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(57)【要約】
【課題】より多様な測定条件の下で電気化学測定を実行
すること。
【解決手段】電気化学測定装置は、測定物質の濃度が第
一閾値以上である第一溶液を保持している第一保持部と
、前記第一溶液に浸漬されている第一作用電極と、前記
第一溶液に浸漬されている第一対極と、前記測定物質の
濃度が前記第一閾値よりも小さな第二閾値以下である第
二溶液を保持しており、前記第一保持部と異なる第二保
持部と、前記第一作用電極と電気的に接続され、前記第
二溶液に浸漬されている第二作用電極と、前記第一対極
と電気的に接続され、前記第二溶液に浸漬されている第
二対極と、前記第二溶液に浸漬されている参照電極と、
前記第一作用電極、前記第一対極、前記第二作用電極、
前記第二対極及び前記参照電極に電気的に接続され、前
記第二作用電極と前記参照電極との間の電位差を掃引す
ることにより、前記第一作用電極の電位を掃引する電位
制御部と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
測定物質の濃度が第一閾値以上である第一溶液を保持している第一保持部と、
前記第一溶液に浸漬されている第一作用電極と、
前記第一溶液に浸漬されている第一対極と、
前記測定物質の濃度が前記第一閾値よりも小さな第二閾値以下である第二溶液を保持し
ており、前記第一保持部と異なる第二保持部と、
前記第一作用電極と電気的に接続され、前記第二溶液に浸漬されている第二作用電極と
、
前記第一対極と電気的に接続され、前記第二溶液に浸漬されている第二対極と、
前記第二溶液に浸漬されている参照電極と、
前記第一作用電極、前記第一対極、前記第二作用電極、前記第二対極及び前記参照電極
に電気的に接続され、前記第二作用電極と前記参照電極との間の電位差を掃引することに
より、前記第一作用電極の電位を掃引する電位制御部と、
を備える電気化学測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、電気化学測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
電気化学測定に関する研究は、基礎科学としての電気化学を発展させる上で重要である
だけではなく、電池、ディスプレイ、センサ等、産業分野への応用も可能であるため、非
常に重要視されている。
【０００３】
電気化学測定に関する技術の一例として、例えば、特許文献１に関する電気化学測定部
が挙げられる。この電気化学測定部は、フロー測定用であり、１対の参照電極と作用電極
を有するセルに別の作用電極を有する別のセルを１もしくは２以上連結したフロー測定用
の電気化学測定部であり、前記電気化学測定部の上流側と下流側に１対の導電性材料より
なる電極を有し、この１対の導電性材料よりなる電極を同電位に保ち対極として用いてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０７−１０３９３６号公報
【０００５】
しかし、この電気化学測定部は、参照電極を試料に浸漬する必要があるため、特殊な参
照電極が使用可能である測定条件又は当該参照電極を正常に使用することができる測定条
件の下でしか電気化学測定を実行することができない。また、仮に連結されたセル以外の
槽等に参照電極を挿入し、セルと当該槽等とを塩橋、液絡等で接続した場合、これらの塩
橋、液絡等を正常に使用することができる測定条件の下でしか電気化学測定を実行するこ
とができない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
そこで、本発明は、より多様な測定条件の下で電気化学測定を実行することができる電
気化学測定装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明の一態様は、測定物質の濃度が第一閾値以上である第一溶液を保持している第一
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保持部と、前記第一溶液に浸漬されている第一作用電極と、前記第一溶液に浸漬されてい
る第一対極と、前記測定物質の濃度が前記第一閾値よりも小さな第二閾値以下である第二
溶液を保持しており、前記第一保持部と異なる第二保持部と、前記第一作用電極と電気的
に接続され、前記第二溶液に浸漬されている第二作用電極と、前記第一対極と電気的に接
続され、前記第二溶液に浸漬されている第二対極と、前記第二溶液に浸漬されている参照
電極と、前記第一作用電極、前記第一対極、前記第二作用電極、前記第二対極及び前記参
照電極に電気的に接続され、前記第二作用電極と前記参照電極との間の電位差を掃引する
ことにより、前記第一作用電極の電位を掃引する電位制御部と、を備える電気化学測定装
置である。
【発明の効果】
【０００８】
本発明によれば、より多様な測定条件の下で電気化学測定を実行することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る電気化学測定装置の構成の一例を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る電気化学測定装置により実行されたサイクリックボルタ
ンメトリーの結果の一例を示す図である。
【図３】一般的な三電極法を採用している電気化学測定装置により実行されたサイクリッ
クボルタンメトリーの結果の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
図１を参照しながら実施形態に係る電気化学測定装置について説明する。図１は、本発
明の実施形態に係る電気化学測定装置の構成の一例を示す図である。図１に示すように、
電気化学測定装置１は、第一保持部１１と、第一作用電極１２と、第一対極１３と、第二
保持部２１と、第二作用電極２２と、第二対極２３と、参照電極３０と、電位制御部４０
とを備える。
【００１１】
第一保持部１１は、測定物質の濃度が第一閾値以上である第一溶液Ｌ１を保持している
電解槽である。第一溶液Ｌ１は、濃度が０．１Ｍ（モーラー）の硫酸ナトリウム水溶液で
あり、測定物質の一例として１２．５ｍＭ（ミリモーラー）のフェロシアン化カリウム（
Ｋ４［Ｆｅ（ＣＮ）６］）が溶解している電解質溶液である。また、ここで言う第一閾値
は、例えば、２．５ｍＭから１．２５ｍＭであり、後述する第二閾値よりも大きな閾値で
あり、当該第二閾値よりも十分に大きな閾値であることが好ましい。さらに、第一保持部
１１内に参照電極３０が存在しないため、第一溶液Ｌ１が高温、高圧等の条件下にあって
もよいし、第一保持部１１が微小な電解槽であってもよい。
【００１２】
第一作用電極１２は、第一溶液Ｌ１に浸漬されている電極である。例えば、第一作用電
極１２は、円柱状の白金電極であり、側面が円筒状の被覆１２Ｃで覆われている。被覆１
２ Ｃ は 、 例 え ば 、 ポ リ エ ー テ ル エ ー テ ル ケ ト ン （ Ｐ Ｅ Ｅ Ｋ ： Poly Ether Ether Ketone
）で作成されており、第一作用電極１２の側面と被覆１２Ｃとの間に第一溶液Ｌ１が浸入
しないよう、第一作用電極１２の側面に密着している。また、第一作用電極１２の端面は
、電気化学測定装置１を使用した電気化学測定が実行される前に研磨されており、第一溶
液Ｌ１と接触している。
【００１３】
第一対極１３は、第一溶液Ｌ１に浸漬されている電極である。例えば、第一対極１３は
、円柱状の白金電極である。
【００１４】
第二保持部２１は、測定物質の濃度が第二閾値以下である第二溶液Ｌ２を保持している
電解槽である。第二溶液Ｌ２は、濃度が０．１Ｍ（モーラー）の硫酸ナトリウム水溶液で
あり、測定物質の一例であるフェロシアン化カリウムが溶解していない。つまり、第二溶
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液Ｌ２は、電解質として硫酸ナトリウムを含む電解質溶液である。また、ここで言う第二
閾値は、上述した第一閾値よりも小さな閾値であり、当該第一閾値よりも十分に小さな閾
値であることが好ましく、ゼロであってもよい。
【００１５】
第二作用電極２２は、第二溶液Ｌ２に浸漬されている電極である。例えば、第二作用電
極２２は、円柱状の白金電極であり、側面が円筒状の被覆２２Ｃで覆われている。被覆２
２Ｃは、例えば、ポリエーテルエーテルケトンで作成されており、第二作用電極２２の側
面と被覆２２Ｃとの間に第二溶液Ｌ２が浸入しないよう、第二作用電極２２の側面に密着
している。また、第二作用電極２２の端面は、電気化学測定装置１を使用した電気化学測
定が実行される前に研磨されており、第二溶液Ｌ２と接触している。また、第二作用電極
２２は、第一作用電極１２と電気的に接続されている。例えば、図１に示すように、第二
作用電極２２は、導線５０により第一作用電極１２と電気的に接続されている。また、導
線５０の形状、材質、配置等は、任意であり、自由に設計されてよい。
【００１６】
第二対極２３は、第二溶液Ｌ２に浸漬されている電極である。例えば、第二対極２３は
、円柱状の白金電極である。また、第二対極２３は、第一対極１３と電気的に接続されて
いる。例えば、第二対極２３は、導線６０により第一対極１３と電気的に接続されている
。また、導線６０の形状、材質、配置等は、任意であり、自由に設計されてよい。
【００１７】
参照電極３０は、第二溶液に浸漬されている基準電極である。例えば、参照電極３０は
、銀‐塩化銀電極であり、銀の表面を塩化銀で被覆した部材をガラス管に保持された塩化
物水溶液に浸漬させた構造を有する。
【００１８】
電位制御部４０は、例えば、ポテンショスタットであり、第一作用電極１２、第一対極
１３、第二作用電極２２、第二対極２３及び参照電極３０に電気的に接続され、第二作用
電極２２と参照電極３０との間の電位差を掃引する。これにより、導線５０により第一作
用電極１２が第二作用電極２２と電気的に接続されているため、電位制御部４０は、第一
作用電極１２の電位を掃引することができる。これにより、電位制御部４０は、電気化学
測 定 装 置 １ に よ る 電 気 化 学 測 定 、 例 え ば 、 サ イ ク リ ッ ク ボ ル タ ン メ ト リ ー （ Ｃ Ｖ ： Cyclic
Voltammetry） を 実 行 す る 。
【００１９】
図２は、本発明の実施形態に係る電気化学測定装置により実行されたサイクリックボル
タンメトリーの結果の一例を示す図である。図２の横軸は、第一作用電極１２の電位を示
している。図２に縦軸は、第一作用電極に流れる電流を示している。つまり、図２は、電
気化学測定装置１により得られたサイクリックボルタモグラムを示している。
【００２０】
電位制御部４０は、図２に示した実験例において、開始電位−０．２Ｖから最大電位＋
０．４Ｖまで第一作用電極１２の電位を増加させた後、最大電位＋０．４Ｖから最小電位
−０．４Ｖまで第一作用電極１２の電位を減少させ、最小電位−０．４Ｖから開始電位−
０．２Ｖまで第一作用電極１２の電位を増加させる処理を三回繰り返している。また、こ
の場合、電位制御部４０は、常に一定の掃引速度２０ｍＶ／ｓで第一作用電極１２の電位
を掃引している。なお、開始電位は、電極反応が起こらない電位である。
【００２１】
図２において第一作用電極１２の電位が増加している場合、第一作用電極１２の端面で
２＋
３＋
は、二価の鉄イオン（Ｆｅ
）の酸化反応が起こり、三価の鉄イオン（Ｆｅ
）と電
−
子（ｅ ）が発生している。
【００２２】
−
この酸化反応により発生した電子（ｅ ）は、第一作用電極１２内に流れ込む。そして
、第一作用電極１２の電位が＋０．１２Ｖに到達しつつある時には当該酸化反応の反応速
−
度が急激に増加することにより、第一作用電極１２の端面に流れ込む電子（ｅ ）が急激
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に増加するため、プラス方向の電流が急激に増加する。
【００２３】
３＋
この酸化反応により発生した三価の鉄イオン（Ｆｅ
）は、第一作用電極１２の端面
近傍に滞留する。そして、第一作用電極１２の電位が＋０．１２Ｖを上回って＋０．１２
Ｖから離れ始めた時には第一作用電極１２の端面近傍に存在する化学種の大半が三価の鉄
３＋
−
イオン（Ｆｅ
）となっていることにより、第一作用電極１２内に流れ込む電子（ｅ
）が急激に減少するため、プラス方向の電流が急激に減少する。
【００２４】
したがって、図２に示したサイクリックボルタモグラムの＋０．１２Ｖ付近に上向きの
ピークが表れていると考えられる。なお、図２において第一作用電極１２の電位が増加し
−
ている場合、第一対極１３の表面では、第一作用電極１２に流れ込んだ電子（ｅ ）によ
り何らかの還元反応が起こる。例えば、水（Ｈ２Ｏ）の還元反応が起こり、水素（Ｈ２）
−
と水酸化物イオン（ＯＨ ）が生じる。
【００２５】
図２において第一作用電極１２の電位が減少している場合、第一作用電極１２の端面で
３＋
２＋
は、三価の鉄イオン（Ｆｅ
）の還元反応が起こり、二価の鉄イオン（Ｆｅ
）が発
生している。
【００２６】
３＋
−
この還元反応で三価の鉄イオン（Ｆｅ
）が取得する電子（ｅ ）は、第一作用電極
１２の端面から供給される。そして、第一作用電極１２の電位が＋０．０５Ｖに到達しつ
つある時には当該還元反応の反応速度が急激に増加することにより、第一作用電極１２の
−
端面から供給される電子（ｅ ）が急激に増加するため、マイナス方向の電流が急激に増
加する。
【００２７】
２＋
この還元反応により発生した二価の鉄イオン（Ｆｅ
）は、第一作用電極１２の端面
近傍に滞留する。そして、第一作用電極１２の電位が＋０．０５Ｖを下回って＋０．０５
Ｖから離れ始めた時には第一作用電極１２の端面近傍に存在する化学種の大半が二価の鉄
２＋
−
イオン（Ｆｅ
）となっていることにより、第一作用電極１２の端面から電子（ｅ ）
３＋
を取得する三価の鉄イオン（Ｆｅ
）が減少しているため、マイナス方向の電流が急激
に減少する。
【００２８】
したがって、図２に示したサイクリックボルタモグラムの＋０．０５Ｖ付近に下向きの
ピークが表れていると考えられる。なお、図２において第一作用電極１２の電位が減少し
−
ている場合、第一対極１３の表面では、第一作用電極１２により供給された電子（ｅ ）
により発生した電荷の偏りを相殺する方向に水の電気分解の可逆反応が進行する。
【００２９】
また、図２に示したサイクリックボルタモグラムの＋０．１２Ｖ付近の上向きのピーク
２＋
と＋０．０５Ｖ付近の下向きのピークの中間の電位は、二価の鉄イオン（Ｆｅ
）及び
３＋
三価の鉄イオン（Ｆｅ
）の可逆半波電位に近似することができる。さらに、この電位
は、標準酸化還元電位に近似され得る。
【００３０】
図３は、一般的な三電極法を採用している電気化学測定装置により実行されたサイクリ
ックボルタンメトリーの結果の一例を示す図である。図３に示したサイクリックボルタモ
グラムが得られた場合において電解槽に保持されている溶液は、濃度が０．１Ｍ（モーラ
ー）の硫酸ナトリウム水溶液であり、測定物質の一例として２．５ｍＭ（ミリモーラー）
のフェロシアン化カリウム（Ｋ４［Ｆｅ（ＣＮ）６］）が溶解している電解質溶液である
。また、図３に示したサイクリックボルタモグラムが得られた場合における開始電位、最
大電位、最小電位及び掃引速度は、それぞれ−０．１Ｖ、＋０．８Ｖ、−０．４Ｖ及び２
０ｍＶ／ｓである。図３に示したサイクリックボルタモグラムは、＋０．１２Ｖ付近に上
向きのピークを有し、＋０．０８Ｖ付近に下向きのピークを有している。
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【００３１】
図２に示したサイクリックボルタモグラムが図３に示したサイクリックボルタモグラム
に類似している。このため、電気化学測定装置１は、一般的な三電極法を採用している電
気化学測定装置により実行されるサイクリックボルタンメトリーに比較的近いサイクリッ
クボルタンメトリーを実行していると考えられる。
【００３２】
なお、図２において第一作用電極１２の表面電荷がプラスの電位である場合、すなわち
第二作用電極２２の表面電荷がプラスの電位である場合、第二作用電極２２の端面近傍に
２−
−
マイナスの電荷をもつ硫酸イオン（ＳＯ４
）、水酸化物イオン（ＯＨ ）などが集ま
＋
り、第二対極２３の表面近傍にプラスの電荷をもつナトリウムイオン（Ｎａ ）、オキソ
＋
イウムイオン（Ｈ３Ｏ ）などが集まる。一方、図２において第一作用電極１２の表面電
荷がマイナスの電位である場合、すなわち第二作用電極２２の表面電荷がマイナスの電位
＋
である場合、第二作用電極２２の端面近傍にナトリウムイオン（Ｎａ ）、オキソイウム
＋
−
イオン（Ｈ３Ｏ ）などが集まり、第二対極２３の表面近傍に、水酸化物イオン（ＯＨ
）などが集まる。なお、第二溶液Ｌ２のこれら二種類の状態は、電気二重層と呼ばれる。
【００３３】
以上、実施形態に係る電気化学測定装置１について説明した。電気化学測定装置１は、
第二作用電極２２と参照電極３０との間の電位差を掃引し、導線５０により第二作用電極
２２に電気的に接続されている第一作用電極１２の電位を掃引する。また、電気化学測定
装置１は、第一作用電極１２が浸漬されている第一溶液Ｌ１を保持している第一保持部１
１に参照電極３０を浸漬させる必要が無い。
【００３４】
したがって、電気化学測定装置１は、参照電極３０が正常に使用され得ない条件下であ
っても測定物質の電気化学測定を実行することができる。ここで言う参照電極３０が正常
に使用され得ない条件は、例えば、測定物質の濃度が第一閾値以上である第一溶液Ｌ１が
高温又は高圧である条件、第一溶液Ｌ１を保持する第一保持部１１が微小である条件であ
る。さらに、電気化学測定装置１は、このような効果を奏するため、超高圧下にある溶液
内で起こる化学反応のメカニズムの研究、超高温下で使用されるロボットに搭載される電
池の挙動に関する研究等、様々な研究分野及び産業分野でも有用であるといえる。
【００３５】
なお、上述した実施形態では、第一溶液Ｌ１及び第二溶液Ｌ２が撹拌されていない場合
に電気化学測定装置１が電気化学測定を実行する場合を例に挙げて説明したが、これに限
定されない。例えば、電気化学測定装置１は、第一溶液Ｌ１及び第二溶液Ｌ２の少なくと
も一方が撹拌されている場合に電気化学測定を実行してもよい。
【００３６】
また、上述した実施形態では、第一保持部１１及び第二保持部２１が槽である場合を例
に挙げて説明したが、これに限定されない。例えば、第一保持部１１は、内部を第一溶液
Ｌ１が流れる管状の部材であってもよい。同様に、第二保持部２１は、内部を第二溶液Ｌ
２が流れる管状の部材であってもよい。さらに、これらの場合、第一溶液Ｌ１を管内に流
すために加圧することが必要になる場合があるため、電気化学測定装置１と同様の原理を
使用した電気化学測定が有効になることが想定される。
【００３７】
また、上述した実施形態では、第一溶液Ｌ１及び第二溶液Ｌ２が電解質溶液である場合
を例に挙げて説明したが、これに限定されない。例えば、第一溶液Ｌ１及び第二溶液Ｌ２
の少なくとも一方は、イオン液体であってもよい。
【００３８】
また、上述した実施形態では、第二溶液Ｌ２に測定物質が溶解していない場合を例に挙
げて説明したが、これに限定されない。例えば、第二溶液Ｌ２に測定物質が溶解していて
もよい。
【００３９】
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以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施
形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々の変形、置
換及び設計変更の少なくとも一つを加えることができる。上述した各実施形態に記載の構
成を組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００４０】
１…電気化学測定装置、１１…第一保持部、Ｌ１…第一溶液、１２…第一作用電極、１
３…第一対極、２１…第二保持部、Ｌ２…第二溶液、２２…第二作用電極、２３…第二対
極、３０…参照電極、４０…電位制御部、５０，６０…導線

【図１】

【図２】

(8)

【図３】
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