
4. XPSによる電極表面状態変化の解析

サイクル前
• Pt電極と比較してピーク

強度の低下とピーク電位
差の広がりを確認

不動態膜が表面の一部
を被覆していることを
示唆

サイクル後
• 完全にピークが消失した

サイクル後には完全に
不動態化

(高電位で下向きの曲線が得られたが、これ
はバックグラウンドCVを差分したため）

2. 電気化学測定(CV)

フェロセンによる表面状態の解析薄膜電極による界面のモデル化

問題点
初回充電時に高電位で表面から構造変化がおこり、その
際に放出される高活性な一重項酸素が電解液を酸化分解
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1. 0.5LiCoO2・0.5Li2MnO3薄膜電極の作製

目的
• フェロセンによる表面状態解析を用いて

0.5LiCoO2・0.5Li2MnO3薄膜電極の充放
電前後での表面状態変化を調べる

1. 0.5LiCoO2・0.5Li2MnO3薄膜のキャラクタリゼーション

次世代リチウムイオン電池の課題

3. フェロセンを用いた電極表面状態変化の解析

2. リチウムイオン脱離挿入サイクル

■緒言

リチウムイオン電池用高エネルギー密度正極材料の表面状態の解析
(兵庫県立大院・工)稲本純一・バスコロ慧ジョシュア・松尾吉晃

■実験

■結言
• PLD法により粉末試料と同じ特性を持つ0.5LiCoO2・0.5Li2MnO3薄膜電極の作製に成功した
• 0.5LiCoO2・0.5Li2MnO3は初回サイクル後に表面のLi2CO3が減少した一方で電解液の酸化分

解生成物が表面全体を覆ったため、電極表面の完全な不動態化が進行した

■結果と考察

• フェロセンのレドックス反応速度の
変化から電極表面状態を解析できる[1]

• 電極表面に不動態被膜が形成されると
レドックスピークが消滅

Fig. Cyclic voltammograms of the
0.5LiCoO2・0.5Li2MnO3 thin-film electrode.

Fig. Raman spectrum of the prepared
thin film.

• XRD、ラマン測定ともに既報と同様のピーク[2-3]が認められた
• 粉末試料と同じ構造をもつ0.5LiCoO2・0.5Li2MnO3薄膜が得られた

Fig. Cyclic voltammograms of
redox reaction of ferrocene on
0.5LiCoO2 ・ 0.5Li2MnO3 thin-film
electrode before and after cycling
in LiClO4/PC at 30 ℃ . • C1sよりサイクル前は289 eV付近に炭酸由来のピークが、

サイクル後は285 eV付近に炭素同士の結合由来のピークが
検出され、それぞれLi2CO3と電解液の酸化分解物と思われる

Fig. XRD pattern of the prepared thin film.
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Fig. A schematic
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• Li2MnO3を固溶させたLi過剰型正極は、従来の正極材料
と比較して高容量であるため実用化が期待されている

Table Preparing condition of 
0.5LiCoO2・0.5Li2MnO3 thin-film

＊

Fig. X-ray photoelectron spectra of
0.5LiCoO2 ・ 0.5Li2MnO3 thin-film
electrodes before and after cycling
at 30℃.

Table Atomic concentration at the surface region
of pristine and cycled 0.5LiCoO2・0.5Li2MnO3 thin-
film electrode evaluated from XPS spectra.

電解液の酸化分解物が活物質表面に被膜形成？
以降の電気化学特性に影響する可能性

Fig. A scheme of surface film formation on Li-rich cathode.

レーザー種 YAGレーザー

レーザー波長[nm] 266

レーザー強度[W] 0.25

基板 Pt

基板温度[℃] 500

O２圧[Pa] 27

ターゲット-基板間距離[mm] 32

ターゲット組成
0.5Li1.4CoO2・
0.5Li2.8MnO3

• 初回サイクルのみに見られる4.6 V
付近の大きな酸化ピーク

表面からの酸素脱離

• サイクルに伴う3.9 V付近の還元
ピークの減衰と3.1 V付近の還元
ピークの成長

層状岩塩型からスピネル型へ

• 既報の粉末試料と同様のCV形状を
示しているため、モデル電極とし
て適している

の構造変化

• 活物質のみで構成された平滑な電極で活物質
表面を詳細に解析することができる

• 今回はモデル電極として
0.5LiCoO2・0.5Li2MnO3薄膜をPLD法で作製

Fig. A schematic illustration of a thin-film electrode.

電解液 ①1 M LiClO4/PC (1mM ferrocene)
②1 M LiClO4/PC 

作用極 0.5LiCoO2・0.5Li2MnO3薄膜電極

対極
参照極

温度 30℃

Li

電解液②

フェロセンによる表面状態の解析(CV1)

Liイオン脱離挿入(CV2)

電解液①

電解液①

フェロセンによる表面状態の解析(CV1)

サイクル前

5. まとめ

Fig. A scheme of
surface film formation
on Li-rich cathode.

初回サイクル後に電
解液の分解生成物が
表面全体を覆い、完
全に不動態化された
ことが示唆された

サイクル後

Li2CO3
酸化分解物被膜


