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(57)【要約】
【課題】良好な充放電効率を有し得るマグネシウム二次電池用の電解液であって、大気中
、無溶媒下においても安定に取り扱い得る電解質を用いた電解液の提供。
【解決手段】マグネシウム錯体と、エーテル系溶媒とを含有する電解液であって、前記マ
グネシウム錯体が、下記化合物（ａ）又は化合物（ｂ）に由来する配位子と、ハロゲン原
子と、マグネシウム原子とを含むことを特徴とする電解液。
化合物（ａ）：１分子内に、窒素、酸素、硫黄、リン及びセレンからなる群から選択され
る少なくとも２種類の原子、及び少なくとも４個の炭素原子を含む化合物。
化合物（ｂ）：１分子内に、少なくとも２個の窒素原子、及び少なくとも４個の炭素原子
を含む化合物（ただし、化合物（ａ）を除く。）。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マグネシウム錯体と、エーテル系溶媒とを含有する電解液であって、
前記マグネシウム錯体が、下記化合物（ａ）又は化合物（ｂ）に由来する配位子と、ハロ
ゲン原子と、マグネシウム原子とを含むことを特徴とする電解液。
化合物（ａ）：１分子内に、窒素、酸素、硫黄、リン及びセレンからなる群から選択され
る少なくとも２種類の原子、及び少なくとも４個の炭素原子を含む化合物。
化合物（ｂ）：１分子内に、少なくとも２個の窒素原子、及び少なくとも４個の炭素原子
を含む化合物（ただし、化合物（ａ）を除く。）。
【請求項２】
　前記マグネシウム錯体が、前記化合物（ａ）に由来する配位子を含み、前記化合物（ａ
）がベンゼン環を含む、請求項１に記載の電解液。
【請求項３】
　前記化合物（ａ）が下記一般式（１）で表される、請求項２に記載の電解液。

【化１】

［式中、Ｘは酸素原子、硫黄原子又はセレン原子であり；Ｙは窒素原子又はリン原子であ
り；Ｒ１はヘテロ原子を有していてもよい炭化水素基であり；Ｒ２～Ｒ６はヘテロ原子を
有していてもよい炭化水素基、又は水素原子である。］
【請求項４】
　マグネシウム又はマグネシウム合金を含む負極と、請求項１～３のいずれかに記載の電
解液とを有することを特徴とするマグネシウム二次電池。
【請求項５】
　下記化合物（ａ）又は化合物（ｂ）と、グリニャール試薬とを、溶媒中にて混合してマ
グネシウム錯体を得た後、当該マグネシウム錯体を、エーテル系溶媒に溶解させることを
特徴とする電解液の製造方法。
化合物（ａ）：１分子内に、窒素、酸素、硫黄、リン及びセレンからなる群から選択され
る少なくとも２種類の原子、及び少なくとも４個の炭素原子を含む化合物。
化合物（ｂ）：１分子内に、少なくとも２個の窒素原子、及び少なくとも４個の炭素原子
を含む化合物（ただし、化合物（ａ）を除く。）。
【請求項６】
　前記化合物と前記グリニャール試薬とのモル比が１：１．５～２．５である、請求項５
に記載の電解液の製造方法。
【請求項７】
　前記化合物（ａ）を用い、前記化合物（ａ）がベンゼン環を含む、請求項５又は６に記
載の電解液の製造方法。
【請求項８】
　前記化合物（ａ）が下記一般式（１）で表される、請求項７に記載の電解液の製造方法
。
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【化２】

［式中、Ｘは酸素原子、硫黄原子又はセレン原子であり；Ｙは窒素原子又はリン原子であ
り；Ｒ１はヘテロ原子を有していてもよい炭化水素基であり；Ｒ２～Ｒ６はヘテロ原子を
有していてもよい炭化水素基、又は水素原子である。］

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電解液、及び当該電解液を有するマグネシウム二次電池、並びに、電解液の製
造方法に関する。より具体的には、本発明はマグネシウム二次電池用に好適な新規のマグ
ネシウム錯体を含有する電解液に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、様々分野においてリチウムイオン二次電池が広く用いられている。しかしながら
一価のイオンを用いるリチウムイオン二次電池では、理論容量密度の改良に限界があるこ
とが知られており、近年では二価のマグネシウムイオンをキャリアとするマグネシウム二
次電池が注目を集めている。
【０００３】
　マグネシウム二次電池は、リチウムイオン二次電池に比して数倍～十倍又はそれ以上の
理論容量密度を有し得るとされている。加えてマグネシウム二次電池は、リチウムイオン
二次電池のように、正極（例えば、コバルト系化合物からなる電極）や電解液（リチウム
イオンを含有する電解液）に希少金属を使用せず、豊富な資源量を有し、安価且つ安全に
使用可能なマグネシウム等の原料を電極や電解液に用いることができるという利点も有す
る。このような利点からも、マグネシウム二次電池の早期の実用化が望まれている。
【０００４】
　マグネシウムの電気化学的析出及び溶解反応を負極反応とする非水系マグネシウム二次
電池の構築にあたり、マグネシウムの電析を可逆的に進行させる電解液は重要な要素であ
る。
　マグネシウム二次電池用の電解液としては、電解液中でハロゲン化マグネシウム錯体を
生成するようなマグネシウム化合物を含むものが、充電時と放電時の電圧差、いわゆる過
電圧の低減に有効であることが知られている。ハロゲン化マグネシウム塩自体は非水溶媒
に難溶であるため、ハロゲン化アルキルマグネシウム錯体のテトラヒドロフラン溶液であ
るグリニャール試薬が古くから提案されている（非特許文献１参照）。しかしながら、非
特許文献１に記載された電解液は、反応性の高いグリニャール試薬を用いているため酸化
に対する安定性が低く大気中での取り扱いが困難である上、高電圧下で不安定となるため
、実用には適さないという問題があった。またグリニャール試薬の溶媒に用いられるテト
ラヒドロフランは沸点が７０℃程度であり、高温下にさらされる二次電池の電解液溶媒と
しては必ずしも適さない。しかしながらグリニャール試薬においては、テトラヒドロフラ
ンを蒸発し除去すると発火のおそれがあり、溶媒を交換することが困難な点も問題であっ
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た。
【０００５】
　グリニャール試薬の安定性を高める目的で、これまでグリニャール試薬に塩化エチルブ
チルアルミニウムなどルイス酸性を示す化合物を添加したものが報告されている（非特許
文献２参照）。またハロゲン化マグネシウム錯体自体の安定性を向上させる目的で、配位
子をアルキル基からアルコキシド基（非特許文献３参照）、あるいはアミノ基（非特許文
献４参照）に変換した化合物が提案されている。しかしながら、グリニャール試薬の溶媒
を交換する操作が可能な安定性と他の非水溶媒への高い溶解度を併せ持つマグネシウム錯
体は、まだ提案されていない。
【０００６】
　一方、近年では、マグネシウムビストリフルオロメタンスルホンイミド（以下、「Ｍｇ
（ＴＦＳＩ）２」ということがある。）とトリグライムとを含有する電解液が提案されて
いる（特許文献１及び非特許文献５参照）。この電解液には沸点の高いトリグライム溶媒
が用いられており、また電解質塩であるＭｇ（ＴＦＳＩ）２も安定である点で、二次電池
電解液として適している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１４－１８６９４０号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｃ．Ｌｉｅｂｅｎｏｗ、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ、２７巻、２２１～２２５頁、１９９７年
【非特許文献２】Ｄｏｒｏｎ　Ａｕｒｂａｃｈら、Ｎａｔｕｒｅ、４０７巻、７２４～７
２７頁、２０００年
【非特許文献３】Ｃｈｅｎ　Ｌｉａｏら、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　
Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ａ、２巻、５８１～５８４頁、２０１４年
【非特許文献４】Ｃ．　Ｌｉｅｂｅｎｏｗら、Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ、２巻、６４１～６４５頁、２０００年
【非特許文献５】Ｙｕｋｉ　Ｏｒｉｋａｓａら、Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｒｅｐｏｒｔｓ
、４、５６２２、２０１４年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　マグネシウム二次電池の電解液への適用を企図した非水溶媒電解液において、現状では
２系統の選択肢が取り得るが、それぞれ個別の課題を抱えている。すなわち、非特許文献
１～４に記載されたハロゲン化マグネシウム錯体／テトラヒドロフラン電解液では、溶媒
の沸点が低いこと、ハロゲン化マグネシウム錯体の安定性および非水溶媒への溶解度のい
ずれかが低いことが課題となっている。
　一方、特許文献１及び非特許文献５に記載されたＭｇ（ＴＦＳＩ）２／トリグライム電
解液では、マグネシウムの析出反応と溶解反応との間に室温で１Ｖ程度の過電圧が生じ、
充放電電圧の差が発生する結果としてエネルギー損失を招いていた。そのため、より高効
率で充放電が可能なマグネシウム二次電池用の電解液が求められている。
【００１０】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、良好な充放電効率を有し得るマグ
ネシウム二次電池用の電解液であって、大気中、無溶媒下においても安定に取り扱い得る
電解質を用いた電解液を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、特定の構造を有するマグ
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扱いが可能となり、且つ、過電圧を低減可能なことを見出し、本発明を完成させた。
【００１２】
　すなわち、本発明の電解液、マグネシウム二次電池、及び電解液の製造方法は、以下の
特徴を有するものである。
［１］　マグネシウム錯体と、エーテル系溶媒とを含有する電解液であって、
前記マグネシウム錯体が、下記化合物（ａ）又は化合物（ｂ）に由来する配位子と、ハロ
ゲン原子と、マグネシウム原子とを含むことを特徴とする電解液。
化合物（ａ）：１分子内に、窒素、酸素、硫黄、リン及びセレンからなる群から選択され
る少なくとも２種類の原子、及び少なくとも４個の炭素原子を含む化合物。
化合物（ｂ）：１分子内に、少なくとも２個の窒素原子、及び少なくとも４個の炭素原子
を含む化合物（ただし、化合物（ａ）を除く。）。
［２］　前記マグネシウム錯体が、前記化合物（ａ）に由来する配位子を含み、前記化合
物（ａ）がベンゼン環を含む、前記［１］に記載の電解液。
［３］　前記化合物（ａ）が下記一般式（１）で表される、前記［２］に記載の電解液。
【００１３】
【化１】

［式中、Ｘは酸素原子、硫黄原子又はセレン原子であり；Ｙは窒素原子又はリン原子であ
り；Ｒ１はヘテロ原子を有していてもよい炭化水素基であり；Ｒ２～Ｒ６はヘテロ原子を
有していてもよい炭化水素基、又は水素原子である。］
【００１４】
［４］　マグネシウム又はマグネシウム合金を含む負極と、前記［１］～［３］のいずれ
かに記載の電解液とを有することを特徴とするマグネシウム二次電池。
［５］　下記化合物（ａ）又は化合物（ｂ）と、グリニャール試薬とを、溶媒中にて混合
してマグネシウム錯体を得た後、当該マグネシウム錯体を、エーテル系溶媒に溶解させる
ことを特徴とする電解液の製造方法。
化合物（ａ）：１分子内に、窒素、酸素、硫黄、リン及びセレンからなる群から選択され
る少なくとも２種類の原子、及び少なくとも４個の炭素原子を含む化合物。
化合物（ｂ）：１分子内に、少なくとも２個の窒素原子、及び少なくとも４個の炭素原子
を含む化合物（ただし、化合物（ａ）を除く。）。
［６］　前記化合物と前記グリニャール試薬とのモル比が１：１．５～２．５である、前
記［５］に記載の電解液の製造方法。
［７］　前記化合物（ａ）を用い、前記化合物（ａ）がベンゼン環を含む、前記［５］又
は［６］に記載の電解液の製造方法。
［８］　前記化合物（ａ）が下記一般式（１）で表される、前記［７］に記載の電解液の
製造方法。
【００１５】
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【化２】

［式中、Ｘは酸素原子、硫黄原子又はセレン原子であり；Ｙは窒素原子又はリン原子であ
り；Ｒ１はヘテロ原子を有していてもよい炭化水素基であり；Ｒ２～Ｒ６はヘテロ原子を
有していてもよい炭化水素基、又は水素原子である。］
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、マグネシウムの析出／溶解の間の電圧差を低減することができ、その
結果として、充放電時のエネルギー損失を低減することが可能となり、高い効率で充放電
を行うことができる。また、本発明の電解液で用いるマグネシウム錯体は、大気中で無溶
媒の状態とした場合にも安定であることから、本発明の電解液はマグネシウム二次電池に
実装し得るものである。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】試験例１における１Ｈ－ＮＭＲの結果を示す図である。
【図２】試験例２における１Ｈ－ＮＭＲの結果を示す図である。
【図３】試験例２におけるＳＥＭ／ＥＤＸ測定の結果を示す図である。
【図４】実施例１におけるサイクリックボルタンメトリー測定の結果を示す図である。
【図５】実施例１における、エネルギー分散型Ｘ線分析装置による電析物解析の結果を示
す図である。
【図６】実施例２におけるサイクリックボルタンメトリー測定の結果を示す図である。
【図７】実施例３における定電流電析測定の結果を示す図である。
【図８】実施例４におけるサイクリックボルタンメトリー測定の結果を示す図である。
【図９】実施例４における交流インピーダンス測定の結果を示す図である。
【図１０】サイクリックボルタモグラムを説明する図である。
【図１１】比較例１、２、実施例６におけるマグネシウム析出／溶解のサイクリックボル
タンメトリー測定の結果を示す図である。
【図１２】実施例７～１０におけるマグネシウム析出／溶解の測定の結果を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
＜電解液＞
　本発明の電解液は、マグネシウム錯体と、エーテル系溶媒とを含有する電解液であって
、前記マグネシウム錯体が、下記化合物（ａ）又は化合物（ｂ）に由来する配位子と、ハ
ロゲン原子と、マグネシウム原子とを含む。
化合物（ａ）：１分子内に、窒素、酸素、硫黄、リン及びセレンからなる群から選択され
る少なくとも２種類の原子、及び少なくとも４個の炭素原子を含む化合物。
化合物（ｂ）：１分子内に、少なくとも２個の窒素原子、及び少なくとも４個の炭素原子
を含む化合物（ただし、化合物（ａ）を除く。）。
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【００１９】
（化合物（ａ）又は化合物（ｂ））
　化合物（ａ）としては、１分子内に、窒素、酸素、硫黄、リン及びセレンからなる群か
ら選択される少なくとも２種類の原子、及び少なくとも４個の炭素原子を含み、マグネシ
ウム錯体を形成し得る化合物であれば限定されず、ベンゼン環を含む化合物であることが
好ましく、下記式（１）で表される化合物であることがより好ましい。
【００２０】
【化３】

［式中、Ｘは酸素原子、硫黄原子又はセレン原子であり；Ｙは窒素原子又はリン原子であ
り；Ｒ１はヘテロ原子を有していてもよい炭化水素基であり；Ｒ２～Ｒ６はヘテロ原子を
有していてもよい炭化水素基、又は水素原子である。］
【００２１】
　式（１）で表される化合物（以下、「化合物（１）」ということがある。）は、そのま
ま、あるいはハロゲン化アルキルマグネシウム錯体との反応により一部が改変されること
で配位子として機能し、マグネシウム原子又はマグネシウムイオンと共にマグネシウム錯
体を形成するものである。
　以下、化合物（１）について詳述する。
【００２２】
・Ｘ
　式（１）中、Ｘは酸素原子（－Ｏ－）、硫黄原子（－Ｓ－）又はセレン原子（－Ｓｅ－
）であって、式中の水素原子と結合してヒドロキシ基、チオール基又はセレノール基を形
成する。なかでもＸとしては、酸素原子が好ましい。
【００２３】
・Ｙ
　式（１）中、Ｙは窒素原子（＝Ｎ－）又はリン原子（＝Ｐ－）であって、窒素原子が好
ましい。
【００２４】
・Ｒ１

　式（１）中、Ｒ１はヘテロ原子を有していてもよい炭化水素基である。
　Ｒ１のヘテロ原子を有していてもよい炭化水素基は、脂肪族炭化水素基であってもよく
、芳香族炭化水素基であってもよく、脂肪族炭化水素基と芳香族炭化水素基との組み合わ
せであってもよい。
【００２５】
　脂肪族炭化水素基は飽和であっても不飽和であってもよいが、飽和であることが好まし
い。また、脂肪族炭化水素基は、直鎖状又は分岐鎖状の脂肪族炭化水素基、環構造を含む
脂肪族炭化水素基のいずれであってもよい。
　なかでも、脂肪族炭化水素基としては、炭素数１～３０の直鎖状、分岐鎖状、又は環状
のアルキル基が好ましい。
　アルキル基としては、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、シクロ
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プロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、シ
クロブチル基、ｎ－ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、ｔｅｒｔ－ペンチル
基、１－メチルブチル基、シクロペンチル基、ｎ－ヘキシル基、２－メチルペンチル基、
３－メチルペンチル基、２，２－ジメチルブチル基、２，３－ジメチルブチル基、シクロ
へキシル基、ｎ－ヘプチル基、２－メチルヘキシル基、３－メチルヘキシル基、２，２－
ジメチルペンチル基、２，３－ジメチルペンチル基、２，４－ジメチルペンチル基、３，
３－ジメチルペンチル基、３－エチルペンチル基、２，２，３－トリメチルブチル基、シ
クロヘプチル基、ノルボルニル基、ｎ－オクチル基、イソオクチル基、シクロオクチル基
、ノニル基、シクロノニル基、デシル基、３，７－ジメチルオクチル基、シクロデシル基
、アダマンチル基、イソボルニル基、ウンデシル基、ドデシル基、シクロドデシル基、ト
リデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オク
タデシル基、ノナデシル基、イコシル基、ヘンイコシル基、ドコシル基等が挙げられる。
　なかでも、炭素数１～１０の直鎖状、分岐鎖状、又は環状のアルキル基がより好ましく
；メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、シクロプロピル基、ｎ－ブチ
ル基、イソブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、シクロブチル基、ｎ－ペ
ンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、ｔｅｒｔ－ペンチル基、１－メチルブチル
基、シクロペンチル基、ｎ－ヘキシル基、２－メチルペンチル基、３－メチルペンチル基
、２，２－ジメチルブチル基、２，３－ジメチルブチル基、シクロへキシル基、ｎ－ヘプ
チル基、２－メチルヘキシル基、３－メチルヘキシル基、２，２－ジメチルペンチル基、
２，３－ジメチルペンチル基、２，４－ジメチルペンチル基、３，３－ジメチルペンチル
基、３－エチルペンチル基、２，２，３－トリメチルブチル基、シクロヘプチル基、ノル
ボルニル基、ｎ－オクチル基、イソオクチル基、シクロオクチル基等の炭素数１～８のア
ルキル基が好ましく、炭素数１～６のアルキル基がさらに好ましく；メチル基、エチル基
、ｎ－プロピル基、ｎ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ｎ－ペンチル基又はｎ－ヘキシ
ル基が特に好ましい。
【００２６】
　これらのアルキル基は、アルキル基の水素原子を置換する１価の置換基を有していても
よく；アルキル基中の炭素原子を含む基（メチレン基等）を置換するヘテロ原子を含む２
価の置換基を有していてもよい。
【００２７】
　ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が挙げられる。
　ハロゲン化アルキル基としては、Ｒ１のアルキル基として上述したアルキル基において
、その水素原子の一部または全部を上記ハロゲン原子で置換した基が挙げられる。
　アルコキシ基としては、炭素数１～１０のアルコキシ基が好ましい。
【００２８】
　また、ヘテロ原子を含む２価の置換基としては、－ＮＨ－、－Ｎ（ＣＨ３）－、－Ｏ－
、－Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｃ（＝Ｏ）－ＮＨ－、－ＮＨ－Ｃ（＝ＮＨ）－、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ
－、－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－等が挙げられ、窒素原子を含む２価の置換基が好ましい。
　これら２価の置換基において、ＮＨ中のＨはさらに、アルキル基で置換されていてもよ
い。アルキル基としては、Ｒ１のアルキル基として上述したものと同様の基を用いること
ができる。
　具体的には、ジメチルアミノメチル基、ジメチルアミノエチル基、ジエチルアミノエチ
ル基、ジエチルアミノメチル基、メチルエチルアミノメチル基、メチルエチルアミノエチ
ル基、メチルプロピルアミノメチル基、メチルプロピルアミノエチル基等が挙げられる。
【００２９】
　芳香族炭化水素基は単環であっても多環であってもよく、炭素数は５～３０であること
が好ましい。具体的には、フェニル基、ナフチル基、アントラセニル基等が挙げられる。
　芳香族炭化水素基は、芳香環の水素原子を置換する１価の置換基を有していてもよく；
芳香環中の炭素原子がヘテロ原子で置換された複素環基であってもよい。
　水素原子を置換する１価の置換基としては、アルキル基、ハロゲン原子、ハロゲン化ア
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ルキル基、ハロゲン原子、ハロゲン化アルキル基、アルコキシ基としては、上記同様であ
る。
　複素環基としては、ヘテロ原子として、窒素原子、酸素原子、硫黄原子を含む複素環基
が好ましく、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピラジン、アゼピン、フ
ラン、オキサゾール、チオフェン、キノリン、イソキノリン等の複素環から水素原子を１
つ除いた基が挙げられる。
【００３０】
　また、脂肪族炭化水素基と芳香族炭化水素基との組み合わせの基としては、芳香族炭化
水素基の芳香環又は複素環において、水素原子の１つをアルキレン基で置換した基が挙げ
られる。アルキレン基の炭素数は１～５が好ましい。より具体的には、ベンジル基、フェ
ネチル基、１－ナフチルメチル基、２－ナフチルメチル基、１－ナフチルエチル基、２－
ナフチルエチル基、２－ピリジルメチル基、２－ピリジルエチル基、３－ピリジルメチル
基、３－ピリジルエチル基等が挙げられる。
【００３１】
　なかでもＲ１としては、直鎖状若しくは分岐鎖状のアルキル基、直鎖状若しくは分岐鎖
状のアルキル基においてヘテロ原子として窒素原子を有する基、ヘテロ原子として窒素原
子を有する芳香族炭化水素基、又は、ヘテロ原子として窒素原子を有する芳香族炭化水素
基とアルキル基との組み合わせの基が好ましく；炭素数１～１０の直鎖状若しくは分岐鎖
状のアルキル基、炭素数１～１０の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルキル基中の炭素原子が
窒素原子で置換された基、又はピリジン環を有する基が特に好ましい。
【００３２】
・Ｒ２～Ｒ６

　式（１）中、Ｒ２～Ｒ６はヘテロ原子を有していてもよい炭化水素基、又は水素原子で
ある。Ｒ２～Ｒ６の「ヘテロ原子を有していてもよい炭化水素基」としては、上記Ｒ１の
「ヘテロ原子を有していてもよい炭化水素基」と同様のものが挙げられる。
　なかでもＲ２～Ｒ６としては、直鎖状若しくは分岐鎖状のアルキル基又は水素原子が好
ましく；炭素数１～５のアルキル基又は水素原子がより好ましく；Ｒ２～Ｒ５が水素原子
であり、且つ、Ｒ６が炭素数１～５のアルキル基又は水素原子であることが特に好ましい
。
【００３３】
　化合物（１）の好ましい具体例としては、下記式で表される化合物が挙げられる。
【００３４】
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【化５】

【００３６】
　化合物（１）の製造方法は特に限定されず、公知の方法により製造することができる。
例えば、次式で表されるサリチルアルデヒド類にアミン類、アニリン類等（Ｒ１ＮＨ２）
をアルコール等の溶媒中で反応させることにより合成することができる。
【００３７】
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【化６】

［式中、Ｘは酸素原子、硫黄原子又はセレン原子であり；Ｒ１はヘテロ原子を有していて
もよい炭化水素基であり；Ｒ２～Ｒ６はヘテロ原子を有していてもよい炭化水素基、又は
水素原子である。］
【００３８】
　化合物（ａ）の好ましい具体例としては、下記式で表される化合物が挙げられる。
【００３９】

【化７】

【００４０】
【化８】

【００４１】
（マグネシウム錯体）
　本発明におけるマグネシウム錯体は、前記の化合物（ａ）又は（ｂ）に由来する配位子
、ハロゲン原子、およびマグネシウムを有するものである。
　ハロゲンとしては、塩素又は臭素が好ましい。
　本発明におけるマグネシウム錯体は、後述する［電解液の製造方法］に従って製造され
ることが好ましい。
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【００４２】
　化合物（ａ）又は化合物（ｂ）とグリニャール試薬との反応により製造されるマグネシ
ウム錯体は、多様な配位状態による複雑な構造をもつことがある。
　例えば、化合物（１）とハロゲン化アルキルマグネシウム（ＲａＭｇＱ）との反応では
、次式（２）の様に、化合物（１）中の－ＸＨの水素原子が抜けてアルカン（ＲａＨ）が
生成する。また、（２）’式の反応が推定される。
【００４３】
【化９】

【００４４】
【化１０】

［式中、Ｒａはアルキル基であり、Ｑはハロゲン原子であり、Ｘは酸素原子、硫黄原子又
はセレン原子であり；Ｙは窒素原子又はリン原子であり；Ｒ１はヘテロ原子を有していて
もよい炭化水素基であり；Ｒ２～Ｒ６はヘテロ原子を有していてもよい炭化水素基、又は
水素原子である。］
【００４５】
　更に、化合物（１）中の－Ｃ（Ｒ２）＝Ｙの炭素原子にＲａ（マイナスイオン）が付加
する。具体的には、次式（３）の様に、－Ｃ（Ｒ２）＝Ｙの二重結合が還元されたマグネ
シウム錯体が生成すると推定される。
【００４６】
【化１１】

［式中、Ｒａはアルキル基であり、Ｑはハロゲン原子であり、Ｘは酸素原子、硫黄原子又
はセレン原子であり；Ｙは窒素原子又はリン原子であり；Ｒ１はヘテロ原子を有していて
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水素原子である。］
【００４７】
　より具体的に、化合物（１）においてＸを酸素，Ｙを窒素，Ｒ１をジメチルアミノエチ
ル基，Ｒ２～Ｒ５を－Ｈ，Ｒ６をｔｅｒｔ－ブチル基とする化合物（Ｌ１）と、塩化メチ
ルマグネシウムとを、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）内で反応させたとき、Ｘ線回折によ
り、下記式（４）～（５）の反応と、下記式（６）、（７）のマグネシウム錯体の存在が
推定できた。
【００４８】
【化１２】

【００４９】
【化１３】

【００５０】
【化１４】

【００５１】
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【化１５】

【００５２】
【化１６】

【００５３】
　化合物（Ｌ１）と、グリニャール試薬とのモル比は、グリニャール試薬を過剰にして反
応させることが好ましく、例えば、その比は１：１．５～２．５とすることがより好まし
く、１対２とすることが特に好ましい。
　本発明において、化合物（ａ）又は（ｂ）、或いは化合物（１）に由来する配位子を含
むマグネシウム錯体は、化合物（ａ）又は（ｂ）、或いは化合物（１）を配位子としてい
てもよく、上記のように、これらの化合物（ａ）又は（ｂ）、或いは化合物（１）が、グ
リニャール試薬と反応して、一部が改変されて配位子としてもよい。
【００５４】
　本発明の電解液中、溶質であるマグネシウム錯体の含有量は特に限定されるものではな
いが、０．０５～１Ｍが好ましい。
【００５５】
（エーテル系溶媒）
　本発明の電解液は、エーテル系溶媒を含有する。
　エーテル系溶媒は特に限定されず、テトラヒドロフラン、２－メチルテトラヒドロフラ
ン、２，２，３，３－テトラフルオロプロピルジフルオロメチルエーテル、エチレングリ
コールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル等のモノエーテルで
あってもよく、ポリエーテルであってもよい。
　ポリエーテルとしては、Ｒ１１－Ｏ（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎ－Ｒ１２（Ｒ１１、Ｒ１２は
それぞれ独立に炭素数１～１０のアルキル基であり、ｎは１～１０の整数である。）で表
される化合物が好ましく、エチレングリコールジメチルエーテル（グライム）、ジエチレ
ングリコールジメチルエーテル（ジグライム）、トリエチレングリコールジメチルエーテ
ル（トリグライム）、エチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールジエ
チルエーテル、ジエチレングリコールジブチルエーテルが好ましい例として挙げられる。
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　なかでもエーテル系溶媒としては、ポリエーテルが好ましく、トリグライムが特に好ま
しい。
　エーテル系溶媒は１種を単独で用いてもよく、２種以上を混合して混合溶媒として用い
てもよい。
【００５６】
（その他の成分）
　本発明の電解液は、上述したマグネシウム錯体及びエーテル系溶媒に加えて、その他の
成分を含有していてもよい。その他の成分としては例えば、マグネシウム錯体以外の他の
溶質や、エーテル系溶媒以外の他の溶媒が挙げられる。
【００５７】
　他の溶質としては例えば、マグネシウム二次電池電解液用の電解質として従来公知の化
合物を用いることができ、例えばＭｇ（Ｎ（ＳＯ２Ｒ２１）（ＳＯ２Ｒ２２））２が挙げ
られる。
　Ｍｇ（Ｎ（ＳＯ２Ｒ２１）（ＳＯ２Ｒ２２））２中、Ｒ２１及びＲ２２は、それぞれ独
立に、ハロゲン原子、炭素数１～１０のアルキル基、又は炭素数１～１０のハロゲン化ア
ルキル基である。
　Ｒ２１、Ｒ２２のハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原
子が挙げられる。
　Ｒ２１、Ｒ２２のアルキル基としては、炭素数１～５が好ましく、メチル基、エチル基
、プロピル基、又はブチル基がより好ましい。
　Ｒ２１、Ｒ２２のハロゲン化アルキル基としては、上記Ｒ２１、Ｒ２２のアルキル基に
おいて、その水素原子の一部または全部を上記ハロゲン原子で置換した基が挙げられる。
なかでも、フッ素化アルキル基が好ましく、パーフルオロアルキル基がより好ましく、ト
リフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、ヘプタフルオロプロピル基、ノナフルオ
ロブチル基が特に好ましい。
　本発明の電解液においては、マグネシウム錯体を溶質の第二成分（添加剤成分）として
用い、且つ、上述のような従来公知の電解質を主たる電解質（溶質）として用いてもよい
。そのような場合、従来公知の電解質（例えばＭｇ（Ｎ（ＳＯ２Ｒ２１）（ＳＯ２Ｒ２２

））２）は、上述のようなエーテル溶媒１モルに対して０．０１～０．５モルが好ましく
、０．０５～０．４モルがより好ましく、０．１～０．３モルがさらに好ましい。
【００５８】
　さらに、他の溶質としては、マグネシウム錯体の形成に用いられた化合物や、マグネシ
ウム錯体形成時の副産物等も挙げられる。
　例えば、マグネシウム錯体の形成時に、化合物（１）と、マグネシウム化合物としてマ
グネシウム塩であるＭｇＸ１（Ｘ１はマグネシウムカチオンに対して対イオンとなり得る
成分）とを用いた場合であれば、マグネシウム塩のＸ１に由来する化合物が電解液中に存
在する可能性がある。
　また、マグネシウム化合物としてグリニャール試薬であるＲ３１ＭｇＱ（Ｒ３１は有機
基であり、Ｑはハロゲン原子である。詳細は後述する。）を用いた場合であれば、Ｒ３１

ＭｇＱの化合物自体；Ｒ３１の有機基のみに由来する化合物；Ｒ３１Ｍｇに由来する化合
物；ＭｇＱに由来する化合物、等が電解液中に存在する可能性がある。
【００５９】
　他の溶媒としては、用いるエーテル系溶媒との相溶性が高い溶媒であれば特に限定され
ない。
【００６０】
＜マグネシウム二次電池＞
　本発明のマグネシウム二次電池は、マグネシウム又はマグネシウム合金を含む負極と、
上述した電解液とを有する。
【００６１】
（負極）
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　負極は、マグネシウム又はマグネシウム合金を含むものであって、マグネシウムイオン
（Ｍｇ２＋）を放出し得る電極であれば特に限定されるものではない。好ましくは、マグ
ネシウムのみからなる負極、マグネシウムとアルミニウムとの合金からなる負極、マグネ
シウムとマンガンとの合金からなる負極、マグネシウムと亜鉛との合金からなる負極等が
挙げられる。
【００６２】
（正極）
　正極は、マグネシウムイオンを好適に挿入及び脱離可能な材料であれば特に限定される
ものではなく、例えば、金属酸化物、金属硫化物、硫黄含有有機ポリマー等の正極活物質
と、金属薄膜等からなる正極集電体と、必要に応じて含有される導電助剤やバインダーと
を有する電極が挙げられる。正極活物質、正極集電体、導電助剤、バインダーとしては従
来公知の材料を用いて、公知慣用の方法により正極を形成することができる。
【００６３】
＜電解液の製造方法＞
　本発明の電解液は、前記化合物（ａ）又は化合物（ｂ）と、グリニャール試薬とを、溶
媒中にて混合してマグネシウム錯体を得た後、当該マグネシウム錯体を、エーテル系溶媒
に溶解させる方法により製造されることが好ましい。
　以下、詳細に説明する。
【００６４】
　まず、化合物（１）とマグネシウム化合物とを溶媒中で混合してマグネシウム錯体を得
る。
　より具体的には、化合物（１）を溶媒中に溶解させる。また、化合物（１）が溶解され
た溶媒と同一の溶媒又は当該溶媒と相溶性を有する溶媒中に溶解したマグネシウム化合物
を準備する。そして、これらを混合することにより、マグネシウム錯体を得ることができ
る。
　化合物（１）としては前記同様である。
【００６５】
　マグネシウム化合物としては、化合物（ａ）又は（ｂ）、或いは化合物（１）と混合す
ることにより、少なくとも化合物（ａ）又は（ｂ）、或いは化合物（１）に由来する配位
子を含むマグネシウム錯体を形成し得る化合物であれば特に限定されるものではないが、
「Ｒ３１ＭｇＱ」で表されるグリニャール試薬であることが好ましい。
　グリニャール試薬において、Ｒ３１は有機基であって、炭化水素基として、アルキル基
、アルキレン基、フェニル基等が挙げられ、その他の有機基としてアルコキシ基等が挙げ
られ、マグネシウム錯体形成後に脱離するＲ３１が揮発しやすいものとなることから、メ
チル基又はエチル基が特に好ましい。
　グリニャール試薬において、Ｑはハロゲン原子であって、フッ素原子、塩素原子、臭素
原子、ヨウ素原子が挙げられ、塩素原子又は臭素原子が好ましい。
【００６６】
　溶媒としては特に限定されるものではないが、グリニャール試薬の特性上、エーテル系
溶媒を用いることが好ましく、テトラヒドロフラン又はジエチルエーテルが好ましい。
【００６７】
　化合物（１）とマグネシウム化合物との使用割合は特に限定されず、形成されるマグネ
シウム錯体の推定構造に応じたモル比で用いることが好ましい。
　また、化合物（１）とマグネシウム化合物との錯体形成には時間を要する場合もあるた
め、溶媒中で混合した後、その状態で一定時間静置することも好ましい。静置の時間は化
合物（１）及びマグネシウム化合物の構造、並びに、形成されるマグネシウム錯体の構造
に応じて適宜決定することができるが、数日～数週間が好ましく、１～１０日がより好ま
しく、３～７日がさらに好ましい。
　必要に応じて静置を行った後、用いた溶媒を揮発させることにより、固体状のマグネシ
ウム錯体を得ることができる。揮発をさせる際には必要に応じて加熱などを行ってもよい
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。
【００６８】
　次いで、得られたマグネシウム錯体を、エーテル系溶媒に溶解させることにより、本発
明の電解液を得る。
　エーテル系溶媒としては前記同様のものを用いることができる。
　このとき、エーテル系溶媒には、上述のような他の溶質（例えば、Ｍｇ（Ｎ（ＳＯ２Ｒ
２１）（ＳＯ２Ｒ２２））２）を溶解させておくことができる。
【実施例】
【００６９】
［合成例１：化合物（Ｌ１）の製造］
　丸底フラスコに撹拌子を入れ、エタノール２００ｍＬ、Ｎ，Ｎ－ジメチルエチレンジア
ミン０．８８ｇ、３－tert－ブチルサリチルアルデヒド１．７８ｇを加え、室温で２４時
間撹拌した。反応後、ＮＭＲ分析により、サリチルアルデヒドが残っていないことを確認
し、減圧下で低沸点の化合物を留去した。ジクロロメタンを加えて抽出し、分液ロートを
用いた分液操作により親水性成分を除いたのち、溶媒を留去した。これにより、下記式（
Ｌ１）で表される化合物（化合物（Ｌ１））を得た（収率：８７％）。
【００７０】
　得られた化合物についてＮＭＲ分析を行うことにより、得られた化合物（Ｌ１）が下記
式（Ｌ１）で表される化合物であることを確認した。
　１Ｈ－ＮＭＲ：14.0 (s, 1H, OH), 8.37 (s, 1H, N=CH), 7.31 (dd, J = 1.6, 7.7 Hz,
 1H), 7.10 (dd, J = 1.6, 7.7 Hz, 1H), 6.80 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 3.71 (t, J = 7.0
 Hz, 2H, =N-CH2-), 2.67 (t, J = 7.0 Hz, 2H, -CH2-N), 2.30 (s, 6H, N(CH3)2), 1.43
 (s, 9H, butyl) ppm
　13Ｃ－ＮＭＲ：166.25 (N=CH), 160.48, 137.37, 129.57, 129.26, 118.68, 117.69, 6
0.00, 57.66, 45.77, 34.79, 29.32 ppm
【００７１】
【化１７】

【００７２】
［合成例２：化合物（Ｌ２）の製造］
　減圧コックを付けた丸底フラスコに撹拌子を入れ、エタノール４０ｍＬ、３－tert－ブ
チルサリチルアルデヒド１．７８ｇ、２－ピコリルアミン１．０９ｇを加え、真空ポンプ
を用いて減圧し、窒素ガス置換を行った。その後、遮光しながら室温で２４時間撹拌した
。反応後、ＮＭＲ分析により、サリチルアルデヒドが残っていないことを確認し、減圧下
で低沸点の化合物を留去した。エーテルに溶解させ、分液ロートに加えて分液処理を行っ
た。有機相を取り出し、減圧下溶媒を留去した。これにより、下記式（Ｌ２）で表される
化合物（化合物（Ｌ２））を得た（収率：８９％）。
【００７３】
　得られた化合物（Ｌ２）についてＮＭＲ分析を行うことにより、得られた化合物が下記
式（Ｌ２）で表される化合物であることを確認した。
　１Ｈ－ＮＭＲ：13.8 (s, 1H, OH), 8.56 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 8.52 (s, 1H, N=CH), 
7.68 (dd, J = 1,8, 7,7 Hz, 1H), 7.39 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.34 (dd, J = 1.6, 7.7
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 Hz, 1H), 7.19 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 7.15 (dd, J = 1.6, 7.6 Hz, 1H), 6.82 (t, J =
 6.8 Hz, 1H), 4.92 (s, 2H, =N-CH2-), 1.44 (s, 9H, butyl) ppm
　13Ｃ－ＮＭＲ：167.52 (N=CH), 169.29, 158.03, 149.24, 137.34, 136.86, 129.92, 1
29.60, 122.27, 122.02, 118.68, 117.91, 64.90, 34.75, 29.26 ppm
【００７４】
【化１８】

【００７５】
［合成例３：化合物（Ｌ５）の製造］
　丸底フラスコに撹拌子を入れ、エタノール２００ｍＬ、ベンジルアミン１．５６ｇ、３
－tert－ブチルサリチルアルデヒド２．６０ｇを加え、室温で２４時間撹拌した。反応後
、ＮＭＲ分析により、サリチルアルデヒドが残っていないことを確認し、減圧下で低沸点
の化合物を留去した。黄色固体が得られたため、1－プロパノールを２０ｍＬ程度加え、
ホットプレートであたためながら溶解させた。－30℃で1日以上静置したのち、上澄みの
溶液を取り除いた。少量の冷却した1－プロパノールで結晶を洗浄し、得られた結晶を減
圧乾燥させた。これにより、下記式（Ｌ５）で表される化合物（化合物（Ｌ５））を得た
（収率：８９％）。
【００７６】
　得られた化合物（Ｌ５）についてＮＭＲ分析を行うことにより、得られた化合物が下記
式（Ｌ６）で表される化合物であることを確認した。
　１Ｈ－ＮＭＲ：13.93 (s, 1H, OH), 8.45 (s, 1H, N=CH), 7.52 (m, 6H), 7.13 (dd, J
 = 1.6, 8.0 Hz, 1H), 6.81 (t, J = 8.0 z, 1H), 4.80 (s, 2H, =N-CH2-), 1.43 (s, 9H
) ppm
【００７７】
【化１９】

【００７８】
［合成例４：化合物（Ｌ６）の製造］
　丸底フラスコに撹拌子を入れ、エタノール２００ｍＬ、アニリン１．２４ｇ、３－tert
－ブチルサリチルアルデヒド２．００ｇを加え、１２０℃で２４時間撹拌した。反応後、
ＮＭＲ分析により、サリチルアルデヒドが残っていないことを確認し、減圧下で低沸点の
化合物を留去した。オレンジ色固体が得られたため、ヘキサンを１０ｍＬ程度加え、ホッ
トプレートであたためながら溶解させた。－30度で1日以上静置したのち、上澄みの溶液
を取り除いた。少量の冷却したヘキサンで結晶を洗浄し、得られた結晶を減圧乾燥させた
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。これにより、下記式（Ｌ６）で表される化合物（化合物（Ｌ６））を得た（収率：７１
％）。
【００７９】
　得られた化合物（Ｌ６）についてＮＭＲ分析を行うことにより、得られた化合物が下記
式（Ｌ６）で表される化合物であることを確認した。
　１Ｈ－ＮＭＲ：13.89 (s, 1H, OH), 8.64 (s, 1H, N=CH), 7.42 (m, 3H), 7.28 (m, 4H
), 6.88 (t, J = 7.6 z, 1H), 1.48 (s, 9H) ppm
【００８０】
【化２０】

【００８１】
［合成例５：化合物（Ｌ７）の製造］
　丸底フラスコに撹拌子を入れ、エタノール２００ｍＬ、ブチルアミン１．０９ｇ、３－
tert－ブチルサリチルアルデヒド１．７８ｇを加え、室温で２４時間撹拌した。反応後、
ＮＭＲ分析により、サリチルアルデヒドが残っていないことを確認し、減圧下で低沸点の
化合物を留去した。これにより、下記式（Ｌ７）で表される化合物（化合物（Ｌ７））を
得た（収率：９９％）
【００８２】
　得られた化合物（Ｌ２）についてＮＭＲ分析を行うことにより、得られた化合物が下記
式（Ｌ２）で表される化合物であることを確認した。
　１Ｈ－ＮＭＲ：14.20 (s, 1H, OH), 8.33 (s, 1H, N=CH), 7.31 (dd, J = 1.6, 8.0 Hz
, 1H), 7.09 (dd, J = 1.6, 8.0 Hz, 1H), 6.80 (t, J = 8.0 z, 1H), 3.59 (dt, J = 1.
0, 6.8 Hz, 2H, =N-CH2-), 1.70 (m, 2H), 1.45 (m, 2H), 1.44 (s, 9H), 0.96 (t, J = 
7.5 Hz, 3H) ppm
【００８３】
【化２１】

【００８４】
［試験例１：マグネシウム錯体（Ｍｇ－Ｌ１－Ｃｌ）の製造］
　まず、グリニャール試薬であるＣＨ３ＭｇＣｌのテトラヒドロフラン（以下、「ＴＨＦ
」ということがある。）溶液を用意した。上記において得られた化合物（Ｌ１）を、ＴＨ
Ｆに溶解させた溶液を用意し、この化合物（Ｌ１）のＴＨＦ溶液を、グリニャール試薬の
ＴＨＦ溶液と室温のグローブボックス内において混合した。この時、化合物（Ｌ１）と、
グリニャール試薬とのモル比は、１：２となるように調整した。
　混合後、室温で４日間静置した後、１．０×１０４Ｐａ以下に減圧しつつ１１０℃で加
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熱することによりＴＨＦを揮発させて、固体状のマグネシウム錯体（Ｍｇ－Ｌ１－Ｃｌ）
を得た。
　得られたマグネシウム錯体の１Ｈ－ＮＭＲの結果を図１に示す。図１中、下段は化合物
（Ｌ１）のみの場合のＮＭＲデータであり、上段はマグネシウム錯体とした際のＮＭＲデ
ータである。
　１Ｈ－ＮＭＲにおいて、ＯＨプロトンのピークの消失と、芳香環に起因するピークのシ
フトとが確認されたことから、得られたマグネシウム錯体は、化合物（Ｌ１）に由来する
配位子を含むことが確認でき、また、Ｘ線回折により、下記式（４）～（５）の反応と、
下記式（６）、（７）のマグネシウム錯体の存在が推定できた。（７）の様に、化合物（
Ｌ１）のイミノ部位へのメチル基の付加は、窒素を含む同部位の柔軟性を増加させ、マグ
ネシウムへの配位を容易にしているものと推測される。
【００８５】
【化２２】

【００８６】
【化２３】

【００８７】
【化２４】
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【００８８】
【化２５】

【００８９】

【化２６】

【００９０】
［試験例２：マグネシウム錯体（Ｍｇ－Ｌ１－Ｂｒ）の製造］
　グリニャール試薬としてＣＨ３ＭｇＢｒを用いた以外は試験例１と同様にして、化合物
（Ｌ１）：ＣＨ３ＭｇＢｒ＝１：２のモル比で混合した。
　混合後すぐに１１０℃で加熱してＴＨＦを揮発させた場合と、室温で一定期間静置した
後に、１１０℃で加熱してＴＨＦを揮発させた場合との錯体構造について、１Ｈ－ＮＭＲ
測定、ＳＥＭ／ＥＤＸ測定を行った。
【００９１】
　また、図２に、混合直後と混合後１週間静置後とを比較した１Ｈ－ＮＭＲの結果を示す
。
　図３は、ＳＥＭ／ＥＤＸ測定の結果であって、混合直後と混合後１週間静置後とを、そ
れぞれ３つのスポットに関して測定した結果である。
【００９２】
　図２に示す１Ｈ－ＮＭＲ測定の結果から、混合直後と混合後に１週間程度の静置を行っ
た場合とでは、配位状態が異なる可能性が示唆された。特に１Ｈ－ＮＭＲにおける２～５
ｐｐｍ付近では明らかな違いが確認された。
　また、図３に示すＳＥＭ／ＥＤＸ測定の結果から、静置前後で含有されているＭｇとＢ
ｒとの比率に変化がないことが確認できた。
【００９３】
　１Ｈ－ＮＭＲにおいて、ＯＨプロトンのピークの消失と、芳香環に起因するピークのシ
フトとが確認されたことから、得られたマグネシウム錯体は、化合物（Ｌ１）に由来する
配位子を含むことが確認でき、下記式（８）～（９）の反応と、下記式（１１）のマグネ
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【００９４】
【化２７】

【００９５】

【化２８】

【００９６】
【化２９】

【００９７】
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【化３０】

【００９８】
【化３１】

【００９９】
［実施例１］
　上記合成例１、試験例２と同様にして、マグネシウム錯体（Ｌ１－Ｍｇ－Ｂｒ）を得た
。
【０１００】
　一方、Ｍｇ（ＳＯ２ＣＦ３）２／トリグライム（以下、「Ｇ３」ということがある。）
＝１：５（モル比）の溶液を用意した。そして、このＭｇ（ＳＯ２ＣＦ３）２／Ｇ３溶液
に、マグネシウム錯体（Ｌ１－Ｍｇ－Ｂｒ）を最終濃度が０．２Ｍとなるように添加して
電解液を得た。
　この電解液と、厚み０．５ミリメートルの金板からなる作用極と、厚み０．１ミリメー
トルのマグネシウム板からなる対極と、直径４ミリメートルのマグネシウム棒（断面のみ
）からなる参照極とを用いた３電極セルを作製し、アルゴン雰囲気下、室温（２９８Ｋ）
で１サイクルの後、３３３Ｋで３サイクル、その後再度２９８Ｋで１サイクルのサイクリ
ックボルタンメトリー測定を行った。測定結果として、サイクリックボルタモグラムを図
４Ａ～Ｃに示す。
　図４Ａに示す結果から、本発明の電解液を用いた場合、マグネシウムの可逆的析出溶解
反応が室温で非常に良好に行われることが確認された。また、図４Ｂ～Ｃに示す結果から
、当該析出溶解反応は３３３Ｋ（約６０℃）条件で３サイクル電位走査させた際にも、そ
の後室温（約２５℃）条件に戻した際にも良好に行われることが確認できた。
　さらに、本発明の電解液を用いた場合、特に３３３Ｋでのサイクル履歴により、Ｍｇ過
電圧が大幅に低減され、充放電時の電圧差が大幅に低減されることが確認できた。
　過電圧の評価方法を、図１０のサイクリックボルタモグラムで示した。
【０１０１】
　上記サイクリックボルタンメトリー測定後、電極の電析物に関し、Ａ地点及びＢ地点の
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２カ所についてエネルギー分散型Ｘ線分析装置を用いて分析した。Ａ地点、Ｂ地点、及び
エリア内平均の結果を図５に示す。
　Ｍｇ、Ｏ、Ａｕ、Ｃ、Ｓ、Ｆ等のピークのうち、Ａｕは電析に用いている基板、Ｃ、Ｓ
、Ｆは試料を洗浄する際取り除けなかった電解質塩の成分である。ＭｇとＯに当たる位置
のピークが、同程度の大きさで現れており、ＭｇＯであることを示唆している。電析後測
定までに大気中にさらしているため、電析したＭｇが酸化したものを観測したと考えられ
る。
　図５により、電析したものが確かにマグネシウムであることを確認した。
【０１０２】
［実施例２］
　上記合成例２に従って得られた化合物（Ｌ２）を用いた以外は上記試験例２等と同様に
して、マグネシウム錯体（Ｌ２－Ｍｇ－Ｂｒ）を得た。
【０１０３】
　得られたマグネシウム錯体（Ｌ２－Ｍｇ－Ｂｒ）を用い、且つ、マグネシウム錯体（Ｌ
２－Ｍｇ－Ｂｒ）のＭｇ（ＳＯ２ＣＦ３）２／Ｇ３溶液への添加量を０．１Ｍとした以外
は実施例１と同様にして、サイクリックボルタンメトリー測定を行った。
　室温（２９８Ｋ）、１サイクル時のサイクリックボルタモグラムを図６Ａに示す。また
、その後３３３Ｋにおいて３サイクル電位走査した際のサイクリックボルタモグラムを図
６Ｂに示す。
　これらの結果から、マグネシウム錯体（Ｌ２－Ｍｇ－Ｂｒ）を用いた際にも、マグネシ
ウムの可逆的析出溶解反応が良好に行われることが確認できた。
【０１０４】
［実施例３］
　マグネシウム電析において、定電流電析測定を行った。
　Ｍｇ（ＳＯ２ＣＦ３）２／Ｇ３（モル比１：５）を用いた例を図７Ａに、Ｍｇ（ＳＯ２

ＣＦ３）２／Ｇ３（モル比１：５）に０．１Ｍのマグネシウム錯体（Ｌ１－Ｍｇ－Ｂｒ）
を添加した電解液を用いた例を図７Ｂに示す。
　図７Ａ～Ｂの結果から、マグネシウム錯体を用いることにより、析出（充電）と溶解（
放電）との電圧差が小さくなり、エネルギー効率が向上し得ることが確認できた。
【０１０５】
［実施例４］
　サイクリックボルタンメトリー測定及び交流インピーダンス測定を行った。
　具体的には、Ｍｇ（ＳＯ２ＣＦ３）２／Ｇ３（モル比１：５）電解液、Ｍｇ（ＳＯ２Ｃ
Ｆ３）２／Ｇ３（モル比１：５）に、０．０５Ｍ又は０．１Ｍのマグネシウム錯体（Ｌ１
－Ｍｇ－Ｂｒ）を添加した電解液を用いて、サイクリックボルタンメトリー測定を行った
。温度を２５℃、サイクル数を１とした以外は、実施例１と同様である。結果をそれぞれ
図８Ａ～Ｃに示す。
　また、このサイクリックボルタンメトリー前後の電解液を用いて、交流インピーダンス
測定を行った結果を、図９Ａ～Ｃに示す。
　図８Ａ～Ｃの結果から、０．０５Ｍ又は０．１Ｍのマグネシウム錯体（Ｌ１－Ｍｇ－Ｂ
ｒ）を添加することにより、充放電特性が良好となることが確認できた。
　また、図９Ａ～Ｃの結果から、０．０５Ｍ又は０．１Ｍのマグネシウム錯体を添加する
ことにより、特にサイクリックボルタンメトリー後（Ａｆｔｅｒ　ＣＶ）において、複素
平面上で円弧状にプロットされ、円弧の直径も増大することから、ＣＶにより電極上に皮
膜が生じていることが確認された。
【０１０６】
［比較例１］
　Ｍｇ（Ｎ（ＳＯ2ＣＦ3）2）2塩（Ｍｇ（ＴＦＳＡ）2）をトリエチレングリコールジメ
チルエーテル（トリグライム、Ｇ３）に分子比１：５で溶解した基準電解液（Ｍｇ（ＴＦ
ＳＡ）2／Ｇ３）を調製した。
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　この基準電解液を、ビーエーエス社製プレート電極測定セル（作用極：Ａｕ、参照極：
Ａｇ／Ａｇ＋、対極：Ｍｇ）に加えて測定用セルとし、Ｓｏｌａｒｔｒｏｎ社1260+1287
測定装置を用いて電位掃引法によりマグネシウムの電気化学的析出／溶解反応を行った。
掃引速度は5 mV s-1、掃引範囲は-4～1 V vs. Agとした。
　この基準電解液中でのマグネシウム電気化学的析出／溶解の電位－電流曲線（サイクリ
ックボルタモグラム）を図１１（ａ）に示す。下向きの還元（マグネシウム析出；充電反
応）電流が-2.2 V vs. Ag付近で流れはじめるのに対し、上向きの酸化（マグネシウム溶
解；放電反応）電流は-1 V vs. Agから見られ、1.2 V程度の過電圧が生じている。
【０１０７】
［実施例５］
　試験例１と同様にして、化合物（Ｌ１）：ＣＨ３ＭｇＢｒ＝１：２のモル比で混合し、
室温で４日間静置して、マグネシウム錯体（Ｌ１－Ｍｇ－Ｂｒ）を得た。これを１１０℃
で減圧乾燥した後に、Ｍｇ（Ｎ（ＳＯ2ＣＦ3）2）2　（Ｍｇ（ＴＦＳＡ）2）塩をトリエ
チレングリコールジメチルエーテル（トリグライム、Ｇ３）に分子比１：５で溶解した電
解液中に、０．１ mol L-1の濃度で溶解した。
　この電解液を用いて、比較例１と同じく、ビーエーエス社製プレート電極測定セル（作
用極：Ａｕ、参照極：Ａｇ／Ａｇ＋、対極：Ｍｇ）に加えて測定用セルとし、Ｓｏｌａｒ
ｔｒｏｎ社1260+1287測定装置を用いて電位掃引法によりマグネシウムの電気化学的析出
／溶解反応を行った。掃引速度は５ mV s-1、掃引範囲は－４～１ V vs. Agとした。測定
セルは自作の密封容器に入れ、環境試験機(ESPEC SU-221)で温度を制御した。
　ＣＨ３ＭｇＢｒと化合物（Ｌ１）から合成した錯体を０．１ mol L-1溶解したＭｇ（Ｔ
ＦＳＡ）２／Ｇ３電解液中での、マグネシウム電気化学的析出／溶解の電位－電流曲線（
サイクリックボルタモグラム）を図１１（ｂ）に示す。
　過電圧が０．８ V程度に低減した。
【０１０８】
［実施例６］
　実施例５に続いてさらに、このセルを一旦６０℃に加温して電位掃引後、再び２５℃に
戻して掃引すると、過電圧がほどんどなくなり、また、マグネシウム析出と溶解の開始電
位がほぼ一致した（図１１（ｃ））。
【０１０９】
［実施例７］
　化合物（Ｌ１）を下記化合物（Ｌ４）に変更した他は、実施例６と同様にして、２５℃
→６０℃→２５℃の処理を行った場合の、化合物（Ｌ４）に由来する配位子を含むマグネ
シウム錯体を含有する電解液のサイクリックボルタモグラムを図１２（ｅ）に示す。
　化合物（Ｌ４）に由来する配位子を含むマグネシウム錯体を添加したことにより、過電
圧がほどんどなくなり、また、マグネシウム析出と溶解の開始電位がほぼ一致した。
【０１１０】
【化３２】

【０１１１】
［実施例８］
　化合物（Ｌ１）を、合成例３で合成した上記化合物（Ｌ５）に変更した他は、実施例６
と同様にして、２５℃→６０℃→２５℃の処理を行った場合の、化合物（Ｌ５）に由来す
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る配位子を含むマグネシウム錯体を含有する電解液のサイクリックボルタモグラムを図１
２（ｆ）に示す。
　化合物（Ｌ５）に由来する配位子を含むマグネシウム錯体を添加したことにより、過電
圧がほどんどなくなり、また、マグネシウム析出と溶解の開始電位がほぼ一致した。
【０１１２】
［実施例９］
　化合物（Ｌ１）を、合成例４で合成した上記化合物（Ｌ６）に変更した他は、実施例５
と同様にして、錯体を合成し、電解液を作成した。このとき、化合物（Ｌ６）に由来する
配位子を含むマグネシウム錯体は、上記電解液への溶解度が十分ではなく、０．１ mol L
-1の濃度で溶解せず、過飽和の状態の電解液とした。この他は、実施例６と同様にして、
２５℃→６０℃→２５℃の処理を行った場合の、化合物（Ｌ６）に由来する配位子を含む
マグネシウム錯体を含有する電解液のサイクリックボルタモグラムを図１２（ｇ）に示す
。
　化合物（Ｌ６）に由来する配位子を含むマグネシウム錯体を添加したことにより、過電
圧がほどんどなくなり、また、マグネシウム析出と溶解の開始電位がほぼ一致した。
【０１１３】
［実施例１０］
　化合物（Ｌ１）を、合成例５で合成した上記化合物（Ｌ７）に変更した他は、実施例６
と同様にして、２５℃→６０℃→２５℃の処理を行った場合の、化合物（Ｌ７）に由来す
る配位子を含むマグネシウム錯体を含有する電解液のサイクリックボルタモグラムを図１
２（ｈ）に示す。
　化合物（Ｌ７）に由来する配位子を含むマグネシウム錯体を添加したことにより、過電
圧がほどんどなくなり、また、マグネシウム析出と溶解の開始電位がほぼ一致した。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】
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