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INTRODUCTION 

	 燃料電池は負極の活物質に水素、正極の活物質
に酸素を用い、活物質同士の化学反応を利用して
電力を得る装置であり、地球温暖化等の環境問題
を解決するクリーンなエネルギー源としてその
実用化が期待されている。しかしながら、水素は
通常気体であるため取り扱いが難しく、その製造
法や貯蔵法が実用化への問題点の一つとなって
いる。これに対し近年注目されているのが（金属）
空気電池である。空気電池は燃料電池の一種であ
るが、負極の活物質には亜鉛やアルミニウム等の
純金属を用いるため取り扱いが容易である。また
電池は正極側に活物質を必要とせず、その分電池
内に負極の活物質を多く充填できることから従
来の電池に比べて放電容量を大きくできるとい
う利点がある（Fig. 1）ため、リチウムイオン電池
に代わる電源として近年、様々な金属を負極側活
物質に用いた研究が行われており、亜鉛を用いた
ものは既に実用化されている。一方、空気電池の
問題は、使用後金属が酸化（水酸化）するため再
利用するためには金属を還元する必要があると
いう点にある。最近は空気電池の二次電池化を目
指した研究も多いが、実用化には至っていない。	 
筆者らはこれまで、水素発生源として用いること
を目的に、液中レーザーアブレーション法を用い
て酸化鉄の還元・ナノ粒子化を 1段階で行う簡便
な手法の開発に関する研究を行ってきた。その結
果、有機溶媒や水等の溶媒中で酸化第二鉄（Fe2O3）
粉体にパルスレーザーを照射することで、酸化第
二酸化鉄の鉄（Fe）への還元およびナノ粒子化が

起こることが分かった。また実際に水素発生実験
を行い、生成物と水との反応により高効率で水素
が生成することがわかった[1]。このことから、本
手法を空気電池の研究に用いられる他の金属に
も適用できれば、生成物を空気電池の材料にその
まま使用することができるだけでなく、使用後の
電池を回収し内部の金属酸化物を還元・微細化す
ることにより、電池のリサイクルも可能になると
考えられる。本研究では、液中レーザーアブレー
ション法を用いて空気電池に用いられる代表的
な金属の一つであるマグネシウムの酸化物
（MgO）の還元・ナノ粒子化実験を行い、生成物
の物性にについて検討した。また、生成物を用い
て実際に水素発生実験、および空気電池を作製し
てそれらの電気的特性について検討した。 

MATERIALS AND METHODS 

	 Fig. 2 に液中レーザーアブレーション実験の配
置図を示す。ターゲット試料には酸化マグネシウ
ム粉体（MgO特級、純度< 98%、キシダ化学）を
用いた。溶媒には純水および有機溶媒であるアセ
トン（分光分析用、純度	 >99%、和光純薬）を用
いた。ガラス製の容器に定量の MgO と溶媒を加
え、マグネットスターラーによる撹拌を行いなが
らレンズ集光したレーザーを照射した。レーザー
光源には、低繰り返しナノ秒パルス Nd:YAGレー
ザー（波長 1064nm、パルス幅 8ns（FWHM）、繰
り返し周波数 10Hz、強度 < 2.4W）、高繰り返しマ

 
Fig.1 A princpile diagram of a metal air battery 

	 
 
Fig. 2. Experimental setup of laser ablation in 
liquids 



イクロチップ Nd:YAG パルスレーザー（波長
1064nm、パルス幅 8ns、繰り返し周波数 18KHz、
強度~300mW）を使用した。またパルスレーザー
との比較のため、cwレーザー（波長 1030nm、強
度< 2.5W）を用いた照射実験についても同様に行
った。 

RESULTS AND DISCUSSION 

	 液中レーザーアブレーションによる生成物の
典型的な例として、Fgi.3（左）に溶媒（水）5ml
中にMgOを 1g加えた試料に高繰り返し Nd:YAG
レーザー（~300mW）を 10分間照射した後、生成
物を乾燥させたものの写真を示す。照射前の MgO
粉体は白色を示す（Fig.3 右）が、レーザー照射
後の試料は灰色に変化し、さらに粒子の微細化も
進んでいることがわかった。この結果は、レーザ
ー照射により白色の MgO の還元・微細化が起こ
り、金属マグネシウム（Mg）が生成することを示
すと考えられるが、MgO粒子は高温（>50℃）で
水と水和反応を引き起こし、水酸化マグネシウム
（Mg(OH)2）を生成する可能性もある

[2]。この場
合レーザー光は主に熱源として作用するが、同様
の条件での cw光による照射実験を行ったところ、
試料に色彩の変化および微細化は見られなかっ
た。このことから、MgOの還元・微細化にはパル
スレーザーによるアブレーション過程が関与す
るものと考えられる。しかし一方、低繰り返し
Nd:YAGレーザーを用いた場合には、低繰り返し
レーザーの照射条件に対してピーク強度を約 5倍
（5×109J/pulse）、照射時間を 3 倍（30min.）とし
た条件で、アセトン溶媒中でのみ MgO 粒子の色
の変化およびナノ粒子化（粒径約 60nm）が観測
されたのみで、ピーク強度および全入射エネルギ
ーがより低い条件では、試料に色や粒径等の変化
は明確には見られなかった。この主な要因はレー
ザーの繰り返し周波数であり、低繰り返しレーザ
ーでは照射回数が十分でなく反応が十分に進行
していないと考えられるものの、一方で MgO の
還元過程は、レーザーアブレーションによる直接
的な１段階での（分解）反応ではなく、熱反応（水
和）による Mg(OH)2の生成とアブレーション過程
がともに関与した多段階過程で起こる可能性も
考えられる。高ピーク強度ではあるが繰り返し周
波数が低いレーザー光源では、試料への熱効果が
抑制される可能性がある。次に自作した水素発生
装置[2]を用い、両パルスレーザーの照射により得
られた各生成物を水と反応させ、発生した水素量
を計測した。その結果、高繰り返しレーザー照射
後の場合、生成物が全て Mgであると仮定した場
合に得られる理論的発生水素量の 98.2%の気体が
発生した。計測時に混入する空気の影響もあるも
のの、かなりの高効率で MgO の Mg への還元が
起こるという結果を得た。一方低繰り返しレーザ
ー照射では試料の水素発生量は理論値の約 35%
で、やはり還元効率が低下することがわかった。 
	 次に、高い還元効率が得られた高繰り返しレー
ザー照射試料を用い、実際に空気電池用の負極電
極を作成し、その電気的特性を調べた。電極は、
レーザー照射後乾燥した試料 1gと 10mgの Agペ
ースト（大研化学工業）を混合、焼成してペース

ト化し、金属板の上に塗布してホットプレートで加熱し作
成した。Ag ペーストを混合する理由は、還元 Mg
ナノ粒子表面の酸素を外し、配位結合に金属を組
み込み、安定した分散特性を得るためである。
XRD分析の結果、作成した電極の組成は Ag、Mg
が殆どで MgO や Mg(OH)2はほぼ存在せず、また
シェラー式による見積から、金属結晶の平均サイ
ズは約 4nm と微細な構造を持つことがわかった。
電池の電解液には飽和食塩水を、酸素を供給する正極には
炭素電極を用いた。Fig. 4に、作成した Mgペースト
空気電池（図中■）と、比較のため金属 Mg板を
負極に用いた空気電池（図中□）の V-I特性の計
測結果を併せて示す。出力電流は、金属Mg板電池では
最大で150mA、Mgペースト電池では120mAであった。出
力電圧はMgペーストのほうが0.1V低いが、これは金属板と
焼成Mgの結晶構造の違いによる電圧降下であると考えられ
る。またMgペースト電池では電解液注入から10分後には電
圧が若干上昇しており（図中大■）、安定な状態を形成するま
で時間を要するものと考えられる。 

	 本研究では、液中レーザーアブレーション法によりMgO
の還元・ナノ粒子化を行い、生成物が水素発生源および空気
電池の負極活物質として高機能を示すことが明らかとなった。
一方、その機構については、レーザーパルスの繰り返し周波
数との関連が見られたものの、現状では詳細は明らかではな
い。今後他の金属（ Zn、Al等）の検討も含めさらに研究を
進めて行く予定である。 
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Fig. 3 Photos of MgO powder (right) without 
laser irradioatin, (left) after irradiation (10min.) 
by high-repetition (18kHz) pulsed Nd:YAG laser.  
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Fig. 4 V-I properties of (■)Mg-paste air battery, 
(□)Mg-plate air battery.  


