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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 

 

 二次電池の性能を革新的に向上できる高圧力の効果について系統的に研究を進めた．まず，最

もクラッシクな鉛蓄電池を取り上げ，高圧力下で充放電できるシステムを開発した．本研究では

静水圧としての高圧力を意味するものである．鉛蓄電池は，充放電に伴う電池反応と電極の状態

変化が明らかになっているので，高圧力の影響を予想しやすい．一般に，圧力は温度と比較して

状態変化への影響が小さいが，日常的にありえない 100MPa 以上の高圧力では未知の現象を引き

起こす可能性がある． 

 高圧力の基本的で確実な効果を検討するため，Plante型の鉛蓄電池で各種実験を行った．始め

に，電極の初期化成における高圧力の影響を検討した結果，高圧力下では高電流（高速）でも初

期化成を行うことができ，高速に鉛蓄電池を製作できることを明らかにした．次に，初期化成し

た標準電極を用いて，どこまで高電流（高速）で充電できるかの高速充電における高圧力の影響

を検討した結果，100MPaで 0.1MPaの約 40倍程度の速度で充電できることを明かにした．さらに，

鉛蓄電池の電極の耐久性と電気容量の増加における高圧力の影響を検討した結果，高圧力下では

電極上の活物質の脱落が極端に少なく，さらに二次化成においてはより高速に電気容量を向上で

きることを明らかにした． 

 このように，高圧力が電極の充放電において有効に作用する理由は，大気圧に比べて圧倒的に

低エントロピー環境にあることで，電極の劣化が極端に遅くなること，高電流でも気泡の発生が

ないこと，初期状態の電極に保たれる状態にあることなどに起因する． 

 その他の二次電池の充放電でも高圧力の同様の効果が期待されるため，市販のニッケル水素電

池の充放電における高圧力の影響を実験した．その結果，ニッケル水素電池でも 3MPa 程度の圧

力で，0.1MPaの３倍程度高寿命になることを明らかにした． 
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欧文概要 ＥＺ 

 
 I have studied the effect of high pressure that can innovatively improve the performance of the secondary battery. To 
examine the fundamental and reliable effects of high pressure, it was subjected to various experiments of the Plante type 
lead-acid battery. First, we have examined the effects of high pressure in the initial formation of the electrodes under high 
pressure, it was possible to perform the initial formation even high current (high speed). Next, using the standard 
electrodes, the faster charge could be done with high current (high speed), that could be charged at a rate of about 40 times 
of 0.1MPa at 100MPa. Furthermore, we examined the effects of high pressure in increased durability and the capacitance 
of the lead-acid battery electrodes, the drop of the active materials from the electrodes were rarely observed on the under 
high pressure, and the secondary formation of electrodes was revealed to improve the capacity. 
 The reason why the high pressure acts effectively in charging and discharging of the electrodes, and that it was in a 
predominantly low entropy environment as compared to atmospheric pressure, the deterioration of the electrode was 
extremely slow, even at a high current. 
 Since the same effect of high pressure in the charge and discharge of the other secondary battery could be expected, we 
studied the effect of high pressure in the charging and discharging of a commercial nickel-hydrogen battery. As a result, a 
pressure of about 3MPa in nickel-hydrogen batteries was revealed to be a 3 times higher life of 0.1MPa. 
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