(6) 各研究領域の産学連携事例紹介

アルカリ金属水和融体の多様性と高度電解液機能
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Variety and superior electrolyte functions of alkali-metal-based hydrate melt
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２．濃厚塩電解液の科学と水和融体への展開
塩高濃度化というシンプルな施策により、電解液中の溶媒
分子、カチオン、アニオンの配列と相互作用が大きく変調さ
れることで、LUMO の主構成電子軌道が溶媒からアニオン
に転換する。このことは、負極上に分解生成する保護皮膜
の主要構成化学成分に対しても、溶媒由来からアニオン由
来への転換を誘引する。特にイミドアニオン由来の保護皮
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この設計戦略を水溶液系に適用した際の電位窓拡張効果
は著しく、Water in Salt およびその高濃度極限系である水和
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膜は素性が極めて良好なためエチレンカーボネートが必須
溶媒ではなくなり、これまで適用できなかった様々な塩と溶
媒の組み合わせ、ひいては多様な機能設計が可能となった。
この知見をきっかけに、ここ数年間間で多くの超機能が集
中的に見いだされ、現在も報告が相次いでいる 2。
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しかし、言うまでもなく水は有機溶媒と比べて電圧耐性が
極めて低く、低い電圧でも水素と酸素に電気分解されてしま
うことが最大の課題であった。

子状態が大幅に変調され、以下の各機構で電位窓が拡張
する 1。(1) HOMO 準位低下により酸化（酸素発生）限界が熱
力学的に大幅に高電位シフトし、(2) LUMO のアニオン転換
により形成する超機能保護皮膜により還元（水素発生）限
界が速度論的に著しく低電位シフトする。 Electrochemistry, 84(9), 654–661
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１．はじめに
次世代蓄電池においては、高エネルギー密度化等の電池
としての基本性能はもちろん、価格破壊、超生産性、耐久
性、資源・環境・毒性・火災の４大リスクの絶対回避といった、
長期視点からの重要項目が議論されることが増えており、
これらに資する新材料の開発が望まれる。
特に、自然界に豊富に存在する水を電解液に適用できれ
ば、原材料費の圧縮や高度な安全性の実現はもちろん、リ
チウムイオン電池では必須となっている、生産工程におけ
る厳密な禁水環境（ドライルーム）を撤廃することができるた
め、設備投資及びその維持費の観点からも理想的である 1。
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Figure 15. (Color online) (a) Charge-discharge proﬁle of the
水和融体が実現する電池性能領域
prototype >3図
V aqueous
lithium-ion battery with a hydrate melt
electrolyte. Capacity retention upon cycling is shown in the inset.
The cell capacity was based on the total weight of the positive and
[共著者（所属）]
negative electrodes. (b) Theoretical energy densities of various
aqueous and non-aqueous Li-ion chemistries based
on the total
山田裕貴（東京大学工学系研究科、京都大学
ESICB）
weight of positive and negative electrodes.

融体と称される材料群に対し、新たな研究領域が創成され
ている。我々は、水と特定のリチウム塩 2 種を一定の割合
で混合することで、一般的には固体となるリチウム塩二水
和物が常温で安定な液体、つまり水和融体として存在する
ことを、Li(TFSI)0.7(BETI)0.3·2H2O において初めて見出した 1。
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３．電位窓拡張効果
最初に発見した上記水和融体は、通常 1.2 V の電圧で水
素と酸素に分解する水を使っているにも関わらず、3 V 以上
の高い電圧をかけても分解しない 1。
水分子クラスタが消滅し、リチウムイオンの強いルイス酸
性がすべての水分子とアニオン分子に作用することで、電
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6.1 Discovery of room-temperature Li salt hydrate melt
[関連
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discovered a room-temperature Li salt hydrate melt, by carefully
selecting Li salt anions and exploring their eutectics.42 As a new
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class of stable aqueous electrolyte, the reversible Li+ intercalation
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reaction
of Li4Ti5O12 was demonstrated for the ﬁrst time in aqueous
systems. The use of the low-potential and high-capacity Li4Ti5O12
negative electrode signiﬁcantly raises the energy density of aqueous
batteries, transcending the traditional energy-density gap between
aqueous (<100 Wh kg¹1) and non-aqueous (>150 Wh kg¹1) Li-ion
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