制御弁式鉛蓄電池（VRLA）の負極ストラップ腐食に関する観察
Observations of Negative Strap Corrosion of Valve-regulated Lead Acid Batteries
阿部英俊＊，竹島修平＊
Hidetoshi Abe

Shyuhei Takeshima

Abstract
Potential, H2SO4 concentration, and Sb contamination of negative straps of stationary valveregulated lead acid batteries are known to be major affecting factors of their corrosion. By using
batteries actually in-service measured were strap potentials through charge-discharge operations
and free acid concentrations on strap surfaces.The growth of intergranular corrosion was
oberved to be stopped by H2SO4-SiO2 gel applied onto strap,while substantial intergranular
cracks occurred and propagated from the tip of corrosion area after one year of float charging in
case of the comparative battery without gel. Electrochemical reactivity of Pb and varied Pb-Sb
alloys were studied by cyclicvoltammetry, which revealed that Sb even lesser than the solubility
limit enhanced the reactivity of Pb.
There observations strongly support essential roles of grain boundary onto the extraordinary
corrosion of negative strap.

1.

負極ストラップは腐食不安定領域に置かれるの

はじめに

で，腐食要因と防食は重要である。負極ストラップ
腐食についての調査結果に基づいて，腐食の要因と

通信・電力・防災等のバックアップ電源に使用さ

メカニズムについて考察したので報告する。

れる鉛蓄電池は，現在，負極吸収式の制御弁式（シ
ール形，VRLA）が主流になっている。これらの蓄

2.

電池はフロート充電状態で使用され，正極で発生し

負極ストラップ腐食機構と要因

た酸素ガスが負極板上で吸収されてシール化が図ら

負極ストラップ腐食事例・機構・要因が報告され

れるので，補水が不要なため，メンテナンス性など

ている。1,2,3,4,5,6,7,8）それらは環境，使用条件に関連し

に優れ広く使用されている。弊社は 1983 年に製品

たものと，材質等に関連するものに大別される。以

化し，1986 年から容量 50 〜 3000Ah の MSE シリー

下に，現在までに提案されている反応機構と要因に

ズを開発して以来，長寿命タイプの FMU-S まで，

ついて紹介する。

タイプの異なる据置型 VRLA 電池を上市してきた。

1）負極ストラップ腐食の熱力学的条件

これらの VRLA の寿命原因は主に正極格子腐食と減

VRLA の負極ストラップはカソード防食されない

液であるが，負極において極板の耳を溶接して形成

貴な電位と高 pH になり易い環境下にあり，硫酸鉛

された導体部分（以下ストラップと呼ぶ）の腐食破

の保護膜の機能が働かない熱力学的に不安定な状態

断は重欠陥である。

で 9），酸素ガスのアタック等が加わり，腐食が促進

鉛電池は正・負極とストラップ・端子が全て鉛系

される。1）

材料で構成されるので，リサイクル性に優れている

2）環境，使用条件

が，広範な電気化学的腐食環境にさらされる。

VRLA の負極ストラップ部は気相部に露出してい
るために，液式電池のものとは異なり，表面をクリ

* 技術開発部

ープ現象によって這い上がってきた希硫酸が途中
で，Pb の酸化や PbO の中和によって消費または希
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実使用電池の調査結果

3.

釈されるので，硫酸の濃度が低い。更に，酸素ガス
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の還元で生成する H 2 O や PbO により pH は上昇す
る。かつ液膜が薄いので電解液抵抗が大きい。フロ

3.1 負極ストラップの電位挙動

ート充電中は正極で発生する酸素ガスと上記電解液

定電圧充電時の耳部，ストラップ側部，ストラッ

抵抗により Pb/PbSO4 平衡電位よりも貴側にシフト

プ上部の電位を硫酸第 1 水銀の参照極を用いて測定

するのでカソード防食され難い。

した。参照極の電解液組成は電池電解液組成と同一
にした。調査した実使用電池は MSE タイプである。

また，電解液添加剤の硫酸ナトリウムのストラッ
プ部における加水分解によって，pH が増大し，鉛

ストラップ腐食が見られるセル A と無いセル B を用

と硫酸鉛の溶解性を増して腐食を促進する。3）以下

いた。参照極先端をストラップ各部に接触させ，周

にストラップ上で起こる反応を示す。

囲温度 25 ℃下で 2.23V/セルのフロート電圧で充電
した。この参照極の構造を図 1 に示す。

・Pb,PbO と硫酸との反応による硫酸鉛と水の生
成

Glass tube filled with epoxy resin

Pb + H2SO4 → PbSO4 + H2

Hg/Hg2SO4/electrolyte

Pb + 1/2O2 → PbO
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Cu wire
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PbO + H2SO4 → PbSO4 + H2O
・硫酸鉛の溶解及び再結晶による保護膜の崩壊
PbSO4 （緻密）→ Pb2+ + SO42-→ PbSO4（粗大）
・アルカリ溶解：硫酸が供給されにくい腐食先端

Geled electrolyte

Hg

(Bridge)
Porus resin soaked by electrolyte

部等での鉛の溶解反応
図1
Fig.1

Pb + 1/2O2 → PbO
PbO + H2O → Pb(OH)2

実験に使用した VRLA 用 Hg/Hg2SO4 参照電極
Schematic structure of Hg/Hg2SO4 reference
electrode for VRLA.

Pb(OH)2 → Pb2+ + 2OHPbO + OH- → HPbO2-

セル A，B の定電圧充電における正負極電位と負

3）ストラップ材質

極ストラップ上部の電位を図 2 に示す。負極電位

結晶粒径の影響については知られているが 4），組

は− 1010 〜− 1040mV であるのに対して，ストラッ

成については純鉛，Pb-Sn，Pb-Ca-Sn 合金が用いら

プ上部は− 970mV と約 40 〜 70mV 貴側にシフトし

れ，Sn 量については 2.0 ％以下が提案されている 6）。

ている。ストラップ腐食のセル A は負極電位が貴側

不純物の Sb については，Sb のストラップへの汚染

にシフトしているので，正極電位も貴側にシフトし，

が腐食を促進すると言われている 7.8）。その機構は

正極側で酸素ガスを多く発生して腐食が進み易い状

Sb と Pb が次のガルバニック置換反応で進むと考え

態にある。

られる。腐食先端部で Sb は酸化⇔還元を繰り返す

-0.850

1.250

ため，消失することなく Pb の腐食を促進する。反
応式を次に示す。
2Sb + 3/2O2 + 3H2SO4
→ 2Sb3+ + 3SO42- + 3H2O
2Sb3+ + 3Pb → 2Sb + 3Pb2+

Positive electrode →

-0.900
-0.950

←Negative upper strap

Coditions
Charge:2.23V CV（Max.10A）
Temperature:RT
（23-25℃）
Test cell
A:NG
B:Good

-1.000

B

-1.050
0

以上に加えて，Ca3Sb2 等の金属間化合物を生成す

A
B
A

←Negative electrode

Pb2+ + SO42- → PbSO4

B
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る高 Sb 濃度では，化合物の優先溶解により腐食が

図2
Fig.2

進行する。
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2.23V フロート充電中の電池各部電位変化
Potential distributions during float charging.

Potential（Pos.）/V
vs. Hg / Hg2SO4

Potential（Neg.）/V
vs. Hg / Hg2SO4

A
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上部において，硫酸が消費されて SO 4 2- が PbSO 4 に

次に負極各部の電位を測定するために，参照極を
装着した。図 3 に定電流充電後，定電圧充電を行っ

なっていることが裏付けられた。

た時の各部の電位変化を示す。定電流充電により，
強制的に酸素ガスを発生させて充電した時，負極電

3.3 ストラップ腐食の形態

位は卑側にシフトしているのに対して，負極極柱，

写真 1 に腐食が見られた負極ストラップ断面を示

ストラップ（上部，側部），耳部の電位は急激に貴

す。この事例では，ストラップ上端から下部に向け

側にシフトしている。このことは，ストラップ部で

て粒界に沿って腐食が進んでいる様子が分かる。腐

酸素の再結合反応が起こっていることを示す。定電

食生成物を酢酸アンモニウムと酢酸で除去したスト

圧充電に切り替えた後は，ストラップの電位は負極

ラップ上面腐食部の SEM 二次電子像を写真 2 に示

電位に近づく。以上のことから，ストラップ部は正

す。腐食生成物が除かれ，腐食が入った部分は内部

極で発生する酸素ガスに大きく影響を受け易い状態

に通じる孔が多く見られるのに対して，腐食してい

にあることが確認できた。

ない部分は，平滑であった。
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Pos.plate
Post

Potential（Neg.）/V
vs. Hg/Hg2SO4

U.strap
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1.400

CV
（2.23V）
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Charge:CC
（0.033C,Max.Free）
→CV
（2.23V,Max.0.033C）
Temperature:RT
（23-25℃）
Test cell:full charged VRLA
U:upper, S:side

1.300

Pos.plate →
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Post
U.strap
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Lug

-0.950
-1.000
0

図3
Fig.3
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Potential（Pos.）/V
vs. Hg/Hg2SO4

-0.700

写真 1

1.150

Photo.1

Neg.plate

Neg.plate

500

1000
Time / min.

1500

腐食した負極ストラップ断面（化学エッチング
後）
Cross section of corroded negative strap after
chemical etching.

1.100
2000

CC 及び CV 充電中の正極，負極各部電位変化
Potential changes through CC and CV (float)
charging.

3.2 ストラップ表面の硫酸濃度
前述の酸素吸収反応などにより硫酸が消費される

写真 2
Photo.2

様子を確認するため，電池 2 セルの負極ストラップ
上部の腐食生成物に含まれる硫酸濃度を測定した。

腐食層を除去した負極ストラップ上面形態
Surface of negative strap after eliminated
corrosion layer by ammonium acetate and acetic
acid.

腐食層を採取，秤量した後，イオン交換水で抽出し
た液を分析し，硫酸濃度に換算した。また抽出量を

3.4 負極ストラップへの硫酸供給効果の確認実験

測定するために，残さを 80 ℃× 1Hr 真空乾燥させ

腐食がストラップの材質（合金組成，組織，Sb

質量を測定した。

量）と環境（硫酸供給，酸素ガス）により影響を受
№1

№2

けることが分かったので，腐食メカニズムを確認す

硫酸濃度（％） ： 6.36 / 6.64

るため，硫酸ゲルを負極ストラップ上部に塗布して，

： 1.356 / 1.417

高濃度硫酸を固定することで，pH の上昇を抑えて

比重（d/ 20 ℃） ： 1.034 / 1.036

硫酸鉛の溶解度を抑制し，保護膜を維持する効果を

規定度 （N）

初期硫酸濃度は約 10N（比重 1.28 以上）であるの

検討した。保護膜により酸素のアタックが防止され

に対して，測定結果からはストラップ上面の硫酸濃

て酸素の還元電位の影響を受け難くなるので，スト

度が低下し，10 倍近い希薄状態である。ストラップ

ラップ上部は貴側に分極され難くなる。更に，硫酸
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-958

ゲルを極板群に接触させることにより，カソード防
Potential of strap / mV vs.
Hg/Hg2SO4

食効果を受けられるようになる。
1）実験方法
負極ストラップ腐食している 200Ah の回収電池を
2 個準備した。
硫酸ゲルはシリカ分散液と濃硫酸からシリカ

-960
-962
-964

Without Gel

-966
-968
-970

12 ％になるように調整した。腐食の進んでいた電池

-972

に硫酸ゲルを注液口から負極ストラップ上部と極板

-974

Conditions
Charge:CV
（2.23V）
Temperature:RT
（23-25℃）

Before
treatment

群上部の一部が接触するように約 20cc 注入し，固
定した。比較用セルには硫酸ゲルを注入しなかった。

図4

こ れ ら の セ ル を 1 年 間 ， 室 温 （ 約 2 3 〜 2 5 ℃ ），

Fig.4

2.23V でフロート充電を実施した。負極ストラップ

Start

With Gel

After 1 year

フロート充電（2.23V）中の負極ストラップ電位変
化
Potential at negative strap during float charging at
2.23V.

電位変化を測定するため，硫酸第 1 水銀の参照極を

3）試験終了後のストラップの観察結果

設置した。試験セルを写真 3 に示す。試験終了後は，

写真 4 にストラップ断面の実体顕微鏡写真，写真

負極ストラップを取り出し，腐食状態を実体顕微鏡，

5 及び 6 に反射電子像（BEI 組成像）を示した。BEI

断面を実体顕微鏡と腐食生成物からの金属鉛への還

組成像においては化合物の平均原子量が高いほど明

元状態の有無を判断するために，電子顕微鏡の反射

るく写るので，明部は金属鉛，暗部は硫酸鉛，黒色

電子組成像（BEI）で観察した。

部は空間・隙間を示す。硫酸ゲル塗布品は表面が還
元され，また処理前に腐食によって形成されていた
亀裂内の硫酸鉛が海綿状の金属鉛に還元されている
ことが確認された。硫酸ゲルなし品はストラップの
腐食が進み，全体的に数百μ m の非常に粗大な硫酸
鉛の結晶で覆われ，深さ方向には数 mm にも及ぶ硫
酸鉛の詰まった亀裂が多数見られた。亀裂の先端で
は数百μ m にも及ぶ応力腐食割れが多数観察され
た。これらは粒界に沿った割れであるのがマクロエ
ッチング観察により確認された。応力腐食割れによ

写真 3
Photo.3

観察窓と参照極を取付けたテストセル
左：ゲル処理，右：ゲルなし（参照電極除去）
Test cells with observational window and
reference electrode.

2）ストラップ電位の測定結果
With gel

図 4 にストラップ電位変化を示す。硫酸ゲル処理
前は，腐食度合いが大きかった硫酸ゲル処理品のス
トラップ電位は腐食の軽微な未処理品より貴側にあ
ったが，硫酸ゲル塗布後は卑側にシフトし，より安
定した領域に入った。硫酸ゲルでストラップ表面を

Without gel

覆ったことにより，酸素還元電位の影響を受け難く

写真 4

なったものと推定される。

Photo.4
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室温で 1 年間フロート充電した後の負極ストラッ
プ断面
Negative strap cross section after floatt charge
for 1 year at RT (23-25 ℃)
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リックボルタムグラムを図 5 に示す。カソード反応
にも Sb は影響しているが，アノード反応により顕
著に作用している。図 6 に Sb 量とアノードピーク
面積（電気量）の関係を示す。固溶限以上の高濃度
で著しく増大しているが，固溶限内でも Sb 量に応
写真 5
Photo.5

じて緩やかに増加している。Sb 量の増加に伴って，

硫酸ゲル処理した負極ストラップ断面 SEM（反
射電子像）写真
SEM images (BEI) of H2SO4 gel treated negative
strap at cross section.

生成 PbSO4 被膜が多孔質になっているためと推定さ
れる。Pb-Sb 合金の状態図からは，Sb の固溶範囲は
0.3wt ％（50 ℃）10）であるが，固溶範囲内でも電気
量に差が認められたことから，粒界部に Sb が偏在
しアノード反応に影響しているものと考える。
Pb マトリックスに対して，Sb の粒界における偏
5.0
4.0

Photo.6

処理なしの負極ストラップ断面 SEM（反射電子
像）写真
SEM images (BEI) of not-treated negative strap
at cross section.

3.0
Current / mA/cm2

写真 6

Conditions
Scan rate:100mV/min.
Temperature:25℃
Electrolyte:d=1.28H2SO4
CE:Pt plate
RE:Hg/Hg2SO4/d=1.28H2SO4

って生じた新たな亀裂が走り，これがストラップ破

2.0

17000ppm Sb

1.7ppm Sb

1.0
0.0
-1.0

断に至る腐食進行形態であることが推定された。
4）実験結果のまとめ

-2.0

硫酸ゲル塗布により，ストラップ上部電位が卑側

-3.0
-1800

-1600

にシフトし酸素ガスの遮断効果があること，腐食生

-1400

-1200

-1000

-800

-600

Potential / V vs. Hg/Hg2SO4

成物の硫酸鉛が海綿状鉛に還元されたことが確認で

図5

きた。また，他方ゲルなし品においては腐食の進行

Fig.5

Sb 量の異なる Pb-Sb 合金におけるサイクリックボ
ルタムグラム
Cyclicvoltammograms on Pb-Sb compositions.

に伴って生成する硫酸鉛の体積膨張による応力の作
用で，粒界に沿った応力腐食割れを観察できた。

0.08

電位走査法による Pb 中の Sb 量の影響に
ついて

Area of anodic peak / coul/cm2

4.

0.09

硫酸中における Pb 合金のアノード反応（Pb →
Pb 2 + ）に及ぼす Sb 量の影響について調べた。Pb1.7 ％ Sb 合金を，99.999 ％の純鉛で希釈し，Sb 量
1.7ppm，50ppm，1700ppm，17000ppm の 4 水準の

0.07
0.06
0.05
0.04

Conditions
Scan rate:100mV/min.
Temperature:25℃
Electrolyte:d=1.28H2SO4
CE:Pt plate
RE:Hg/Hg2SO4/d=1.28H2SO4

0.03
0.02
0.01

円柱状鋳造片を作り，樹脂に埋め込んだ後，エメリ

0.00

ー紙＃ 800 まで研磨を施してサンプルとした。試料

1

10

100

1000

10000

100000

Sb contents / ppm

面積は 0.96cm2 である。比重 1.28/20 ℃の硫酸中で，
図6

対極に白金を使用し，温度 25 ℃，走査範囲− 700
〜− 1600mV vs Hg/Hg2SO4，走査速度 100mV/min

Fig.6

の条件で電位走査を行った。2 サイクル目のサイク
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サイクリックボルタンメトリーにおける Pb-Sb 合
金中の Sb 量とアノードピーク（Pb → Pb2+）面積の
関係
Relationship between Sb contents and anodic peak
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在は，粒界が少なければ少ないほど，粒界部におけ

から，カソード防食されない高 pH 下での腐食

る Sb 濃度が相対的に高くなるので，大きな結晶粒

メカニズムが裏付けられた。
2）腐食先端部の粒界に沿った応力腐食割れを起

は望ましくないことが推測される。一般的な金属の

こすメカニズムが確認できた。

話として，不純物原子は粒界に偏析して，時には高

3）負極ストラップ中の Sb は，たとえ極低濃度で

度に偏析すること，及び不純物の平均濃度が数
ppm でも粒界の局所的濃度は 10 ％に及ぶことは周

あっても，粒界において高濃度に濃縮され，

知である 12）。 Pb の粒径と Sb の粒内と粒界の存在比

腐食を促進するように働いていることが推測

率を仮定して粒界の Sb 濃度を算出した。粒径と粒

された。

界における濃度の関係を図 7 に示す。平均濃度が

鉛電池は正・負極及び導体・端子全てが単一鉛系

20ppm でも粒界における濃度が固溶限を超える条件

材料で構成され，リサイクル性に優れているが，負

が存在しうる。今後，粒界の構造・組成についても

極ストラップの鉛は電位・ pH 的に腐食されやすい

明らかにする必要がある。

環境にある。今後，軽量化・長寿命化が益々要求さ

Sb concentration at grain
bundary / %

10

◆

れ，電池の実用環境も高温化・空調レスなどの厳し

■

い場面も多いので，ストラップ腐食に関する研究は

Segregation ratio
▲： 0.1%
1%
■：
◆： 10%

8

今後とも高信頼性・長寿命電池にとって重要な課題
である。

6

（参考文献）
4

1) D.Bernodt, Maintenance-Free Batteries, Second Edition,
John Wiley ＆ Sons, New York, 1997, p164

2

0◆
■
▲
1

◆
■
▲

10

■

2) R.D.Prengaman, Proc.4 t h Inter.Lead Acid Battery

▲

Seminar San Francisco, IRZRO, 1990, p19
3) D.Pavlov ,M.Dimitrov, G.Petkova, H.Giess,C.Gnehm

▲
100

1000

J.Electrochem.Soc., 142(1995), p2919
4) F.J.Vacaro, J.Rhoader, R.Malley, B.Le, K.Marion,

Grain size / μm

図7
Fig.7

粒径と粒界 Sb 濃度の関係（平均 Sb 濃度 20ppm）
Calculated relationship between grain size and Sb
concentration at grain bundary.(Average
Sb=20ppm)

Proceedings INTELEC 95, 4.2, p70
5) G Baudo, G.B.Cecchinato, Proceedings INTELEC 89,
12.3 , p1
6) F. Kramm, Proceedings INTELEC 98, 7.2, p161
7) B.Jones,Batteries International, July 1991, p36

5.

まとめ

8) G.Baudo, Batteries International, October 1993, p48
9) M.Pourbaix, Atlas of electrochemical equilibria in aqueous

実使用電池を用いて，腐食要因とメカニズムにつ

solutions, 1966,p489.
10) 鉛ハンドブック 改訂版，日本鉛亜鉛需要研究会 1992,
p312

いて調査し，次の知見が得られた。
1）ストラップ部のアノード側への分極と，スト

11) 堀内 良，金子純一，大塚正久共訳
老鶴圃，1989，p23

ラップ部の硫酸濃度が稀薄になっていたこと

57

「材料工学」内田

