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物質・材料研究機構（NIMS）
大型スーパードライルームでの露点管理

― 最先端のリチウム空気二次電池の研究を支えるヴァイサラの計測技術

国立研究開発法人

物質・材料研究機構（NIMS） NanoGREEN/WPI-MANA棟

NIMS蓄電池基盤プラットフォーム
スーパードライルーム内DMT152
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課題
次 世 代 の 蓄 電 池として注 目されてい
る「リチウム空 気 二 次 電 池」の研 究 開
発には、従来のリチウム電池に必要な
環境（ -60°
C 〜）以上の超低露点環境
（ -90°
C 〜）が前提条件となり、管理や
制御は極めて困難でした。

■

■

グローブボックス内の狭い空間での作
業は作業効率が悪く、大型の施設が望
まれていましたが、管理面積が大きくな
るほどより高度な管理技術（シミュレー
ション予測等）が必要とされます。

■

シミュレーション予測と共に、信頼性が
高く、微細な変化にも応答性が早い高
精度の露点計測が必要でしたが、露点
計には応答速度や精度に関するトラブ
ルが多く、製品の選択には、確実な試験
結果や、長期的な運用への対応などを
入念に検討する必要がありました。

■

他社露点計メーカーの校正・修理サー
ビスには不安がありました。

「究極の電池」
として注目されています。
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世界トップクラスの面積をもつ大型スー
パードライルームは、
室内での電池試作
や評価テストの作業効率を飛躍的に向
上させ、
最先端の実験を可能にします。

■

露 点 の 多 点 計 測を連 続 的に行うこと
で、露 点 の 変 化 や異 常を瞬 時に検 知
し、モニターで可視化できます。

■

定期的に校正を実施することで、
トレー
サビリティを確保でき、論文データの信
頼性を高めることができます。

様）が実施したヴァイサラの D M T152
は他社製品との比較試験で、その応答
速度や精度が高く評価され、また長期
的信頼性、安定性の面でも推奨されま
した。
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このため、要件を満たすことができる信

電池中のリチウムは水分に反応してしま
うため、開発製造工程では、
ドライルー
ム環境は不可欠です。通常のリチウム電
池に必要な環境よりもさらに厳密な管理
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要かつ必要要件となります。

NIMS蓄電池基盤プラットフォーム内に
は、蓄電池の研究開発に不可欠な超低
湿度環境を実現するために、世界でも
トップクラスの面積を誇る80 ㎡のスー
パードライルームが設置されています。
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を決定するためにシミュレーション予測
が必要要件でした。

作業はグローブボックス内で行うことが
一般的でしたが、狭い空間の中での作業
は操作性が悪く、組み立て作業も困難で
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菱冷熱工業（株）様の中央研究所では、

NIMS様のスーパードライルームの要件
を満たす露点計選定のために、他社製品
と一連の比較テストを行いましたが、応
答速度、精度に明確な差が確認されまし
た。その結果、ヴァイサラ社の D M T152
が選定されました。
（図1）
過酷な環境で信頼性の高い計測ができ
る露点計測機器は極めて限られており、
いくつかの他社製品では保証露点温度
内であっても、実際のテストでは、
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図1 静電容量式露点計の性能実験
（新菱冷熱工業株式会社 ヴァイサラ露点計検討資料より）

NIMS蓄電池基盤プラットフォーム スーパードライルーム入口の監視モニター

久保先生（上段中央）
と新菱冷熱工業様・ヴァイサラ社員
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ム内を撹拌されるなどの対策とともに、
多点観測が有効であることから10台（室
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