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INTRODUCTION 

	 （金属）空気電池とは金属と酸素を反応させ電

力を取り出す装置であり、次世代の汎用電源とし

て期待されている。この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（Fig. 1）、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。このことから

近年、リチウムイオン電池に代わる電源として

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、一部実用化もされている。通常空気電

池は、充電可能な 2次電池の代わりに負極をカー
ドリッジ化して用いる１次電池として利用され

る。この理由は使用後の金属が粉末状の金属酸化

物となるためであるが、この金属酸化物を金属に

戻す（還元）することができれば、空気電池はリ

サイクル可能なクリーンエネルギー源としてそ

の応用範囲は大きく広がるものと考えられる。 
	 我々はこれまで、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。この手法は液体中の金属（酸化物）にレーザ

ー光を照射して高温状態を作り出し、金属酸化物

を瞬時にプラズマ化、原子化させることで酸素と

金属を分離（還元）する。その後金属が照射点近

傍を離れると周囲の液体により急速に冷却され、

原子同士が凝集しナノ粒子化する。この方式では

液体が冷却剤となるため、チャンバーや冷却ガス

等を必要とせず、シンプルな装置作成が可能であ

る。これまでの研究の結果、酸化第二鉄（Fe2O3）

粉体の懸濁液にパルスレーザーを照射すること

で酸化第一鉄（Fe3O4）あるいは鉄（Fe）への還元・
ナノ粒子化が起こることがわかった 1)。また酸化

マグネシウム（MgO）を用い、レーザー照射後の
生成物から空気電池電極を作成してその電気特

性を調べた結果、通常の Mg金属板を用いた空気
電池と比べ同程度の出力電圧と電流特性が得ら

れ、液中レーザーアブレーションにより比較的効

率良く MgO の還元・ナノ粒子化が起こることが
わかった。本研究では、新たな金属酸化物材料と

して酸化亜鉛（ZnO）粉体を用いてレーザー還元・
ナノ粒子化実験を行い、生成物の物性や電気特性

等について検討した。亜鉛は燃料電池や空気電池

への実用化例もあり、本手法の有用性についてよ

り実用に近い形で検証できる。 

MATERIALS AND METHODS 

	 液中レーザーアブレーション実験の手法を以

下に示す 1)。反応槽には底部が円錐状となってい

る梨型フラスコを用いた。酸化亜鉛粉体と溶媒を

加えた後、酸素の影響を抑制するためアルゴン置

換を行い、フラスコの底部からレーザー光を打ち

上げる方式である。この方式には、粒径の大きな

酸化鉄粉末は底部に沈殿するためレーザー光を

粉体試料に直接照射できる、照射により微細化し

た試料は溶媒内に分散するが、溶媒の熱対流によ

り撹拌と同様の効果が得られる、等の利点がある。

照射試料には、酸化亜鉛粉体（ZnO、純度 99.9%、
粒径~5µm、和光純薬）を用いた。溶媒には水、エ
タノール（EtOH）、アセトニトリル（MeCN）を
用いた。レーザー光源にはナノ秒パルス YAG レ
ーザー（Surelite II、コンティニュアム、波長1064nm、
パルス幅 8ns（FWHM）、ビーム径 6mmφ、強度
<300mJ/pulse、繰り返し周波数 10Hz）を用いた。

 
Fig.1 A princpile diagram of a metal air battery 



レーザー照射後の懸濁液は吸光光度計（V-570、
日本分光）による吸収スペクトル測定を行い、生

成粒子の粒径観測および組成分析には走査透過

電子顕微鏡（STEM）（TEM-ARM200F、日本分光）
を使用した。 

RESULTS AND DISCUSSION 

	 液中レーザーアブレーションによる生成物の

例として、Fig. 2(a)、(b)に MeCNおよび EtOH各
30mlにZnO 5mgを加えた懸濁液試料にNd3+:YAG
レーザー（2.8W（280mJ/pulse））を 1 時間照射し
た後の写真をそれぞれ示す。照射前の ZnO粉体は
白色であるが、照射後の試料は MeCNでは黄〜茶
色に、EtOH 中では黒色にそれぞれ変化した。同
様の変化はレーザー照射波長を二倍波（532nm, 
1.3W,10Hz）および三倍波（355nm, 0.35W, 10Hz）
に変更した場合にも観測された。これらの色の変

化の要因には、レーザーによる ZnOのナノ粒子化
および還元による Zn ナノ粒子の生成、溶媒分子
の熱分解等の変成が挙げられる。そこでこれらの

試料の吸収スペクトルを観測し、同様に溶媒中で

亜鉛（Zn）粉体をレーザー照射して作成した Zn
ナノ粒子懸濁液のそれと比較した。Fig. 3 に、
ZnO/MeCN懸濁液にレーザー（355nm）を 1時間
照射したもの（図中実線）、Zn/MeCN 懸濁液に同
様にレーザー照射した後の吸収スペクトル（図中

点線）を示す。共に 250nm、350nm付近に吸収ピ
ークが生成している。Zn、ZnOナノ粒子の吸収帯
はそれぞれ 240nm、350nm付近に存在することが
報告されており 2,3)、おそらくレーザーアブレーシ

ションによる ZnOの還元・ナノ化が起こるものと

考えられる。ZnOナノ粒子の吸収帯が見られるの
は、スペクトル観測時に Zn ナノ粒子の一部が空
気中の酸素と反応し再酸化するためである。一方、

溶媒に EtOH を用いた場合、また基本波および二
倍波を用いた実験では、これらの吸収帯は顕著に

は見られなかった。これはおそらく、溶媒の一部

が熱反応により炭化等の変性を引き起こし、生成

ナノ粒子の凝集を促進するためであると考えら

れる。Fig. 4に、 ZnO/EtOHのレーザー照射後（Fig. 
2(b)）の STEM 画像を示す。生成粒子はほぼ球形
であり、10~50nmの小粒径のものが多く生成して
いる。EDXによる組成分析を行ったところ、粒子
内部の組成は 96%以上が Zn であった。O の組成
比は 3%以内で再酸化が起こりやすい粒子表面に
集中しており、内部にはほぼ存在しないことが分

かった。また粒子に含まれる炭素成分も 2%以下
と低く、炭化した溶媒の影響は小さい。これらの

ことからレーザーにより ZnOの還元・ナノ粒子化
が十分に可能であることが明確となり、また生成

Znナノ粒子の純度も高いことが明らかとなった。 
	 次に、ZnO/EtOH のレーザー照射により作成し
た還元 Zn ナノ粒子を用いて電極を作成し、その
電気特性について検討した。レーザー照射後の生

成粒子 50mg を 250℃のホットプレート上で 5 分
間焼成し電極を作成した。この電極を用いて空気

電池を作成したところ、出力電圧は 1.4V と通常
の亜鉛空気電池のそれと遜色ない値が得られた。

またこの電池を用いて LED の点灯試験を行った
ところ 10 時間以上の駆動を確認でき、本手法の
有用性を示すことができた。 

	  
 
 

 
	
	
 
Fig. 4 TEM images of ZnO particles after irradiation  
(1 hour) by ns-pulsed Nd3+:YAG laser (1064nm, 280mJ 
/pulse, 10Hz) in ethanol. 
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Fig. 2 Photos of (a)ZnO/acetonitrile, (b)ZnO/ethanol 
suspensions after irradiation (1 hour) by ns-pulsed 
Nd3+:YAG laser (1064nm, 280mJ/pulse, 10Hz).  
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Fig. 3 Absorption spectra of ZnO/acetonitrile (solid 
line), ZnO/acetonitrile (dotted line) suspensions after 
irradiation (1 hour) by third harmonic of ns-pulsed 
Nd3+:YAG laser (35mJ/pulse, 10Hz). 


