
 
拡大写真 

NREL の科学者 Chunmei Ban 氏が同研究所内にある

Solar Energy Reserch Facility の材料研究室でリチウム

イオン蓄電池を組み立てている。 
写真提供：NREL、Dennis Schroeder 氏 

(1109-5) 
【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野（蓄電池）】 
 
仮訳 

 
NREL がナノチューブを用いて蓄電池を増強(米国) 

2014 年 6 月 11 日 
 
 米国エネルギー省の国立再生可能エ

ネルギー研究所(NREL)は非常に小さ

なチューブとロッドを使って、携帯電

話、ノートパソコン、電気自動車等の

エネルギー源であるリチウムイオン蓄

電池のパワーと耐久性の向上に取り組

んでいる。成功すれば、蓄電池の寿命

延長と性能向上によって電気自動車の

コストに優位性がもたらされる。 
 
 Frost and Sullivan 社の分析調査に

よれば、六大陸での携帯電話の普及や、

2009 年の 10 億ドルから 2016 年には

140 億ドルのペースで成長する電気自

動車の世界市場等で見られるように、運輸や通信のリチウムイオン蓄電池への依存度は

世界的に高まってきている。 
 
 NREL エネルギー貯蔵グループは、エネルギー省、自動車用の蓄電池開発メーカー、

自動車メーカーと協力し、よりクリーンで安全な運輸の将来のためにリチウムイオン蓄

電池の性能と耐久性の向上を目指していると、同グループマネージャーAhmad 
Pesaran 氏は述べている。「ナノチューブを用いる方法は、リチウムイオン蓄電池の寿

命を延ばすと同時に性能を向上できる絶好の機会です。」と Pesaran 氏は言う。「蓄電

池の寿命と性能を向上させることで、電気自動車全体のコストを低減し、海外エネルギ

ー資源への依存度が下がります。」 
 
 リチウムイオン蓄電池は過熱、過重になりやすく、導電性や充放電速度の特性もあま

り優れていない。こうしたリチウムイオン蓄電池に特有の大きな課題に取り組むために、

NREL の科学者たちは結晶ナノチューブとナノロッドを製造した。 
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拡大写真 

NREL の科学者 Chunmei Ban 氏は電気化学貯蔵研究室

で、ナノ物質を用いてリチウムイオン蓄電池の改善に時間

をかけている。 
写真提供：NREL、Dennis Schroeder 氏 

 蓄電池の大きな改善に対する NREL の最新の貢献が、高性能で、結合剤を使用しな

い、カーボンナノチューブベースの電極である。この技術はすぐに産業界の注目を集め、

NanoResearch 社が大量生産に向けてライセンスを取得している。 
 
 ナノテクノロジーは原子または分子レベルの物質操作に及ぶ。どれくらい小さいかと

いうと、1 ナノメートルとは 1 メートルの 1/10 億であり、NREL のプロジェクトのナ

ノチューブ 1000 本を隣同士に並べたものが、人の髪の断面の幅に相当する。 
 
 さらに、NREL の科学者たちは小さくて役立つ物質を製造できるだけでなく、その

形状を特定の形に導くこともできる。ナノチューブとナノロッドを組み合わせることで、

電極寿命を縮めてしまう電極の膨脹と収縮を低減させた充電を可能にした。 
 
 「リチウムイオン蓄電池は鳥の巣だと考えてみてください。」と NREL の科学者

Chunmei Ban 氏は言う。「NREL のアプローチでは、ナノロッドを使って巣の内部を

改善すると同時に、巣の耐久性や回復力を維持できるようにします。」 
 
 蓄電池自体は変えず、「構造設計を変えて、化学特性を少し変えています。」と彼女は

言う。 
 
 NREL の 活 動 は エ ネ ル ギ ー 省

Vehicle Technology Office からの支援

を 受 け 、 Battery for Advanced 
Transportation Technologies (BATT)
プログラムの下で行われた、このプロ

グラムは、電気自動車のエネルギー源

となるリチウムイオン蓄電池のコスト

削減、性能と耐久性の改善に重点的に

取り組むもの。 
 
結合と電導の両方を担うカーボン

ナノチューブ 
 一般的なリチウムイオン蓄電池は電

子の電導と活物質の結合のためにそれ

ぞれ別の物質を使用するが、NREL の

方法ではカーボンナノチューブが両方

の機能を果たす。「これにより積載量を

改善します。つまり、同じスペースに

より多くのエネルギーを貯蔵し、蓄電
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池のエネルギー出力を高めることができます。」と Ban 氏は言う。「また、NREL の方

法は可逆性、つまり動作中に電流を使って蓄電池の再充電を可能にする化学反応を逆進

させる際にも役立ちます。もし耐久性と可逆性を改善することができれば、確実に節約

とコスト削減になります。」 
 
 単層カーボンナノチューブ(SWCNT)は高額であるが、この分野に取り組む科学者や

エンジニアは、SWCNT ベースの電極利用が拡大し、その価格も蓄電池として経済的な

レベルに下がることを確信していると Ban 氏は言う。 
 
 リチウムイオン蓄電池の内部では、リチウムイオンが電解質を通ってグラフェンアノ

ード内に出入りしている。イオンは耐久性はあるが不必要に密度が高いグラファイトの

カーボン層の間に注入される。同時に、電子はアノードからカソードへと電気負荷を通

じて蓄電池の外を流れていく。イオンを移動させることにより蓄電池内部の回路を閉じ

る電解質は充電式電池に欠かせない。電解質がなければ、蓄電池は正極と負極間の電導

を継続することができない。 
 
 金属酸化物やシリコンアノードなどの高エネルギー材料は、注入されたリチウムイオ

ンが電極材料から抽出された時に大きな体積変化を起こす。リチウムイオンが膨脹、収

縮し、集まった塊が互いに触れ合い、一体となって収縮し、崩壊が起きて発生したひび

割れが性能を損ない、電極が破損し、結果として寿命が短くなる。 
 
 特定の金属酸化物はグラファイト電極よりも優れた役割を果たす。しかし、エネルギ

ー容量と可逆的機能が改善される一方で、大幅な体積膨脹と内部構造破損が依然として

起きてしまう。 
 
 そこで NREL のチームは、地球上に豊富に存在し、安全、安価な鉄酸化物に着目し、

その優れた将来性を示した。しかし効率を高めるには鉄酸化物のナノ粒子を最適な大き

さにする必要があり、またそれを柔軟で回復力のある強いマトリクスで維持し、導電性

を最適化しながら大幅な体積膨脹に対処する必要があった。 
 
 NREL は SWCNT の持つユニークな特性を利用して、熱、重量、放電全ての課題を

一度に解決しようとした。「私たちはカーボンナノチューブの柔軟なネットワークを導

電性のあるロープ状の覆いとして使用しています。」と Ban 氏は言う。こうした覆いに

よって、収縮が起きても電子は鉄酸化物に到達でき、導電経路を弱めることなく維持で

きる。ナノ粒子の利用によって拡散距離が短くなり、充放電速度が高まる。豊富で安価

な材料を使用するということは、現在リチウムイオン蓄電池のカソードに使用されてい

るコバルト等の高価な材料の使用低減を意味しており、全体コストの低下につながる。 
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拡大写真 

リチウムイオン蓄電池等の充電式電池は、最大電位差で完全

に充電され、負荷に対して出力できる状態となる。電位差が

ゼロになると、蓄電池は使い果たされ再充電できる状態とな

る。 
写真提供：NREL、Joelynn Schroeder 氏 

より優れたアノードとカソードの開発 
 SWCNT と鉄酸化物を使った解決法によってグラファイトの 3 倍の出力密度が実現

し、グラファイトを利用した蓄電池の重量課題を解消すると同時に優れた性能が得られ

た。それまではナノチューブの覆いの内側で鉄酸化物粒子の不均一な分布が起きていた。 
 
 Ban 氏と NREL の同僚 Zhuangchun Wu 氏は熱水合成と真空ろ過を使い、一般的な

結合剤(接着力によって充放電サイクルに耐えられる)を必要とせずに高性能を維持で

きるリチウムイオンアノードを製造した。第一段階では電極を作る先駆物質として鉄酸

化物ナノロッドを作成した。Ban 氏と彼女の同僚たちは、SWCNT と鉄水酸化物ナノ

ロッドを 450℃で焼きなますことで鉄酸化物が生成されることを発見した。また、

SWCNT は全体重量のわずか 5%である。SWCNT は鉄酸化物粒子の形成を実際に促進

するだけでなく、両材料間の優れた物理的かつ電気的接触を確実なものにした。 
 
 カソード電極用にナノチューブに NMC(lithium nickel manganese cobalt oxide)を
組み込んだところ、ナノ粒子が優れた導電性を持った。その結果、このナノ複合材料は

500 回の充放電サイクル後にも初期の 92%の貯蔵性能を維持した。 
 
湿式化学合成技術によって理想の形が実現 
 ナノ材料を単純に蓄電池に組み込む

ことは簡単なことではないと Ban 氏は

言う。「これを機能させるには特別なプ

ロセスが必要です。」Ban 氏と彼女の同

僚 Wu 氏と Anne Dillon 氏は真空ろ過

プロセスを使って安価な鉄酸化物とカ

ーボンナノチューブを結合させている。 
 
 Ban 氏は自身が持つ湿式化学合成の

経験を、ナノ材料の形をロッド状にす

る課題に応用した。「私たちには合成条

件を変化させてナノ材料の構造や形を

実現させるノウハウがあります。」と

Ban 氏は言う。 
 
 頑丈な電極を製造するために、彼女たちはナノワイヤーとその周りを覆うナノチュー

ブの湾曲により良好となる結合ロッドの形を選んだ。著しく長く、非常に柔軟なナノ材

料でできた糸は、より優れた電極特性を決定づける。粒子を密着させたことで、その空

隙率が理想的な拡散を可能にしている。 
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寿命の長い蓄電池 
NREL によって考案された革新的な電極はリチウムイオン蓄電池の優れた容量、性

能、安全性に重要な意味を持つ。 
 
 NanoResearch 社への資金提供者であり、実績のあるナノ科学の商業化計画を持つ

David Addie Noye 氏は NREL を訪問してプロセスを見学し、この技術のライセンスを

取得すると決めた。結合剤不要の電極というナノ材料の化学的革新および製造プロセス

革新は、「リチウムイオン蓄電池産業が数十年間解決できずにいた根本的な問題を解決

する手助けになり、これは形勢を一変させる出来事です。」と彼は言う。 
 
 NREL 方法によってリチウムイオン蓄電池にもたらされた改善は、不安定な再生可

能電力を電力グリッドに組み込む際により重要性を増す定置型エネルギー貯蔵デバイ

スだけでなく、ノートパソコン、タブレット、携帯電話や携帯メディア等の携帯型家電

製品にも影響を及ぼす。 
 
 「私たちは新しい蓄電池を製造するのではなく、SWCT で覆われた金属酸化物アノ

ードを使って構造を少し変えているのです。」と Ban 氏は言う。「そうすることで積載

量、つまり重さと体積当たりのエネルギー出力を向上させます。」このプロセスによっ

て、メーカーや消費者が最も重要視する充電スピードは確実に速くなる。充電場所まで

行って蓄電池を充電し続ける回数が減ることになる。 
 
Learn more about NREL's Energy Storage research. 
さらに詳しい情報については NREL Energy Storage researchへ 
 
著者：Bill Scanlon 
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 望月 麻衣） 
 
 
出典：本資料は、米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL)の以下の記事を翻訳した

ものである。 
“NREL Bolsters Batteries with Nanotubes” 
http://www.nrel.gov/news/features/feature_detail.cfm/feature_id=13370 
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