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（ 続紙 １ ）

京都大学 博士（ 人間・環境学 ） 氏名 Zhang Datong

論文題目
Study of Cu-based Cathode Materials for High-energy All-solid-state Fluoride-ion 
Batteries 
（全固体フッ化物イオン二次電池における銅系正極材料の研究）

（論文内容の要旨）

二酸化炭素排出削減が世界共通の課題であるなかで、我が国は、運輸部門における二

酸化炭素排出が約20％を占めている。石油依存度を低減し、エネルギー消費と環境負荷

の低い電気自動車等を本格普及させるためには、一回の充電当たりの航続距離を伸ばす

ことが望まれている。そのためには、多電子移動が可能な正極および負極を用い、現在

最も体積エネルギー密度の高いリチウムイオン二次電池よりも、体積エネルギー密度を

向上させる必要がある。2電子移動を用いることができるマグネシウム電池など、多価カ

チオン電池が活発に研究されているが、溶媒と多価カチオンとのクーロン力により電極

界面における多価カチオンの脱溶媒和エネルギーが大きくなることや、多価カチオンの

固体内拡散が遅いといった速度論的に不利な要素が多い。1価のアニオンであるフッ化物

イオンをキャリアとして動かすフッ化物イオン電池では、速度論的な制限を受けずに高

エネルギー密度化に有利な多価カチオンの酸化還元を利用することが可能となる。しか

し、このフッ化物イオン二次電池の研究は端緒についたばかりであり、反応に伴う分極

がどの過程で起こっているのかなど、不明な点が多い。本論文では、後周期遷移金属で

あり、比較的フッ化物イオンとの共有結合性が強い銅を含むフッ化物、酸フッ化物、窒

フッ化物に着目し、材料開発を行っている。

第１章では、低炭素社会実現に向けた電気自動車の普及には、体積エネルギー密度が

大きな電池の開発が必要なことを述べた上で、現行のリチウムイオン二次電池との比較

を通じて、アニオンをキャリアとした全固体フッ化物イオン二次電池の動作原理と研究

開発動向をまとめている。

第２章では、銅、コバルト、ニッケル金属薄膜電極を用いて、その電気化学特性評価

とその反応機構解明を行った。銅、コバルト、ニッケル金属正極は150℃において、理論

容量に比べて79.5%、100%、90.5%という高い容量利用率を示している。X線吸収分光法

と電気化学特性評価の結果を組み合わせることで、これらの正極の充放電反応が金属／

金属フッ化物の二相反応で進行することを明らかにしている。

第３章では銅－鉛ナノコンポジット正極を作製し、電気化学特性評価とその反応機構

解明を行なった。銅－鉛ナノコンボジット正極は、銅正極に比べて室温で優れたサイク

ル特性を示すことを見出している。電気化学測定とX線吸収分光法により、初回充電時に



自己生成したフッ化鉛がフッ化物イオン伝導体として作用し、その結果、銅／フッ化銅

の相転移速度を向上させることを明らかにしている。 

第４章では全固体フッ化物イオン二次電池の新規正極材料として、多量のアニオン挿

入サイトを有するCu2Oに着目し、その特性と反応機構の評価を行っている。Cu2O正極の

初回放電容量は約220 mAh g-1であるが、最初の5サイクルで容量低下が観察され、この原

因は構造の部分的なアモルファス化であることを明らかにしている。Cu2O正極は1Cレー

トでの初回放電容量が110 mAh g-1であり、第2章で述べた金属/金属フッ化物正極と比較

して、優れたレート特性を示すことを見出している。電気化学測定とX線吸収分光測定を

用いることにより、Cu2O正極のフッ化／脱フッ化反応の律速過程は、相転移時の相境界

移動であることを明らかにしている。 

 第５章ではCu3Nを全固体フッ化物イオン二次電池の正極材料として適用し、電気化学

測定と放射光X線分析により、その反応機構を解析している。Cu3N正極は550 mAh g-1の

高い可逆容量を示し、X線吸収分光法及び共鳴X線非弾性散乱法により、Cu3Nの充放電時

における電荷補償は遷移金属カチオンの酸化還元とN2分子形成を伴うアニオンの酸化還

元によって行われていることを明らかにしている。さらに、N2分子の形成は電荷補償だ

けではなく、過剰なフッ化物イオンを収容するアニオンサイトを形成する役割を担って

おり、高い容量発現の理由であることを明らかにしている。 

第６章では無限層構造を有するCa0.85CuO2を全固体フッ化物イオン二次電池の正極材

料として適用し、電気化学測定と放射光X線分析により、その反応機構を分析している。

Ca0.85CuO2は初回放電時に630 mAh g-1という高い容量を示すことを見出している。X線吸

収分光法及び共鳴非弾性X線散乱法により、Ca0.85CuO2の電荷補償は遷移金属カチオンの

酸化還元と分子状酸素の形成を伴うアニオンの酸化還元によって行われていることを明

らかにしている。 

第７章では、β-Pb0.78Sn1.22F4と代表的なフッ化物イオン伝導体であるLaF3, CeF3, 

Li7La3Zr2O12を比較し、全固体フッ化物イオン二次電池における電極／電解質界面反応の

律速過程を検討している。Allen-Hicklingプロットから得られる界面反応速度定数の活性

化エネルギーは、固体電解質のイオン伝導度の活性化エネルギーと高い相関があること

から、電極／電解質界面におけるフッ化物イオン移動が律速過程であることを明らかに

している。このことは、高いフッ化物イオン伝導度を有する固体電解質を用いることに

より、全固体リチウムイオン二次電池以上に優れたレート性能が実現可能であることを

意味する。 

第８章では結論と今後の課題についてまとめている。 
 



 

 

（続紙 ２ ）                            
（論文審査の結果の要旨） 

リチウムイオン二次電池は、現在最もエネルギー密度の高い電気化学エネルギー貯

蔵デバイスとして、広く用いられている。電気自動車等のグリーンモビリティー用途

への応用の増加に伴い、更なるエネルギー密度の向上が求められているが、リチウム

イオン二次電池のエネルギー密度の向上には限界が見えつつある。アニオンをキャリ

アとする全固体フッ化物イオン二次電池は、多電子移動正負極を用いることにより、

リチウムイオン二次電池を超えるエネルギー密度が期待できる。しかし、全固体フッ

化物イオン二次電池の研究は端緒についたばかりであり、電極材料の設計指針は明ら

かになっていない。全固体フッ化物イオン二次電池の性能を十分に引き出すためには

反応機構を明らかにし、反応機構に基づいた材料設計指針による新規材料の開発が必

要である。本論文では、X線吸収分光法や共鳴X線弾性散乱法を含む多様な放射光計

測技術を用いて、全固体フッ化物イオン二次電池の反応機構を明らかにするととも

に、得られた反応機構を基に様々な銅系正極材料の開発を行い、リチウムイオン二次

電池正極の4倍を超える容量を有する正極活物質の開発に成功している。 
本学位論文の各章は以下のようにまとめられる。 
第１章では研究背景をまとめ、現行のリチウムイオン二次電池との比較を通じて、

アニオンをキャリアとした全固体フッ化物イオン二次電池の動作原理、高性能な全固

体フッ化物イオン二次電池を開発する上での問題点をまとめている。 
第２章では、薄膜電極を用いて、銅、コバルト、ニッケルの電気化学特性評価とそ

の反応機構解明を行なっている。それぞれの正極は初回充放電サイクル時に理論容量

を示すことを見出している。また、X線吸収分光法と電気化学特性評価の結果を組み

合わせることで、これらの正極の充放電反応が金属／金属フッ化物の二相反応で進行

することを明らかにしている。これまで不明であった金属／金属フッ化物正極の反応

機構を明らかにしたこの成果は、金属／金属フッ化物正極の相転移速度が本質的に遅

いことを示したものである。 
第３章では第２章で得られた知見に基づき、銅系正極の高出力化を目的とし、銅－

鉛ナノコンポジット正極を作製し、電気化学特性評価とその反応機構解明を行なって

いる。その結果、このナノコンボジット正極は、銅正極よりも優れたレート特性とサ

イクル特性を示すことを見出している。ナノコンポジット正極は初回充電時に自己生

成したフッ化鉛がフッ化物イオン伝導体として作用し、その結果、銅／フッ化銅の相

転移速度を向上させることを明らかにしている。室温下で作動する高容量の全固体

フッ化物イオン二次電池正極を開発したことは高く評価される。 
第４章では、フッ化物イオンの挿入サイトを多数有するCu2Oに着目し、その特性評

価と反応機構を行なっている。電気化学測定と放射光分析を組み合わせて、Cu2O正極

のフッ化／脱フッ化反応の律速過程は相転移時の相境界移動であることを明らかにし

ている。Cu2O正極は1Cレートでの初回放電容量が110 mAh g-1であり、銅／フッ化銅



 

 

正極と比較して、優れたレート特性を示す材料であった。材料開発の領域を酸フッ化

物等のアニオンを複数種含む複合アニオン化合物に広げたことにより、これまで開発

が行われてきた金属／金属フッ化物正極よりも優れたレート特性を示すことを見出し

たこの成果は、全固体フッ化物イオン二次電池正極設計における新たな領域を拡張す

る画期的成果である。 
第５章では、遷移金属窒化物Cu3Nの正極特性を調べ、550 mAh g-1という現状のリ

チウムイオン二次電池正極の3倍以上の高い可逆容量を示すことを見出している。X線

吸収分光法及び共鳴X線非弾性散乱法により、Cu3Nの充放電時における電荷補償は遷

移金属カチオンの酸化還元とN2分子形成を伴うアニオンの酸化還元によって行われて

いることを明らかにしている。N2分子の形成がフッ化物イオンを収容するアニオンサ

イトを新たに提供していることを見出している。分子状の窒素の形成を利用するこれ

までに全く報告のない電荷補償機構を見出したことは、単に電極材料開発という観点

だけではなく材料科学としても新規であり高く評価される。 
第６章では、無限層構造を有するCa0.85CuO2を全固体フッ化物イオン二次電池の正

極材料として適用し、630 mAh g-1という高い容量を示すことを見出している。X線吸

収分光法及び共鳴非弾性X線散乱法により、充電時の電荷補償は遷移金属カチオンの

酸化と分子状酸素の形成を伴うアニオンの酸化によって行われていることを明らかに

している。分子状の酸素の形成を利用することで現状のリチウムイオン二次電池正極

の4倍を超える容量の材料を設計したことは、実用上極めて大きな成果と言える。 
第７章では、全固体フッ化物イオン二次電池における電極／電解質界面反応の律速

過程を検討している。界面反応速度定数の活性化エネルギーは固体電解質のイオン伝

導度の活性化エネルギーと高い相関があり、高いフッ化物イオン伝導度を有する固体

電解質を開発することで、優れたレート性能が実現可能であることを見出している。 
本論文の研究成果は、社会的要請を満たすための次世代電池として期待される全固

体フッ化物イオン二次電池の実用化に向けて大きく貢献するものである。特に全固体

フッ化物イオン二次電池の正極材料の性能を従来に比べて大きく向上させた成果は高

く評価できる。本研究で開発した正極材料を用いた電池は、現状のリチウムイオン二

次電池の約３倍の体積エネルギー密度を有する電池系であり、実用的な波及効果が大

きい。したがって、本学位申請論文は、今後のエネルギー、環境問題解決のためのシ

ステム構築に大きく寄与するものであり、自然と人間の調和的な共生を可能にする新

しい科学・技術のあり方を探究する相関環境学専攻物質相関論講座にふさわしい内容

を具えたものである。 
よって本論文は博士（人間・環境学）の学位論文として価値あるものと認める。ま

た、令和4年1月5日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合

格と認めた。 
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