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常温型溶融塩（室温イオン液体）を電解液に用いる二次電池の開発
Development of Secondary Battery with Ambient-Temperature Molten Salt Electrolyte
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Abstract
In this paper, the history and the fundamental properties for the ambient-temperature molten
salts (room-temperature ionic liquids, mainly EMIC-AlCl3 and BPC-AlCl3) are described, and
the applied examples of the molten salt to the electrolytes of the lithium secondary batteries are
introduced. The molten salts must be widely investigated basically and industrially. The extensive
development of this field is expected.

1.

はじめに

チウム二次電池のさらなる高容量化や大型化には、

民生用リチウム二次電池に使用されている電解液

電池の安全性確保がこれまで以上に重要な検討課題

は 2 種類に大別される。1 つは炭酸エチレン（EC）

であり、不燃性もしくは難燃性電解液の実用化が期

やジエチルカーボネート（DEC）等の有機溶媒に

待されている。電解質の固体化という流れもあるが、

LiPF6 のようなリチウム塩を溶解した液体の電解液

必ずしも大型化に向くとは限らず、しかも、電池構

で、もう 1 つはポリマーマトリックスに上記電解液

造の設計などに大幅変更が必要であるとともに、製

を含有させたゲル電解質である。これらは引火性、

造工程数や時間も増える。従って、将来の有望な候

可燃性の有機溶媒を使用しているので、発火・爆発

補として、液体の不燃化が挙げられる。

等の安全面での問題が指摘されている。ゆえに、リ

近年、常温型溶融塩（もしくは室温イオン液体）
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と呼ばれる、主としてイオンからなり、常温で溶

���

融する溶融塩が広く注目されている。その代表的

���
��������������℃

なものとして、AlCl3 と有機塩化物の混合塩が広
く研究されてきた。有機化合物としては、1-butylpyridinium chloride（BPC）や 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride（EMIC）など（Fig.1，2）が、
主な研究対象となってきた。このような混合物を

���
��
�

常温型溶融塩と呼ぶ理由は、Fig.3 に示す AlCl3-

���

EMIC 溶融塩の状態図からも明らかなように、その

����
���

融点が常温以下の領域を有するからである 1）。常温
や “不燃化

���

���

���

���

������������������ �

型溶融塩は、以下に示す特徴が挙げられ、有機溶媒
系電解液の課題である “不揮発化

���

Fig.3

を

解決するための、安全性に優れた電解液として期待
されている。

Phase diagram for AlCl3-EMIC system 1）
● ； melting and freezing points，
○ ； experimental glass transition points

い で、1951 年、Hurley ら に よ り、AlCl3 と Nethylpyridinium bromide からなる系では、組成比
2：1 で共融点− 40℃の液体が得られることが報告

�� ��� � �� ��� �
� �

されている 3）。これ以降、目立った研究例は無い

�� �

が、1970 年代後半になり、Osteryoung らが AlCl3
と Pyridinium chloride を混合することによって得

Fig.1

られるクロロアルミネート（AlCl4-）系を盛んに報

1-butylpyridinium chloride

� ��

�� � �
�

�

告するようになった。1979 年、Robinson らは BPC

�

系などを報告したが、BP+ は還元に対する電気化学

�
��

的安定性が低いという欠点を有していた 4）。1982 年、
Wilkes らは、より電気化学的安定性に優れたカチ

Fig.2

オン種として、アルキルイミダゾリウムカチオンが

1-ethyl-3-methylimidazolium chloride

有力な候補であることを見い出した 5）。その中でも、
1） 液体領域が広い。例えば、AlCl3-EMIC 系で

EMIC を AlCl3 と混合することにより、BPC と同じ

は、− 80℃〜 310℃で安定な液体として存在

く、低融点の常温型溶融塩を形成することが分かっ

する。

た。EMI + の還元分解電位は、BP + よりも 1V 程度

2） 主としてイオンからなるので、導電率が高い。

卑な電位を示しており、電気化学的安定性は増大し

3） 不（難）揮発性で、安定性に優れる。

ている。また、イミダゾリウム系は、還元安定性を

4） 不（難）燃性で、一般的に着火しない。

高めるために見い出されたが、その上、粘度の低下

5） 耐熱性が高い（熱分解温度は 200℃以上）。

と導電率が増加するといった効果ももたらした。更

6） 一般的に化学的に安定で、部材に使用される

に、この系の特徴であるルイス酸・塩基平衡 *3 を

金属や高分子には、安定なものが多い。

利用して、金属塩化物を容易に溶解させ得るため、

7） 電気化学的安定性が高く、電位窓は 4V 以上。

2.

*3 ルイス酸・塩基平衡

常温型溶融塩の主な歴史

ルイスの定義によれば、酸とは電子対を受け取るも
の（電子対受容体）であり、塩基は電子対を与える

常 温 型 溶 融 塩 の 歴 史 は 意 外 と 古 い。1914 年、

もの（電子対供与体）である。AlCl3-EMIC 溶融塩の

Walden によりエチルアミンの硝酸塩の融点が室

場合は、塩素アクセプターである AlCl3 がルイス酸、

温以下の約 13℃ということが報告されている 2）。次

塩素ドナーである EMIC がルイス塩基となる。
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現在、電析用電解液や電池用電解液として盛んに研

在、安価でかつ安全性が高いだけでなく、理論容

究されている。

量（約 3,000mAh・g-1）が大きく、卑な電位（-1.66V
vs. NHE）を有する Al を負極に用いる二次電池が、

このように、クロロアルミネート系は非常に魅力
的であるが、吸湿性を有するため、大気雰囲気下

脚光を浴びつつあるが、我々は 20 数年前に、既に

での取り扱いが難しい。一方、最近では、クロロア

常温型溶融塩を用いたこれらの電池の研究に着手し

ルミネートアニオン以外のアニオン種からなる常温

ていた 19）。まず、正極活物質として、自然界に豊

型溶融塩が、クロロアルミネート系と同程度の物性

富に存在する黄鉄鉱（FeS2）を用いた Al ｜ FeS2 電

を示すとの報告がなされている。これらは合成も簡

池について紹介する。電解液である AlCl3-BPC 浴

単で、大気雰囲気下でも安定であるため、様々な

の組成比がモル比で① 1：1 と② 2：1 の場合の放電

応用に適していると考えられる。例えば、電気化学

曲線を Fig.4 に示す

の応用分野としては、二次電池のみならず、電気二

2.5V、放電容量 0.12Ah、2 ： 1 では、放電開始電圧

重層キャパシタ、色素増感型太陽電池、さらには燃

2.0V、放電容量 0.16Ah を示した。放電曲線は共に

料電池などへの応用研究が活発に行われるように

二段波を示しているが、これは正極反応によるもの

なってきた。1992 年 Wilkes らは、アニオン交換法

である。ルイス酸性浴（50mol％ ＜ AlCl3 濃度）な

により、EMI からなる種々の常温型溶融塩が得ら

ので反応イオン種を Al2Cl7- とすると、高電圧部の

れることを報告した 6） 。次いで、1996 年 Bonhôte

放電反応は（1）式、低電圧部は（2）式、また、負

らは、様々な置換基を有する EMI + と、耐酸性に

極反応は（3）式のように表される 21，22）。

+

優れた含フッ素アニオン（CF3SO3-，
（CF3SO3）
2N ，

。1 ： 1 では、放電開始電圧

20）

FeS2 ＋
（1/6）
Al2Cl7-＋ e- → FeS2Al0.33 ＋
（7/6）
Cl（1）

C4F9SO3-，etc） か ら な る 常 温 型 溶 融 塩 を 合 成 し

FeS2Al0.33 ＋
（1/6）Al2Cl7-＋e- →FeS2Al0.66 ＋
（7/6）Cl-（2）

た 7）。これらのクロロアルミネート以外のアニオン
からなる常温型溶融塩では、基本的にアニオンと

Al ＋ 7AlCl4- → 4Al2Cl7- ＋ 3e-

（3）

カチオンの比が 1：1 で存在し、クロロアルミネー
���

ト系で見られたようなルイス酸・塩基平衡を示さな
����������������

い。しかし、アニオン交換法で合成された常温型溶
融塩は、副生成物のハロゲン化物を分離除去するの
は難しいので、高純度・高収率を達成することは困

���

���

⑴

難である。そこで、Ohno らは、出発物質である第
三級アミンと有機酸との中和反応により、一段階で
合成する方法を提案している

�

。また、上記以外

8， 9）

Fig.4

fluorohydrogenate（EMIF・2.3HF）
常温型溶融塩を報
告した 10）。EMIF・2.3HF は、これまで報告されて
いる常温型溶融塩の中で、最も低い粘度 4.9 cP と、
最も高い導電率 100mS・cm を有する

11）

���

���

�������������

としては、Hagiwara らが、1-ethyl-3-methylimidazolium

-1

�

⑵

Discharge curves for AlCl3-BPC melt at 25℃ and
5mA・cm-2 20）.
⑴ 50mol％AlCl3-50mol％BPC，⑵ 66.7mol％
AlCl3-33.3mol％ BPC

この電池系は安価でかつ安全性が高く、低環境負
荷という特長を有するが、腐食のため、正極集電体

。

として Mo 以外の金属を使用することが困難で、こ

3. 常温型溶融塩を用いたアルミニウム二次電池

の点を解決しなければならない。

1980 年代から、高温作動型電池の作動温度の低

次いで、正極活物質として、ポリマーユニット

下を目的として、電解液に常温型溶融塩を適用し

当たりのドープレベルが最も高い p 型導電性高分

た研究が行われるようになった。著者らは Al ｜

子である PAn に、導電剤としてグラファイト粉末

AlCl3-BPC ｜ FeS2 電 池

、Al ｜ AlCl3-BPC ｜

を混合した粉末電極を正極に、負極には Al 板や Al

Polyaniline（PAn）電池 16-18） などを開発した。現

粉、電解液に 66.7mol％AlCl3-33.3mol％BPC 浴を用

12-15）
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いることにより、Al ｜ PAn 電池の開発を行った。

代表例として、最も低い融点を有する AlCl3-EMIC

Fig.5 に示すように、開回路電圧 1.7V、放電容量

溶融塩の各種物性について紹介する。Fig.3 に示す

65mAh・g 、エネルギー密度 80mWh・g となり、

ように、AlCl3 と EMIC の混合モル比 1 ： 2 〜 2 ：

充放電効率は 85 〜 90％を示した。また、電解液の

1 の領域において、融点は 30℃以下となる。更に、

物性を向上させるため、ベンゼンを 50vol％添加し

AlCl3 濃度 63mol％付近で急激に低下して、67mol

たところ、放電容量は 80mAh・g となり、充放電

％付近では−80℃以下のガラス転移点を示す。一方、

効率も改善した

。また、PAn 正極の充放電反応

AlCl3-BPC 溶融塩の融点は、Fig.3 の状態図と同様

を検討したところ、Al2Cl がドーパントで、ポリ

な傾向を示すものの、AlCl3-EMIC 溶融塩よりも高

マー中へのドープ・脱ドープ反応であることが明

い値を示す 14）。また、熱分解温度は、270℃以上を

らかになった。更に、p 型導電性高分子の正極活物

示し、AlCl3 濃度 60mol％付近では、− 30℃〜 311

質としての可能性を検討すべく、ポリパラフェニ

℃と幅広い温度領域で安定である 28）。

-1

-1

-1

16）

7

次に、AlCl3-EMIC 溶融塩の主な物性として、密

レンを試したところ、開回路電圧 1.7V、放電容量
。こ

度、粘度、導電率を Fig.6 に示す 29）。密度は AlCl3

の電池系も Al ｜ FeS2 電池系と同様な特長を有す

濃度が増加するとともに高くなるが、粘度と導電率

るが、ポリマー正極の体積エネルギー密度が低いこ

は低下する。この傾向は AlCl3-BPC 溶融塩でも同

とが最大の課題といえる。

様である。常温型溶融塩は一般的に walden 則 *4 が

50mAh・g -1、充放電効率約 100％を示した

23）

適用され、粘度が低下すると導電率は高くなるが、
AlCl3 系溶融塩の場合、AlCl3 濃度が増加するにつ
���������������� �

れて、粘度と導電率はともに低下する。このことは、
組成によって浴中イオン種の活量変化が起きている

Fig.5

Discharge curves for the PAn powder electrode in
the electrolyte with or without benzene16）.
（1）None，
（2）Benzene added. C.D.：2.0mA・cm-2

著者以外にも AlCl3-EMIC 溶融塩を用いた濃淡電
池 24）、Cd ｜ Br2 臭素電池 25） 、Al ｜ Cl2 電池 26）な

�������������� �

��������������・� ��

��������������������・����

��������������������������・�����

ためと考えられる。

どの二次電池が提案されている。また、非クロロア
ルミネート系の例としては、BMIPF6-PVdF（HFP）

���� ��������

ゲル（重量比＝ 2：1）を電解質に、グラファイト

Fig.6

と BMIPF6-PVdF（HFP）ゲルからなる電極を正負
極に用いる電池が報告されている 27）。この電池は
開回路電圧 3.77V を示す。

4.

*4 walden 則

常温型溶融塩を用いたリチウム二次電池
4.1
4.1.1

Some characteristics for AlCl3-EMIC system29）.
○：Specific gravity，25℃，
□：Viscosity，20℃，
△：Specific conductivity，25℃ .

溶液の粘性率ηと溶液中のイオンのモル導電率λと
の間に、λη＝一定の関係が成立することがある。こ

クロロアルミネート系

れは Paul Walden によって見出されたもので、常温

クロロアルミネート系浴の特徴

型溶融塩の場合、比較的適合する。したがって、粘

初めに、クロロアルミネート系常温型溶融塩の

度が低下するほど、導電率は上昇する。
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イス酸性浴の酸化限界に相当する電極反応は、
（11）

AlCl3-EMIC 溶融塩中での浴中イオン種を考察す

式による Cl2 発生反応である。

る解析手法の一つとして、浴中における Al イオン
種に関する平衡反応を考慮し、AlCl3 濃度変化に対

2AlCl4-

する Al 電極の自然電位変化を測定する方法があ

一方、還元限界は、
（10）式における Al 析出反応
（当

1/2Cl2 ＋ Al2Cl7- ＋ e-

（11）

然、逆反応の析出 Al の酸化反応も）が起こる。ル

る 29，30）。すなわち、
（4）〜（8）式の平衡反応と、
（9），
（10）式の電極反応とをフィッティングすることに

イス酸性浴に LiCl を添加すると、（12）式による反

より平衡定数 K1 〜 K3 を求めて、各イオン種の活量

応により、Al の析出イオン種である Al2Cl7- イオン

を求める方法である。

が消失するため、Al の析出反応は起こらず、EMI＋

EMIC

EMI＋＋ Cl- （完全解離）

→

Cl- ＋ AlCl3
Al2Cl

2AlCl3

Al2Cl6

7

AlCl3 ＋ AlCl44Al2Cl

Al2Cl7- ＋ LiCl

K1

（6）

ただし、少量残存する Al2Cl イオンの関与する

K2

（7）

還元反応が起こるため、− 1.0V vs. Al（Ⅲ）/Al 付近

K3

（8）

に小さなピークが現れる。しかし、これに SOCl2 あ

（9）

るいは金属 Li を加えた 4 元系では、このピークが

（10）

なくなり、Li 析出・溶解反応が起こるようになり、

Al ＋ 4Cl

-

7

＋ Cl

-

Al2Cl7-

AlCl ＋ 3e
4

（5）

AlCl4-

2AlCl

4

-

＋ 3e

Al ＋ 7AlCl

-

の還元が起こる（Fig.8（b）34，35））。

（4）

4

Li+ ＋ 2AlCl4-

（12）

7

電位窓は約 4V に達する（Fig.8（c）
）。

これらを用いて、AlCl3-EMIC 溶融塩中の各イオ
ン種の活量を計算すると、Fig.7 に示すようにな
る 31）。AlCl3 濃度 50mol％を境に、ルイス酸浴では

��
����������･�� �

Al2Cl7- の活量は急激に増加し、Cl - の活量は急激に
減少する。また、AlCl4- の活量は、AlCl3 濃度が高
くなるにつれて低下する。一方、AlCl3-BPC 溶融塩
の浴中イオン種の活量変化も、Fig.7 と同様な傾向
を示す 32）。

�
�
��

���
�

����

����

����
��

��

��

�

�

�

�

�������������� ��� ����Ⅲ����

Fig.8

��� �

��

���

Cyclic Voltammograms for a W electrode at 20℃
, the LiCl
in a 60mol%AlCl3-40mol%EMIC melt（a）
（2.25mol/l）added melt（b）, and 0.1MSOCl2
added melt（c）. Scan rate： 5mV・s-1 33）.

したがって、浴中に Li + を存在させることができ
る上に電位窓は約 4V もあり、しかも不燃性液体で

���
��

��

��

��

��

あるため、常温型溶融塩がリチウム二次電池用電解

��

液として注目され始め、また、研究例も最も多く報

���� ��������

Fig.7

告されている。なお、BP + の還元は EMI + より約 1

Mole fraction，N，of species in the AlCl3-EMIC
system as a function of AlCl3 content at 30℃ 31）.
： Al2Cl7-，
： AlCl4-，
： Cl-，
： Al2Cl6，
： EMI+
： AlCl3，

V 貴であるため、BPC 系の電位窓は約 3V となる。
4.1.2 クロロアルミネート系 AlCl3 -EMIC-LiCl ＋
SOCl2 浴の可能性

混合溶融塩の特徴の一つは、浴組成により浴中の

前 述 の よ う に、AlCl3-EMIC-LiCl 三 元 系 浴 に

支配的イオン種が異なることである。このことは諸

SOCl2 を添加すると、Li のほぼ可逆的な析出溶解挙

物性だけでなく、電気化学的特性にも影響を及ぼす。

動が可能になる。例えば、AlCl3-EMIC-LiCl（1.1：

AlCl3-EMIC 溶融塩の電位窓を Fig.8 に示す

1.0：0.1）＋ 68mM SOCl2 中における W 電極のク

。ル

33）
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ロノポテンショグラムは、電流密度 3.3mA・cm -2、

���

Li の電析時間 60 秒とした時、カソード分極時に
− 2.29V vs. Al（III）
/Al、アノード分極時に− 2.14V vs.

����������･����

���

Al
（III）/Al、クーロン効率 91％を示す 36）。他の添加
物と比べて、SOCl2 では、Li の可逆性が著しく良好
なので、報告例は多い。また、Table 137）に示すよ

���

����

うに、物性値も有機溶媒系電解液と比べて遜色の
ないものといえる。そこで著者らは、この四元系

����
����

浴をリチウム二次電池用電解液として取り上げた。
60mol％ AlCl3-40mol％ EMIC-LiCl

sat.

���

���

���

���

���������������� ���� ����

＋ SOCl2 中に

Fig. 9

おける Al 電極と Li 電極の C. V. は共に、Li の析出
溶解反応が可能になることを示した 38）。このこと

Cyclic voltammograms for the binder-free Natural
Graphite electrode（25℃）33）. Scan rate ：
0.2mV・s-1
： 1st ,
： 2nd .

は負極として、Li 金属の使用が可能であることを
示唆しており、電池のエネルギー密度向上に対して

（002）及び 54.8°
の（001）面に基づく回折ピークは、

大きなメリットをもたらすと考えられる。

充電後、24.1°
、49.3°
と低角度側へとシフトしており、
これは黒鉛層間への Li + 挿入によるものと考えら

Table 1

れている

Some physical properties of 60mol％
AlCl3-40mol％ EMIC-LiClsat. +SOCl2 melt.

。また、24.1°
、49.3°のピークより求

42， 43）

められる黒鉛の平均層面間隔はそれぞれ、3.685Å、

Grass transition point（Tg）/ ℃

-86.2

Density / mg・cm-3（25℃）

1.38

1.848Åであった。この値はステージ 1* 5 の、LiC6 に

Viscosity / mPa・s（25℃）

23.4

対応するもので、常温型溶融塩中において、天然黒

Conductivity / mS・cm （25℃）

11.5

Electrochemical window / V
（V vs. Al（Ⅲ）/Al）

4.2
（ -2.0 〜 2.2 ）

鉛への Li+ の挿入・脱離が可能であることを確認した。
次に、泳動電着法で作製したバインダーフリー炭素

Concentration of Li+/ mol・l-1

1.6

電極の 30 サイクルまでにおける充放電効率の結果を

-1

Fig.10 示す 37）。初回の充放電効率は約 40 〜 50％と
一方、常温型溶融塩中における炭素材料への Li +

低い値を示したが、その後、人造黒鉛、天然黒鉛に

の挿入・脱離反応に関する報告例は少ない。そこ

ついては 10 サイクル目以降、ソフトカーボン、ハー

で著者らは、炭素電極の濡れ性を考慮し、泳動電

ドカーボンについては 3 サイクル目以降に充放電効

着法で作製したバインダーフリー炭素電極

の適

率が約 90％に達した。初回の充放電効率が低いの

用を試みた。60mol％AlCl3-40mol％EMIC-LiClsat. ＋

は、SOCl2 に関する還元と SEI（Solid Electrolyte

0.1M SOCl2 浴中におけるバインダーフリー天然黒

Interface）の形成によるものと考えている。

鉛電極の C. V. を Fig.9 に示す

39）

。第 1 電位掃引に

次に、正極の検討として AlCl3-EMIC-LiCl-SOCl2

おいてのみ 2.8V（vs. Li /Li）付近に、SOCl2 の還

（60mol％AlCl3-40mol％EMIC）浴中における LiCoO2

33）

+

元と考えられる電流が観察され 40）、第 2 電位掃引

電極の C. V. を測定をした 44）。3.5 〜 4.2V において、

ではその還元電流は消失した。また、0 〜 0.2V 付

Li + の電気化学的な脱離・挿入反応に相当する酸化

近の電位範囲において、Li 塩を含む有機溶媒系電
解液中と同様な対になった 3 つの酸化還元波 41）が

*5 ステージ構造と「ステージ I」
黒鉛層間化合物はステージ構造と呼ばれる構造をと

観察されたことから、本浴中において、天然黒鉛へ

る。ステージ構造はステージ数で規定され、これは

の Li + の電気化学的挿入・脱離反応が起きていると

2 つのゲスト層の間に存在する炭素層の数で定義され

考えられた。そこで、充電前と後の天然黒鉛のステ

る。例えば、n 枚あればステージ n になる。黒鉛の

ージ構造 *5 を確認するため、XRD 測定を行った。

Li インターカレーション化合物の場合、常温、常圧

充電前に見られるグラファイトの明確な 26.6°の

下でステージ 1 の LiC6（金色）を形成する。
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Fig.12
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��

Cycle performance of LiCoO2 electrode put into
the 60mol％ AlCl4-40mol％ EMIC-LiClsat. ＋ SOCl2
melt electrolyte at 5 × 10-3 mmHg and 25℃ 44）.

��

������������

Fig. 10 Charge-discharge efficiencies of the binder-free
carbon electrodes up to 30th
cycle（25℃）37）. C. D. ： 0.35mA・cm-2（0.5C）
at 1st cycle, 0.07mA・cm-2（0.1C）at 2nd 〜
30th cycle：
（●）artifical graphite（KS-25）
：
（▲）
natural graphite（LF-18A）：（□）soft carbon
（FM-14）：（◇）：Carbotron P.

約 3.8 〜 4.1V であり、1 サイクル目の放電容量は
。
130mAh・g-1、充放電効率は 95％であった（Fig.11）
また、10 サイクル目では放電容量 126mAh・g -1、
充放電効率は 93％を維持していた（Fig.12）。

還元波が現れ、本電解液中で LiCoO2 電極が作動す

このようにバインダーフリーの炭素電極と

ることが示唆された。また、クーロンメーターを用

LiCoO2 電極を用いることにより、AlCl3-EMIC-LiCl-

いて、酸化反応と還元反応の電気量を測定し、電流

SOCl2 浴が不燃性電解液として使用できることが分

効率を測定したところ、4.2V まで掃引したものの

かった。

電流効率は約 99％を示したが、4.4V まで掃引する

4. 2

と約 90％、4.6V では約 82％まで低下した。

4. 1 で述べたように、クロロアルミネート系は興

こ れ ら の 結 果 よ り、Li の 電 気 化 学 的 な 挿 入・

非クロロアルミネート系浴の可能性

味深い性質を有しているが、水分に対して敏感であ

+

脱離反応のみが起こる電位範囲を 3.5 〜 4.2V と決

る。そこでアニオンである Cl - や AlCl4- を、BF4-、

定し、この電位範囲で AlCl3-EMIC-LiCl-SOCl2 浴

PF6-、（CF3SO2）
2N （TFSI） な ど に 置 き 換 え た

における LiCoO2 電極の充放電作動試験を行った。

EMIBF4、EMIPF6、EMITFSI などが、腐食性が低

Fig.11 に充放電曲線、Fig.12 にそのサイクル特性

く、取り扱いの容易な常温型溶融塩として提案され

を示す

ている 7）。1-ethyl-3-methylimidazolium 塩の物性を

。減圧含浸した LiCoO2 電極の放電電位は

44）

Table 2 に示す。その中でも、融点が室温付近であ
る EMIBF4 の報告例が多いが、クロロアルミネー

���

�

�������������������� ���

ト系と比較すると、まだ報告例は少ない。
���

Table 2

���

molten salt anion（X） Formula weight（g・mol-1） m.p.（℃） Ref.
���

���

�

��

��

��

��

���

��������������・�

Fig.11

Physical properties of
1-ethyl-3methylimidazolium salts.

���

���

��

Charge and discharge curves of LiCoO2 electrode
in the 60 mol％ AlCl4-40mol％ EMIC-LiClsat. ＋
SOCl2 melt electrolyte at 25℃ 42）. The electrode
was put into the electrolyte under 5 × 10-3
mmHg（
）or 760mmHg（
）atmosphere.

EMI-C

Cl-

146.6

82-87

5

EMI-BF4

BF4-

197.9

15

6,45

EMI-PF6

PF6-

256.1

58

46

EMI-TFSI

TFSI

391.3

-15

7

-

また、脂肪族 4 級アンモニウムカチオンが常温
付近で溶融塩を形成することが知られていた 47）が、
7
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Table 3

Examples of rechargeable lithium cells with non-chloroaluminate molten salts electrolyte.

Negative electrode

Positive electrode

Electrolyte

Voltage V

Capacity mAh/gcathode

Ref.

Li4Ti5O12

LiCoO2

EMIBF4 ＋ 1M LiBF4

1.3 − 2.6

132

49

Li

LiMn2O4

DMFPBF4 ＋ 0.8M LiAsF6

−

−

50

Li

LiCoO2

TMPA-TFSI ＋ LiTFSI

2.5 − 3.7

−

51

Li

LiCoO2

PP13-TFSI ＋ LiTFSI

3.2 − 4.2

140

52

Li

LiCoO2

DMPI-TFSI ＋ LiTFSI

3.0 − 4.2

130

53

なお、スペース省略のため、参考文献の著者は、
����������・����

1 名のみ記した。
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