発課題は何でしょうか。

設問３−２　下記の「次々世代二次電池基礎研究開発に向けての検討図」に関し、さら

に図中に書き込むべきと思われる研究開発課題は何でしょうか。

設問４ 　研究開発を推進する上での仕組み関する問題点、現行の施策や政策、制度上

の課題や問題点について自由にご意見をお書きください。

付　録
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（２）アンケート回答結果の概要
【設問１】「次々世代二次電池・蓄電デバイス」に期待されることは何でしょうか？

　『抜本的性能向上』

　　・エネルギー密度が、液体燃料の 1/10（究極の目標は液体燃料同等）　

　　・500 ～ 700Wh/kg のエネルギー密度（電気自動車用）。要アイデア

　　・NaS レベルの能力で、安全性が飛躍的に高い蓄電デバイス

　『材料・アプローチ』

　　・レアメタルに依存しない材料、及び再生可能原料を用いた電池材料

　　・多様なナノテクの融合による本質的革新

　『社会的期待』

　　・タンカーに二次電池を積んで日照の強い外国で太陽光発電した電力を輸送

　　・化石燃料消費抑制、二酸化炭素排出抑制、新デバイス創出、の 3 点

【設問２】「次々世代二次電池・蓄電デバイス」実現のために、ご自身の研究開発領域から

貢献できると思われる、研究テーマやアプローチにはどのようなものが考えられるで

しょうか。

　（各講演内容を参照）

【設問３−１】「次々世代二次電池」に関し、公的資金によって産官学が取り組むべきと思

われる共通基盤的な研究開発課題は何でしょうか。

　『電池機構』

　　・新奇蓄電メカニズムの探索

　　・電池内部の反応解明

　『電解質・活物質』

　　・リチウムイオン以外の種が反応を担う電池の開発

　　・新奇活物質や電解質材料の探索

　 『界面』

　　・界面制御（界面層の能動的な作成と構造制御）

　　・固液界面における構造、反応のその場実時間追跡に基づく電極反応機構の解明およ

びそのための新規測定法の開発

　『計測・評価』

　　・対象を特化した新ナノ計測手法の開発

　　・非破壊迅速評価システム

　『材料』

　　・正極・負極・電解質などに関する新材料の設計・探索・創出・開発

　　・マルチスケールシミュレーションに基づくインバースデザイン

　　・脱希少金属化

　『戦略』

　　・基礎研究（例：物性物理）と目的指向研究をつなぐ（課題の背景にある物理的問題

の抽出・発信の）仕組み

　　・（大型蓄電における開発においては）開発戦略の策定
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付　

録
　　・安全性、コスト面からの探求

　　・（長年月を要し、広範囲なので）国レベルでの息の長い検討・実規模検証。特に長

期使用状態の電池の安全性確認手法

【設問３−２】「次々世代二次電池基礎研究開発に向けての検討図」に関し、さらに図中に

書き込むべきと思われる研究開発課題は何でしょうか。（本文 p.85、第５章のまとめ図

を参照）

【設問４】研究開発を推進する上での仕組み関する問題点、現行の施策や政策、制度上の

課題や問題点について自由にご意見をお書きください。

　『基礎研究』

　　・基礎研究に長めの期間設定、研究資金の使い方の自由度向上、手続き簡素化

　　・恒常経費や広く薄い研究費サポートを削りすぎない

　　・成果をじっくり待てるシステム

　　・斬新アイデア研究を支援し、有望な成果が挙がったらステップアップできる制度

　　・時間とコストを費やした基礎データの系統的収集と統合管理検索システム

　『人材育成』

　　・グローバル人材育成とネットワーク形成

　　・若手研究者の積極的登用

　　・学生の就職活動の有り様の改善

　　・地方大学の博士課程日本人学生の環境整備

　『連携・融合』

　　・複数構成要素を総合的に連携して研究を進める体制・研究人材の裾野を広げる

　　・分野外の研究者を調べて、研究ＰＪに巻き込むというアプローチ

　　・（有機合成化学者等が参加できる）柔軟性のある研究開発の仕組み

　　・電池にも関心をもつナノテク分野のリーダーが分野融合的な手法で

　　・材料開発、計測、シミュレーションの三位一体体制

　『推進体制』

　　・集中して国レベルの検討を

　　・（RISING での取り組み以上の枠組みでの）情報公開と秘密のバランス

　　・技術流出防止と国際標準化

　　・安全性評価試験の国家規格

　　・日本で調達できる低コスト材料での電池開発

　　・有力材料の資源産出国探索及び低価格リサイクル技術

　　・継続的な資金投入

以上
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Appendix 2　

科学技術未来戦略ワークショップ「次々世代二次電池・蓄電デバイス技術」概要
（１）ＷＳ開催日時、場所、プログラム
　・日時：平成２３年１月２７日（木）　１０：００～１８：００

　・場所：科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）２階大会議室

　　　　　東京都千代田区二番町３番地　麹町スクエアビル

　・コーディネーター　本間　格　　東北大学 教授

　・オーガナイザー　田中一宜　　JST – CRDS 上席フェロー　

　・プログラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

10:00 ～ 10:30 主催者挨拶  田中 一宜（JST–CRDS）
 趣旨説明 永野 智己（JST–CRDS）
 ＷＳ課題設定 本間　格 （東北大学）

セッション１

10:30 ～ 10:55 将来の蓄電技術への期待 谷口 治人（東京大学）

10:55 ～ 11:20 次々世代二次電池・蓄電デバイス技術

 －マグネシウム二次電池を例とした課題と展望－

  安部 武志（京都大学）

11:20 ～ 11:45 革新電池の研究課題と要望 岡島 博司（トヨタ自動車）

11:45 ～ 12:10 定置型蓄電システム用二次電池への期待 田中 晃司（東京電力）

12:15 ～ 13:00 昼食（午前の部の総合討論（自己紹介含む））

セッション２

13:00 ～ 13:25 次々世代二次電池創出の課題 逢坂 哲彌（早稲田大学）

13:25 ～ 13:50 新材料開発－無機電極材料 宮山　勝 （東京大学）

13:50 ～ 14:15 新有機材料開発 －合成の力をどのように生かすのか－

  吉田 潤一（京都大学）

14:15 ～ 14:40 新材料開発 － ナノ材料と溶融塩 島田 敏宏（北海道大学）

14:40 ～ 15:00 休憩

15:00 ～ 15:25 電極反応の物理化学と固液界面計測 魚崎 浩平（NIMS）
15:25 ～ 15:50 STEM による軽元素の直視と電池材料 幾原 雄一（東京大学）

15:50 ～ 16:15 理論・計算科学・シミュレーション 宮本　明 （東北大学）

16:15 ～ 16:20 小休憩（5 分）

16:20 ～ 17:40 全体討論　「次々世代二次電池創出の基礎課題」

 　　　　　司会：本間　格（東北大学）

 　　　　　コメンテーター：今西 誠之（三重大学）

 　　　　　　　　　　　　　高木 英典、谷口 耕治（東京大学）

 　　　　　　　　　　　　　松田 茂樹（三洋電機）

17:40 ～ 17:45 閉会挨拶 田中 一宜（JST–CRDS）
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録（２）ＷＳ参加有識者一覧（敬称略）
◎：コーディネーター、○：講演者、＊：コメンテーター

氏　名 所　　　　　属 役　職

◎ 本間　格 東北大学　多元物質科学研究所 教授

○ 谷口 治人 東京大学大学院工学系研究科 特任教授

○ 安部 武志 京都大学大学院工学研究科 教授

○ 岡島 博司 トヨタ自動車（株） 技術統括部 主査 ･担当部長

○ 田中 晃司 東京電力（株） 販売営業本部　兼技術部　 部長

○ 逢坂 哲彌 早稲田大学 理工学術院　ナノ理工学研究機構 教授・機構長

○ 宮山　勝 東京大学先端科学技術研究センター 教授

○ 吉田 潤一 京都大学大学院工学研究科 教授

○ 島田 敏宏 北海道大学大学院工学研究院 教授

○ 魚崎 浩平
（独）物質・材料研究機構

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
主任研究者

○ 幾原 雄一 東京大学大学院工学系研究科総合研究機構　 教授

○ 宮本　明
東北大学大学院工学研究科　　　　　　　　　　　

未来科学技術共同研究センター

教授

センター長

＊ 今西 誠之 三重大学大学院工学研究科 准教授

＊ 高木 英典 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授

＊ 谷口 耕治 東京大学大学院新領域創成科学研究科 講師

＊ 松田 茂樹
三洋電機（株）モバイルエナジーカンパニー 
エナジー研究所　第３開発部

部長

参加者一覧（敬称略）
氏　名 所　　　　　属 役　　職

馬場　寿夫 内閣府 総合科学技術会議 科学技術政策・イノベーション担当 政策企画調査官

村上　正吾 内閣府 総合科学技術会議 科学技術政策・イノベーション担当 参事官

坂本　修一 文部科学省　研究振興局基礎基盤研究課　ナノテクノロジー・材料開発推進室 室長

木村　敬子 文部科学省　研究振興局基礎基盤研究課　ナノテクノロジー・材料開発推進室 室長補佐

宮野　公樹 文部科学省　研究振興局基礎基盤研究課　ナノテクノロジー・材料開発推進室 学術調査官

田口　康 文部科学省　研究開発局　環境エネルギー課 課長

湯本　道明 文部科学省　研究開発局　環境エネルギー課 地球観測推進専門官

松本　康志 文部科学省　研究開発局　環境エネルギー課 専門職

植谷　達彦 文部科学省　研究振興局　研究環境・産業連携課　新技術革新室 文部科学省調査員

河本　洋 文部科学省　科学技術政策研究所 客員研究官

武良　佑介 経済産業省　産業技術環境局　研究開発課 係員

小口　治久 経済産業省　資源エネルギー庁　新エネルギー対策課 課長補佐

野田　豊和 経済産業省　資源エネルギー庁　新エネルギー対策課 課長補佐

佐野　健太 経済産業省　資源エネルギー庁　新エネルギー対策課 係長

小林　清 （独）物質・材料研究機構　企画部企画調整室 運営主任
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西村　睦 （独）物質・材料研究機構　燃料電池材料センター センター長

太田　與洋 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 電子・材料・ナノテクノロジー部 プログラムマネージャー

弓取　修二 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 スマートコミュニティー部 蓄電技術開発室 室長

松村　郷史 （独）科学技術振興機構　研究領域総合運営部 主査

田中　康裕 （独）科学技術振興機構　研究領域総合運営部 主任調査員

石田　秋生 （独）科学技術振興機構　低炭素研究推進部 参事役

工藤　研一 （独）科学技術振興機構　低炭素研究推進部 主査

水田　寿雄 （独）科学技術振興機構　低炭素研究推進部 主査

内田　雄二 （独）科学技術振興機構　低炭素研究推進部 主任調査員

屠　　耿 （独）科学技術振興機構　国際科学技術部 調査役

遠藤　穂積 （独）科学技術振興機構産学連携展開部 エキスパート

青木　正博 （独）科学技術振興機構　知的財産戦略センター 主任調査員

神崎 修 （独）科学技術振興機構　知的財産戦略センター 主任調査員　

植田　秀史 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター 副センター長

石正　茂 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　戦略推進室 室長

田中　一宜 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター ナノテクノロジー・材料ユニット 上席フェロー／ユニットリーダ

石原　聰 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター ナノテクノロジー・材料ユニット フェロー

河村　誠一郎 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター ナノテクノロジー・材料ユニット フェロー／エキスパート

佐藤　勝昭 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター ナノテクノロジー・材料ユニット フェロー

島津　博基 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター ナノテクノロジー・材料ユニット フェロー

中山　智弘 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター ナノテクノロジー・材料ユニット フェロー／エキスパート

永野　智己 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター ナノテクノロジー・材料ユニット フェロー

中本　信也 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター ナノテクノロジー・材料ユニット フェロー

渡辺　正裕 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター ナノテクノロジー・材料ユニット フェロー

大泊　巌 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター ナノテクノロジー・材料ユニット 特任フェロー

川合　知二 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター ナノテクノロジー・材料ユニット 特任フェロー

曽根　純一 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター ナノテクノロジー・材料ユニット 特任フェロー

笠木　伸英 （独）科学技術振興機構  研究開発戦略センター　環境・エネルギーユニット 上席フェロー／ユニットリーダ

鈴木　至 （独）科学技術振興機構  研究開発戦略センター　環境・エネルギーユニット フェロー

丸山　浩平 （独）科学技術振興機構  研究開発戦略センター　環境・エネルギーユニット フェロー

宮下　永 （独）科学技術振興機構  研究開発戦略センター　環境・エネルギーユニット フェロー

丹羽　邦彦 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　電子情報通信ユニット 上席フェロー／ユニットリーダ

伊東　義曜 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　電子情報通信ユニット 主任調査員
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「次々世代二次電池・蓄電デバイス技術」報告書
平成23年 1月 27日（木）開催

平成23年 3月　March 2011

独立行政法人科学技術振興機構　研究開発戦略センター　

ナノテクノロジー・材料ユニット

Nanotechnology / Materials Unit, Center for Research and Development Strategy
Japan Science and Technology Agency

※お問い合わせは、下記ユニットまでお願い致します。

田中　一宜　　　　上席フェロー　　　　　　　（ナノテクノロジー・材料ユニット）
永野　智己　　　　フェロー　　　　　　　　　（ナノテクノロジー・材料ユニット）
平野　正浩　　　　フェロー　　　　　　　　　（ナノテクノロジー・材料ユニット）
石原　聰　　　　　フェロー　　　　　　　　　（ナノテクノロジー・材料ユニット）
河村　誠一郎　　　フェロー／エキスパート　　（ナノテクノロジー・材料ユニット）
宮下　永　　　　　フェロー　　　　　　　　　（環境・エネルギーユニット）
伊東　義曜　　　　主任調査員　　　　　　　　（電子情報通信ユニット）

■ワークショップ企画メンバー■
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