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リチウムイオン電池の大容量化、長寿命化を目指して、新たな電
極活物質材料として合金系負極や酸化物負極の開発を行ってい
ます。また、これら電極の表面処理を行うことにより高性能化を
図ります。

To achieve advanced lithium-ion batteries, we focus alloys 
and oxides as electrode materials, and their performance is 
improved by surface modifications.

エネルギーの効率的利用、省エネルギー社会の構築において蓄電技
術が重要です。大容量かつ長寿命な次世代型リチウムイオン電池の
実現に向けた研究に取り組んでいます。

We are developing next-generation lithium-ion batteries with 
large capacities and long cycle lives for energy saving and 
effective use of energy.

全固体電池において問題となっている大きな界面抵抗を低減し、
高速充放電が可能な固体電池の実現を目指します。薄膜技術を
用いて構造、組成を制御した電極/電解質界面を構築し、イオン
の伝導機構を解明します。

To reduce electrode/electrolyte interface resistances in all 
solid state batteries, configuration and composition of the 
interfaces have been controlled using thin film techniques.
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