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＜研究内容・成果等の要約＞ 
 
化学エネルギーを電気エネルギーとして貯えられる電池は、ポータブル電子機器や家庭用分散型の

電源として利用されている。中でもリチウムイオン電池は広く実用化され、そのインパクトは 2019

年ノーベル化学賞でも知ることができる。車両搭載や大型据置型機器などさらなる実用化を考慮する

と、より性能の良い電池の開発が望まれている。特に、耐久性・安全性を担保できる全固体電池にて、

高エネルギー密度を有する電池を開発する必要がある。 

 電荷担体をリチウムイオン(Li+)からフッ化物イオン(F− )にすることより、ある程度の電圧を保持し

た状態で、高容量が期待できる。このフッ化物イオン電池は高体積エネルギー密度と高質量エネルギ

ー密度を両立できる電池として注目されている。そこで、研究対象としてフッ化物材料を取り上げる。

これを用いた全固体フッ化物イオン電池にて、リチウムイオン電池の容量(150 mAh/g)を凌ぐ高容量の

達成を目指す。 

CaxSr1-xFeO2 (0 ≤ x ≤ 1.0)正極合剤、La0.9Ba0.1F2.9電解質、PbF2負極合剤から成る全固体電池を作製し

た。充放電試験の結果、Ca0.8Sr0.2FeO2 (x = 0.8)の系において、フッ化物イオン3個分に相当する高い

充放電容量(600 mAh/g)を見出した。このように、フッ化物イオン電池として有望な正極の候補を発見

した。 

また、リチウムイオン電池の正極LiCoO2と同構造であるBa2NF についても合成に成功した。Ba2NF

のFサイトに空孔を導入するために、2価のBaサイトを1価のNaやKで置換した。放射光XRD測

定の結果、Ba1-xNaxNF1-xとBa1-xKxNF1-xともに、x = 0.2付近まで単相試料が得られることがわかった。

Na置換とともに格子定数は減少し、K置換とともに格子定数は増加した。これは、Na < Ba < Kのイ

オン半径の大きさを反映している。また、SEM-EDX測定により、構成元素の含有を確認した。基本

的には混合導電体であったが、化学フッ化により、純粋なフッ化物イオン伝導の発現に成功した。こ

のように、フッ化物イオン電池として有望な固体電解質の候補を見出した。 
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＜研究の目的、経過、結果、考察（5000字程度、中間報告は2000字程度）＞ 
 
【研究の目的】 

化学エネルギーを電気エネルギーとして貯えられる電池は、ポータブル電子機器や家庭用分散型の

電源として利用されている。中でもリチウムイオン電池は広く実用化され、そのインパクトは 2019

年ノーベル化学賞でも知ることができる。車両搭載などさらなる実用化を考慮すると、より性能の良

い電池の開発が望まれている。例えば、現行のリチウムイオン電池のエネルギー密度は100 Wh/kgで

あり、これは航続距離200 kmに相当する。エネルギー密度を2倍にできれば、航続距離は500 kmに

達する。また、リチウムイオン電池には可燃性の液体電解質やセパレータを用いているため、発火の

問題点を有している。そのため、耐久性・安全性を担保できる全固体電池にて、高エネルギー密度を

有する電池を開発する必要がある。 

 電池は基本的には正極、電解質、負極で構成される。イオン化傾向が大きい物質ほど負極に、小さ

い物質ほど正極に向いている。両極間のイオン化傾向の差は、高い電圧を実現するための指標となる。

また、移動する輸送イオンの量は容量と直結する。これら電圧と容量の積により、エネルギー密度が

決定される。電荷担体をリチウムイオン(Li+)からフッ化物イオン(F− )にすることより、ある程度の電

圧を保持した状態で、高容量が期待できる。そこで、研究対象としてフッ化物材料を取り上げる。こ

れを用いた全固体フッ化物イオン電池にて、リチウムイオン電池の容量(150 mAh/g)を凌ぐ高容量の

達成を目指す。 
 申請者はこれまでフッ化物正極として新しい酸フッ化物 Bi0.7Fe1.3O1.5F1.7 を合成し、放電容量: 360 

mAh/g、充電容量: 225 mAh/gを得た。しかし、充放電過程でビスマスが形成された。これが一因とな

り、充放電サイクルに伴う容量劣化および限られた条件(低電流)でのみの充放電挙動という課題を残

した。 
 
【経過】 

申請者はこれまで鉄を含むFeF3, LixFeS5, Bi0.7Fe1.3O1.5F1.7を電池の正極として用いた研究を行ってき

た[J. Alloys Compd. 769, 539 (2018); Sci. Rep. 9, 19947 (2019); APL Materials 8, 051103 (2020)]。その過程

で、鉄のレドックスが、確実に高容量に直結することを実証した。特に、Bi0.7Fe1.3O1.5F1.7 の充放電挙

動からフッ素を格子間に入れることが高容量に有効であることを学んだ。しかし、通常のペロブスカ

イト構造にみられるFeO6 (/F6)八面体ユニットでは格子間に収容できるフッ素量が限られる。 

この状況を打破するヒントがリチウムイオン電池の正極 LixCoO2にある、と着想した。LixCoO2で

は、CoO6八面体から形成されるCoO2層の間に、充放電に伴いLiが出入りする。単純にLiをFとし

て、FxCoO2とすれば、Coが4価以上になり単相試料は得られない。そこで、 

・CoO6八面体 ⇒ NFe6八面体 

・Li ⇒ F 

なる戦略で、Fe2NFの合成に取り組む予定であった。しかし、この物質の単相は合成できなかった。

そこで、Fe のサイトを様々に変化させた結果、Ba2NF で単相を得た。この物質には、レドックスを

担う遷移金属元素を含まないため、正極としてよりもむしろ固体電解質として有望であると考えられ

る。また、Li → (Sr,Ca); Co → Feとした(Sr,Ca)FeO2の合成に成功し、充放電テストによりフッ化物

イオン電池の正極として機能をすることを見出した。 

 従って、Ba2NFの固体電解質としての特性評価、(Sr,Ca)FeO2の正極としての電池特性評価を行った。 
 
 
 
 
 



 

                                                             No.４ 

 
【結果】 

(Sr,Ca)FeO2正極の電池特性評価 

 固相反応法により、前駆体CaxSr1-xFeO2.5+γ (0 ≤ x ≤ 1.0, 0 ≤ γ ≤ 0.5) を合成して、その後CaH2で還元

してCa1-xSrxFeO2を得た。X線回折測定の結果、x = 1.0以外は単相の試料であった。x < 0.2では、空

間群P4/mmmで規定される鉄イオンに酸素イオンが平面4配位した構造を示す。x = 0.7~1.0では、空

間群P-421m で規定される鉄イオンに酸素イオンがジグザグに 4 配位した構造を示すことがわかった

(図1(a))。a軸長はxに対してほとんど変化せず、c軸長がxの増加とともに減少傾向を示した。走査

電子顕微鏡を用いた測定では、全ての組成で還元前よりも粒子径が減少しており、還元後において

10 µm以下の粒子径を示した。 

 CaxSr1-xFeO2 (0 ≤ x ≤ 1.0)正極合剤、La0.9Ba0.1F2.9電解質、PbF2負極合剤を電気化学セルで圧粉して成

形し、ペレット化することで全固体電池を構成した。充放電試験の結果、鉄イオンのレドックスの理

論容量(フッ化物イオン1つ分)を大幅に超えた容量を得ることができた。特に、Ca0.8Sr0.2FeO2 (x = 0.8)

の系ではフッ化物イオン3個分に相当する高い充放電容量600 mAh/gを示した(図1(b))。活性化後の

充電過程では－1.35~0.31 V vs. Pb/PbF2の領域と0.60~2.60 V vs. Pb/PbF2の領域の2段階で反応が進行

し、放電過程では－0.59 V vs. Pb/PbF2、0.36~0.59 V vs. Pb/PbF2の2段階で反応が進行することが示唆

された。主なインサーション型 LIB 正極の容量密度との比較では、最も大きな放電容量を示した

Ca0.8Sr0.2FeO2 (x = 0.8)は特異的に大きな容量密度を有することが明らかとなり、フッ化物イオン電池用

インサーション型正極として有望であることが示唆された。 

 
 
Ba2NFの固体電解質としての特性評価 

(Ba,A)2NF (A = Na, K)の合成には固相反応法を用いた。この過程においてBa不純物を抑制するため

に原料粉としてBa3N2を選択する工夫を凝らした。出発原料粉であるBa3N2, BaF2, KF, NaFをAr雰囲

気のグローブボックス中で混合した。その後、これらの粉末をペレット状に圧粉し、Moホイルで包

んだ状態で、Ar 雰囲気中にて 725 ℃で 120 時間焼成した。X 線回析(XRD)測定により、相の同定を

行った。交流インピーダンス測定により、試料のイオン伝導率を評価した。また、SQUID 磁束計を

用いて、磁化測定を行った。 

 XRD測定の結果、少量のBaF2は存在するものの、ピークに指数付けが可能であることからほぼ単

相の Ba2NF が得られたことを確認できた。また、結晶構造解析の結果、化学量論比に相当する F が

Ba2N層の層間に存在した(図2(a))。この試料のインピーダンス測定の結果、Ba2NFはバルク伝導率は

低く、絶縁体的であった。磁化の温度依存性は、基本的には常磁性的なふるまいを示した。また、高

磁場では反磁性が現れ、電子絶縁性が示唆された。 

次にFサイトに空孔を導入するために、2価のBaサイトを1価のNaやKで置換した。放射光XRD

測定の結果、Ba1-xNaxNF1-xとBa1-xKxNF1-xともに、x = 0.2付近まで単相試料が得られることがわかった。

Na置換とともに格子定数は減少し、K置換とともに格子定数は増加した。これは、Na < Ba < Kのイ

オン半径の大きさを反映している。また、SEM-EDX測定により、構成元素の含有を確認した。基本 

 

図1 Ca0.8Sr0.2FeO2の(a)結晶構造

と(b)充電曲線。Ca: 青, Sr: 緑, Fe: 

茶, O: 赤である。充放電曲線の左

の矢印から順に、Fe2+、Fe3+、On-

とカチオンやアニオンの価数が

変化する。 
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的には混合導電体であったが、化学フッ化により、純粋なフッ化物イオン伝導の発現に成功した(図

2(b))。 
 

 
 
 
【考察】 

(Sr,Ca)FeO2正極の電池特性評価 

 充放電機構を考察するために、SPring-8にてX線吸収分光法を用いた測定を行った。Fe K-edgeは

硬XAS測定、O K-edgeとF K-edgeは軟X線XAS測定を用い、いずれも蛍光収量法によって測定し

た。 

初回充電における鉄イオンの価数の変化はF = 0.5まででほぼ完結していることが確認された。す

なわち、2 価/3 価の鉄イオンのレドックスによってフッ化物イオン 0.5 個分の挿入脱離が行われてい

ることが示唆された。活性化処理後の全ての組成でF = 1までの挿入脱離は鉄イオンのレドックスに

伴って起きていることがわかった。 

O K-edgeのXAFSスペクトルより、F > 1では、酸化物イオン(O2− )のレドックスが進行し、正孔を

有する酸化物イオンOn- ( n < 2)あるいは酸素分子が生成していることが示唆された。O K-edgeのXAFS

スペクトルのピーク強度の変化より、鉄イオンが3価となったあとの電荷補償は、酸化物イオンのレ

ドックスが担うことがわかった。一方で、フッ化物イオンはレドックスによる電荷補償には関与せず、

鉄イオンに配位・脱配位する形で挿入脱離がおこなわれていることがわかった。 

 
Ba2NFの固体電解質としての特性評価 

 化学フッ化により、フッ化物イオン伝導が発現する機構について、中性子回折測定と第一原理計算

により解明した。電子と散乱するX線では軽元素Fの情報が得られにくいため、中性子回折により、

フッ素の原子位置や占有量を精密化した。その結果、フッ化前では、化学両論組成よりもフッ素が欠

損していた。一方、フッ化すると化学両論比になっていた。 

化学フッ化前には、結晶格子中に電子がアニオン電子として存在する電子化物の状態になってい

た。化学フッ化すると、このアニオン電子がフッ化物イオンへ交換されることが示唆された。このよ

うに、電子化物由来の物質群で、初めてイオン伝導の発現を実証し、固体電解質としての道を拓いた。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 2 Ba1-xKxNF1-x の(a)結晶構造と

(b)インピーダンスのナイキストプ

ロット。Ba1.8K0.2NF0.8において、ス

パイク状の立ち上がりが観測さ

れ、フッ化物イオン伝導の発現が

示唆された。 


