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【エネルギー（蓄電池）】リチウムイオン電池 伝導性ポリマー シリコンアノード 
 
仮訳 

 
バークレー研究所、より高性能なリチウムイオン電池を開発中（米国） 

革新的な導電性ポリマーにより、次世代のリチウムイオン電池アノード向けに 
低価格で高エネルギーなシリコンの利用が可能に 

 
 リチウムイオン電池は、スマートフォ

ンやノート型パソコン、その他の様々な

家庭用電化製品から最新の電気自動車ま

で、至る所に使われている。それらは良

いものであるが、特にコストが下がり、

電気自動車の領域まで広がった時には、

さらに良いものとなりうるだろう。それ

を実現するためには、電池がより多くの

エネルギーを蓄電する必要がある。 
 

リチウムイオン電池のエネルギー貯蔵

において、重要な部品の一つがアノード

である。米国エネルギー省（Department 
of Energy：DOE）のローレンス・バーク

レー国立研究所（バークレー研究所）の

チームは、新たな仕様のアノードを設計

している。このアノードは、現行の仕様

の8倍のリチウムを吸収でき、テストから

1年以上経ち、何百回もの充放電サイクル

後も、エネルギー容量が大幅に増加して

いる状態を保持できる。 
 
この大容量化の秘密は、開発されたポ

リマーである。このポリマーは電導性で、

充電中に 3 倍以上の容積に膨張し、その

後、放電中に再び収縮するにもかかわらず、リチウムを貯蔵するシリコン粒子を密接に結

合している。この新たなアノードは低コストの材料で作られ、標準的なリチウムイオンバ

図 1
左：シリコン（青い球体）を使った従来の手法では、

より高いエネルギー容量のために、PVDF（薄い茶

色）などのポリマー結合体と、電導性の炭素粒子（濃

い茶色の球体）を添加する。すると、シリコンはリ

チウムイオンを獲得･放出している間に膨張･収縮

をし、その結果、電導性の炭素粒子間の接触を破壊

してしまう。 
右：バークレー研究所による新たなポリマー（紫）

は、それ自体が電導性で、繰り返される膨張･収縮

にもかかわらず、シリコン粒子間を強固に結合させ

続ける。 
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ッテリー製造技術に適用できる。研究チームは、本研究での発見をウェブサイト

『Advanced Materials』にて発表しており、現在サイト内で閲覧可能である。 
 
高容量に拡張 

バークレー研究所の環境エネルギー技術部門（Environmental Energy Technologies 
Division：EETD）所属で、バークレー研究所で運営され、DOEの自動車技術局（Office of 
Vehicle Technologies）の支援を受けるBATT（Batteries for Advanced Transportation 
Technologies）プログラムの一員であるGao Liu氏は、次のように述べる。「高容量リチ

ウムイオンのアノード材は、電極のリチウム吸収時、常に容積変化（膨張）という課題に

直面している。 
 
現在のリチウムイオン電池の多くは、グラファイトから作られるアノードが使用されて

いる。グラファイトは電導性であり、グラフェン層の間にイオンを格納すると、ゆっくり

と拡張する。シリコンはさらに10倍貯蔵できる（リチウムイオン貯蔵材の中でずば抜けて

高い容量である）が、フル充電時には、その体積は3倍以上に膨張する。」 
 
この種類の膨張は、アノードの中の電気接触を急速に破壊してしまうので、研究者はア

ノードの電導性を保持しながらシリコンを使用する別の使用方法の発見に注力している。

様々な方法が提案されているものの、それらは極めてコストが高い。 
 
 比較的コストのかからない方法の1つが、電導性の混合物にカーボンブラックを添加し、

柔軟なポリマー結合剤の中にシリコン粒子を混入させる方法である。残念ながら、繰り返

し起こるシリコン粒子の膨張や収縮は、リチウムイオンの取り込みや放出につれ、次第に

添加されたカーボン粒子を押し出してしまう。カーボンを添加することなく、それ自体で

電気を通せる柔軟な結合材が必要とされる。 
 
「導電性ポリマーは、目新しいアイデアではない。しかし、これまでの取り組みでは良い

成果は上がらなかった。なぜなら、これまでは導電性ポリマーを絶縁体にしてしまうリチ

ウムイオン電池のアノード側の厳しい還元雰囲気を考慮に入れていなかったからである。」

と、Liu氏は語る。 
 
例えば、そのような試行したポリマーの1つに、PAN（ポリアニン）がある。これは正

電荷を帯びており、始めは電導体であるが、すぐに電導性を失ってしまう。電子を容易に

獲得し、アノードの還元雰囲気の中でも、ポリマーが電導性を保持するのが、理想的な導

電性ポリマーである。 
 
期待できるポリマーの特徴は、「最低空分子軌道」と呼ばれる低値の状態であり、そこ
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では電子が容易に存在し、自由に動ける。理想的には、最初の充電プロセスの間に、電子

がリチウム原子から獲得されることである。Liu氏とEETDの博士研究員Shidi Xun氏は、

ポリフルオレンをベースとする導電性ポリマー

（略してPFs）を設計した。 
 

Liu氏と、バークレー研究所の先進光源施設

（Advanced Light Source：ALS）のWanli Yang
氏が、PFsの優れた性能について討議した際に、新

材料を理解すべく、科学共同研究が持ち上がった。

キーポイントである電子の特性を特定するために、

Liu 氏やXun氏が候補に挙げるポリマーに、ALS
のビームライン8.0.1を用いる軟X線吸収スペクト

ル分光を実施することをYang氏は提案した。 
 

Yang氏は、次のように述べる。「Liu氏は、イ

オンや電子がどこに存在し、どこへ移動するかを

知りたがっていた。軟X線分光法には、この種の極

めて重要な情報を正確に提供する能力がある。」 
 

PANの電子構造と比較すると、PFs のために

Yang氏が獲得した吸収スペクトルは、即座に際立

つものであった。これらの違いが最も大きかった

のは、炭素・酸素の官能基（カルボニル基）を内

蔵するPFsにおいてであった。 
 

「我々には実験的証拠があった。しかし、我々

が観察してきたものと、ポリマーとの関連性を見

極めるためにも、第一原理からの理論的説明が必

要であった。」と、Yang氏は語る。Yang氏はバー

クレー研究所の材料科学部門（Materials Sciences Division：MSD）のLin-Wang Wang
氏に共同研究へ参加するよう要請した。 

図 2 
上：ALSのビームライン8.0.1の軟X線吸

光光度法により得られた一連のポリマー

スペクトル。バークレー研究所の新たな

ポリマーPFFOMB（赤）が、他のポリマ

ー（紫）より「最低空分子軌道」がより

低くありながら、より高い電導性を示し

ている。ここでの吸収曲線のピークは、

キーポイントとなる低電子状態を表して

いる。 
下：シミュレーションにより、リチウム

イオンが新たなポリマーと結合したと

き、完璧な 2 ステージの電子電荷移動が

明らかとなった。 

 
Wang氏と、同氏が指導する博士号取得研究員Nenad Vukmirovic氏は、バークレー研究

所の国立エネルギー研究科学コンピュータセンター（National Energy Research 
Scientific Computing Center：NERSC）にて、有望視されるポリマーの第一原理計算を

行った。Wang氏は、次のように語る。「この計算により、リチウムイオンがポリマーに

どのように付着するかや、カルボニル官能基がプロセスを向上する理由などを含め、実際
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に何が起こっているかの説明がつく。計算が実験と見事に適合したことは、極めて素晴ら

しいことであった。」 
 
このシミュレーションにより、カルボニル官能基などのPFの種類により「実際に何が起

こっているか」を確実に明らかにし、システムがうまく機能する理由を示した。リチウム

イオンは、最初にポリマーと相互作用し、その後シリコン粒子と結合する。リチウム原子

がカルボニル基を通じてポリマーと結合するとき、リチウム原子の電子をポリマーに渡す。

このドーピング処理により、ポリマーの電導率を著しく向上させ、電子とイオンをシリコ

ン粒子へ輸送するのを促進する。 
 
 
成功に向けたサイクル 

EETDでの物質合成、ALSの実験解析、そしてMSDでの理論的シミュレーションという

一つのサイクルの実施により、肯定的な結果が得られ、改良を受けた新たなサイクルが開

始された。電気特性とほぼ同じくらい重要であるのが、ポリマーの物理的特性である。そ

のため現在、Liu氏は物理的特性に別の官能基を加え、シリコン粒子がリチウムイオンを

獲得、または失い、体積の変化を繰り返すときに、シリコン粒子に固着するポリマーを作

り出している。 
 
国立電子顕微鏡検査センター（National Center for Electron Microscopy：NCEM）に

て、走査電子顕微鏡検査と透過電子顕微鏡検査により、32回の充放電サイクル後のアノー

ドを対象とし、シリコン粒子が膨張や収縮を繰り返すような電池の作動中でも、改善され

たポリマーは強く固着することが確認された。ALSでのテストやシミュレーションでは、

加えられた機械的特性により、ポリマーの優れた電気特性に影響が及ぶことはないことが

確認された。 
 
「ALSやMSDの共同研究者からの情報提供がなければ、次世代のポリマーの何を改善でき、

何を変更すべきではないかが明白にはならなかっただろう。」と、EETDの先進エネルギ

ー技術部プログラム･マネージャーのVince Battaglia氏は述べる。 
 

ALS科学的サポート部長補佐、および科学的サポートのグループリーダーであるZahid 
Hussain氏は、次のように語る。「本研究の成功は、材料開発への斬新なアプローチにお

いて、合成、特性評価、そしてシミュレーションという最先端ツールを組み合わせるとい

う、珍しい事例を示している。このようなサイクル的アプローチは、それらの特性の基本

的理解とともに、新たな実質的な材料の発見が可能となる。」 
 
さらに良いことに、新たなPFベースのアノードは優れているだけでなく、安価である。
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「商業用シリコン粒子を使用し、電導性の添加物を使わずに、本研究の複合アノードは現

段階で最高の性能を示している。製造工程全体が低コストで、従来の製造技術で対応でき

る。このポリマーの商業価値は

すでに大手企業に認識されてお

り、その実用化の可能性はシリ

コンアノードを超えている。」

と、Gao氏は述べる。 
 
 アノードはリチウムイオン電

池技術の重要な構成部品である

が、決して唯一の課題ではない。

共同研究はすでに次の段階に進

んでおり、カソードを含む他の

電池構成部品の研究を実施して

いる。 
 
### 
 
 

図 3
透過電子顕微鏡検査により、新たな導電性ポリマーの改善され

た結合特性が明らかになる。 
左：充放電を繰り返す前の結合材の中のシリコン粒子（下図は

拡大画像） 
右：32 回の充放電後も、ポリマーは依然としてシリコン粒子に

しっかりと結合しており、これにより 650 回以上の充放電サイ

クル試験後も、新アノードのエネルギー容量がグラファイトア

ノードより高いままである理由を示される。 

 
 
 
 
 
 
 
『高容量リチウムイオン電池用電極に適した電子構造を有するポリマー（Polymers 

with Tailored Electronic Structure for High Capacity Lithium Battery Electrodes）』（著

者：Gao Liu氏、Shidi Xun氏、Nenad Vukmirovic氏、Xiangyun Song氏、Paul 
Olalde-Velasco氏、Honghe Zheng氏、Vince S. Battaglia氏、Lin-Wang Wang氏、そし

てWanli Yang氏）は、『Advanced Materials』にて掲載されており、ウェブ上で閲覧可

能である。 
（http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201102421/abstract） 
 
 BATTプログラムにおける本研究のための材料研究は、DOEエネルギー効率･再生可能

エネルギー局（Office of Energy Efficiency and Renewable Energy）により支援を受けた。

ALS、NCEM、およびNERSCは、DOEの科学局（Office of Science）により支援を受け
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た国立の科学研究用設備である。 
 
 DOE科学局は、米国の物理科学における基礎研究を支える唯一最大の支援組織であり、

現代における最優先課題に取り組んでいる。詳細情報についてはhttp://science.energy.gov 
を参照。 
 
 BATT に 関 す る 詳 細 は 、 http://batt.lbl.gov/ を 参 照 。 ALS に 関 す る 詳 細

は、http://www-als.lbl.gov/ を参照。NCEMに関する詳細は、http://ncem.lbl.gov/ を参照。

NERSCに関する詳細はhttp://www.nersc.gov/ を参照。 
 
 ローレンス・バークレー国立研究所では、持続可能なエネルギーの進展、人々の健康の

保護、新材料の開発、そして宇宙の起源と終末の解明により、世界で最も緊急を要する科

学的課題に取り組んでいる。1931 年の創設以来、バークレー研究所の科学的専門性は、

12 件のノーベル賞により評価されている。カリフォルニア大学はDOE の科学局を管理し

ている。詳しくはウェブサイト（www.lbl.gov.）を参照のこと。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、米国のローレンス・バークレー国立研究所の以下の記事を翻訳したもの

である。 
“Better Lithium-Ion Batteries Are On The Way From Berkeley Lab” 
http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2011/09/23/better-li-ion-batteries/ 
 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1079, 2011.11.16

11

http://science.energy.gov/
http://batt.lbl.gov/
http://www-als.lbl.gov/
http://ncem.lbl.gov/
http://www.nersc.gov/
http://www.lbl.gov/
http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2011/09/23/better-li-ion-batteries/



