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(1115-1) 

【蓄電池・エネルギーシステム分野】 

 

仮訳 

 

スタンフォード大学開発のアルミニウムイオン蓄電池が 

従来蓄電池の安全な代替に(米国) 

新たなアルミニウムイオン蓄電池が、今日普及している 

リチウムイオン蓄電池やアルカリ乾電池に取って代わる可能性 

 

By Mark Shwartz 

 2015年4月6日 

 

ここをクリックすると、動画を閲覧できます。 

 

 スタンフォード大学(Stanford University)の科学

者が、急速充電が可能で長寿命かつ安価な高性能ア

ルミニウムイオン蓄電池の開発に初めて成功した。

研究者らによれば、この新技術は今日幅広く使用さ

れている数多くの市販蓄電池に対する安全な代替品

を提供するものである。 

 

同大学の化学教授 Hongjie Dai 氏は次のように話

した。「私たちが開発したアルミニウムイオン蓄電

池は、環境に悪影響を与えるアルカリ乾電池や、発

火の恐れがあるリチウムイオン蓄電池等の既存の蓄

電デバイスに取って代わる可能性があります。この

新しい蓄電池は、ドリルで穴を開けても発火しません。」 

 

 Die 氏が率いる研究チームは、学術誌 Nature オンライン版 4 月 6 日号に掲載予定の論

文「An ultrafast rechargeable aluminum-ion battery（超高速充電アルミニウムイオン

蓄電池）」で、この斬新なアルミニウムイオン蓄電池について説明する。 

 

 アルミニウムは低コストかつ難燃性で充電容量が大きいことから、蓄電池材料として長

らく注目されてきた。数十年もの間、研究者らは商用化が可能なアルミニウムイオン蓄電

池の開発に取り組んできたが、いずれも失敗に終わっている。開発の鍵となる重要課題

は、充放電を繰り返した後も十分な電圧を生み出すことができる材料の発見であった。 

 

スタンフォード大学のポスドク研究員

Yingpen Wu 氏は同僚の研究者らと共に、

安価、長寿命で安全なアルミニウムイオ

ン蓄電池を世界で初めて開発した。 

(Mark Shwartz / Precourt Institute for 

Energy) 

http://news.stanford.edu/news/2015/march/aluminum-ion-battery-033115.html
http://dailab.stanford.edu/
http://www.nature.com/
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グラファイトカソード 

アルミニウムイオン蓄電池は、二つの電極から構成される。負に帯電したアルミニウ

ム製のアノード（負極）と、正に帯電したカソード（正極）である。 

 

「カソードには様々な種類の材料が試されてきました。私たちは、それを簡単に解決

する一つの方法が、炭素の一種であるグラファイトを使用することだと偶然に気付いたの

です。今回の研究では、非常に優れた性能をもたらす数種類のグラファイト材料を特定し

ました。」と Dai 氏は語った。 

 

 同研究チームは実験用蓄電池として、フレキシブルな高分子被覆ポーチの中に、アルミ

ニウムアノードとグラファイトカソードをイオン液体電解質と共に配置した。 

 

「この電解質は、基本的に室温で液体の塩ですから、非常に安全です。」と、Nature

掲載論文の共同筆頭著者でスタンフォード大学院生の Ming Gong氏は説明した。 

 

 アルミニウムイオン蓄電池は、何百万台ものノートパソコンや携帯電話で現在使用され

ている従来型のリチウムイオン蓄電池よりも安全であると、Dai 氏が付け加えた。 

 

「リチウムイオン蓄電池は火災を引き起こす恐れがあります。」と同氏は言う。 

 

 その一例として、旅客機によるリチウムイオン蓄電池の大量輸送を禁止したユナイテッ

ド航空とデルタ航空の最近の決定を指摘した。 

 

 そしてこのように述べた。「私たちが作成した動画は、このアルミニウムイオン蓄電池

にドリルで穴を開けても発火せず、その後もしばらくの間作動し続ける様子をとらえてい

ます。これに対してリチウムイオン蓄電池は、大気中や自動車の中、あるいはポケットの

中などで、時に予想外の破裂を起こします。安全性に加えて、私たちはアルミニウムイオ

ン蓄電池の性能面でも飛躍的な進歩を実現しました。」 

 

 その一つが超高速充電である。スマートフォンを持っている人なら、リチウムイオン蓄

電池の充電には何時間もかかることを知っているだろう。しかし同チームはこのアルミニ

ウム（イオン蓄電池）の試作品を用いて、たったの 1 分間という「前例のない充電時

間」を報告している。 

 

 もう一つの重要な要素が耐久性だ。他の研究室が開発したアルミニウムイオン蓄電池は

多くの場合、わずか 100 回の充放電サイクルで寿命が尽きた。しかし同大学の蓄電池
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は、その蓄電容量を一切損なうことなく 7,500 回超の充放電サイクルに耐えた。「数千サ

イクルの充放電に耐え得る安定性を備えた超高速（充電）アルミニウムイオン蓄電池が作

製されたのは、初めてのこと。」と同論文の著者らは述べている。 

 

 これに比して、代表的なリチウムイオン蓄電池の寿命は約 1,000 サイクルである。 

 

 「この蓄電池のもう一つの特長は、柔軟性です。曲げたり折りたたんだりできるので、

フレキシブルな電子デバイスに使用できる可能性があります。また、アルミニウムはリチ

ウムよりも安価です。」と Gong 氏は話した。 

 

様々な用途 

アルミニウムイオン蓄電池は、小型電子デバイスだけでなく、電力グリッドにおける

再生可能エネルギーの貯蔵にも利用できると Dai 氏は言う。 

 

「電力グリッドに必要なのは、サイクル寿命が長く、エネルギーを迅速に貯蔵・放出

できる蓄電池です。私たちがまだ発表していない最新のデータによると、アルミニウムイ

オン蓄電池は数万回の充電が可能です。グリッド電力貯蔵のために巨大なリチウムイオン

蓄電池を設置するなんて、想像できないでしょう。」 

 

 同氏によれば、アルミニウムイオン技術は使い捨てのアルカリ乾電池に代わる環境に優

しい選択肢も提供する。 

 

「数百万人の消費者が、1.5 ボルトの単 3、単 4 乾電池を使用しています。私たちが開

発した蓄電池は約 2 ボルトの電気を生み出しますが、これは今までにアルミニウム（イ

オン蓄電池）で達成された最大の電圧です。」 

 

 ただし、これをリチウムイオン蓄電池と同等の電圧まで高めるためには、さらなる改良

が必要だと付け加えた。 

 

「この蓄電池の電圧は代表的なリチウムイオン蓄電池の半分ほどですが、カソード材

の改良によって、最終的には電圧とエネルギー密度を増大することができるでしょう。そ

の他の点では、この蓄電池は電池に望まれる条件をすべて備えています。安価な電極、安

全性、高速充電、柔軟性、そして長いサイクル寿命です。私たちは、これを新型蓄電池の

初期段階と考えています。本当にワクワクしますね。」と同氏は話した。 

 

 スタンフォード大学に所属する同論文の共同筆頭著者は、Gong氏の他、台湾工業技術

研究院(Taiwan Industrial Technology Research Institute: ITRI)からの客員研究員 Meng 
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Chang Lin 氏、湖南大学(Hunan University)からの客員研究員 Bingan Lu 氏、およびポ

スドク研究員の Yingpeng Wu 氏である。この他の著者は、スタンフォード大学の Di-

Yan Wang 氏、Mingyun Guan 氏、Michael Angell 氏、Changxin Chen 氏、Jiang Yang

氏と、国立台湾師範大学(National Taiwan Normal University)の Bing-Joe Hwang 氏で

ある。 

 

 本研究の主たる支援は、米国エネルギー省(Department of Energy)、台湾の ITRI、ス

タンフォード大学 Global Climate and Energy Project、同大学 Precourt Institute for 

Energy および台湾教育部(Taiwan Ministry of Education)から提供。 

 

スタンフォード大学に所属する化学および他分野の専門家について 

より詳しく知りたい方は、Stanford Experts ウェブサイトをご覧ください。 

 

 

連絡先 

Hongjie Dai, Department of Chemistry: (650) 723-4518, hdai@stanford.edu 

Mark Shwartz, Precourt Institute for Energy: (650) 723-9296, mshwartz@stanford.edu 

Dan Stober, Stanford News Service: (650) 721-6965, dstober@stanford.edu 

 

関連情報 

動画：スタンフォード大学開発のアルミニウムイオン蓄電池が従来蓄電池の安全な代替に 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 多胡 直子） 

出典：本資料は、スタンフォード大学(Stanford University)の以下の記事を翻訳したもの

である。 

“Aluminum battery from Stanford offers safe alternative to conventional batteries” 

http://news.stanford.edu/pr/2015/pr-aluminum-ion-battery-033115.html 

(Used with Permission of Stanford University) 

  

http://energy.gov/
https://www.itri.org.tw/eng/
http://web.stanford.edu/group/gcep/cgi-bin/gcep-research/all/ultra-fast-rechargeable-nickelzinc-batteries/
https://energy.stanford.edu/seedgrants/novel-hybrid-materials-carbon-lithium-air-batteries
https://energy.stanford.edu/seedgrants/novel-hybrid-materials-carbon-lithium-air-batteries
http://english.moe.gov.tw/mp.asp?mp=1
https://experts.stanford.edu/
mailto:hdai@stanford.edu
mailto:mshwartz@stanford.edu
mailto:dstober@stanford.edu
http://news.stanford.edu/news/2015/march/videos/1485.html
http://news.stanford.edu/pr/2015/pr-aluminum-ion-battery-033115.html
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