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二酸化マンガン電極の不可逆性

佐　藤　教　男＊

Irreversibility　of　Manganese　Dioxide　Electrode

Norio　SAToh：：

Abstract

　　　　A　theoretical　study　of　manganese　dioxide　electrode　has　been　made　to　find　the

thermodynamic　basis　of　establishing　the　electrode　potential　in　acid　solution．　The　manga－

nese　dlox三de　electrode　is　considered　to　be　a　poly－phase　electrode　represented　by　Pt／Mno2／

MnOOH／solution，　since　the　trivalent　oxide　is　forined　as　an　iRtermediate　in　the　course　of

cathodic　reduction　of　MnO，　to　MnU”　ion　which　occttrs　during　the　discharge　of　manga－

nese　dioxide　electrode．　ln　this　poly－phase　electrode　system，　two　reactions，　both　of　which

contribute　rnore　or　less　to　establishing　the　electrode　potential　of　manganese　dioxide，　can

proceed　simultaneously　even　in　spontaneous　state；　these　are　respectlvely　as　fo｝lows

　　　　　　　　　anodic　reaction　Mn2“十20H”　s　MnOOH十H“十e

　　　　　　　　　cathodic　reactibn　MnO，十H“十e一．　MnOOH

Accordingly，　the　electrode　potential　is　interpreted　from　the　standpoint　of　view　of　kinetics

as　a　mixed　potential　that　is　determined　by　the　polarization　characteristics　of　both　reactions

in　the　manganese　dioxide　electrode．　When　the　concentrations　of　LMn2“　and　OEIrm　ions　in

solution　are　such　that　the　affinity　of　the　disproportionation　reaction，　2　MnOOH＝＝：MnO，

十Mn2’：＝：20Hrm，　is　zero，　the　equilibrium　potentials　of　the　above　two　electrochemical　reac－

tions　become　equal　to　one　another　so　that　the　manganese　dioxide　electrode　appears　to　be

in　equilibrium　and　the　electrode　potential　indicates　the　equilibrium　potential　of　both　reac－

tions．　Strictly，　however，　some　difference　in　the　chemical　potential　of　H“　ion　must　be

present　in　the　phase　of　MnOOH　by　virture　of　the　co－existaRce　of　the　two　electrochemical

reactions　in　the　poly－phase　electrode　system．

　　　This　difference　in　chemical　potential　of　H”　ion　in　MnOOH　phase　must　be　compen－

sated　by　the　chemical　potential　difference　of　e｝ectron　induced　in　the　same　phase　so　tha’

the　flow　of　H’　ion　may　Bot　occur　in　the　case　of　zero　afHnity　of　the　dispropatimation

reaction　；　this　may　be　understood　to　be　of　a　kind　of　quasi－equilibrium　state，　but　not　to　be

of　true　equilibrium　state．　lt　is　therefore　concluded　that　the　whoie　system　the　manganese

dioxide　electrode　can　not　be　in　compiete　equilibrium　and　it　must　contain　some　irreversible

parts　which’may　contribute　greatly　to　establishing　the　electrode　potential．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’””
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　　　　　　　　　　　　　　　　　1．緒　　　言

　　二酸化マンガンは乾電池の電極物質として広く実用されているが，その電気化学的活性は

天然産ならびに人工二酸化マンガンのいずれについても産地あるいは製造条件などによって大

幅に変化する。二酸化マンガンの電気化学的活性は乾電池の性能をきめる極めて重要な因子で

あるので，古くから数多くの研究者達がこの間門を追求してきたけれども，この電気化学的濫

性を支配する因子は未だ十分明らかにされていない。二酸化マンガンの電気化学的性質をしら

べる際には通常その電極電位の測定を行なうが，水溶液中に浸漬された二酸化マンガンの電極

電位の実測値は二酸化マンガンの種類や処理条件によってまちまちであり，その原因もよくわ

かっていない1）。このような電極電位の実測値の大幅なばらつきを説明するため，従来から二

酸化マンガンの電極電位を次の関係式で示そうとする試みが行なわれてきた2）。

　　　　E一台＋撃ln　m書0努鑑至芸墨｛＋撃ln　a・｛＋　　　　　　　　　　　　　　　（！－！）

この式は電極電位が二酸化マンガン電極中のMnO，とMnOOHとのmol比によって変化する

ことをあらわしており，形式的には次の酸化還元反応を電位決定反応と考えて

　　　　MnO，十H’十e　，r　MnOOK　，，　．　（1－2）
反応の可逆平衡電位をあらわすNernstの理論式の形式だけを借用したものである。二酸化マ

ンガン電極の放電（電解還元）途巾での生成物をX線回折によって調べた結果によると低級酸

化物あるいは水酸化物の生成が確認されている．ので3），（1－2）の反応が電極電位決定反応に関係

あると考えることは妥当と思われる。しかしながら，MnO、と低級酸化物MnOOHとは異なっ

た結晶構造を取り，従って一般の不均一系反応の取．扱い方からすると，両酸化物の活量は1と

おかなければならないので，反応（！－2）の平衡電位を（i－1）式であらわすことは出来ない。しか

るに（1－！）式はしばしば（1－2）反応の平衡電位をあらわす式として誤用されている。回報の目的

は，二酸化マンガン電極電位の解釈におけるこの種の混乱を整理する意図のもとに，電極電位

を熱力学的ならびに動力学的立場から検討し，二酸化マンガン電極に内在する不可逆性を明ら

均｝にしようとするものである。

　　二．酸化マンガン電極は，金属（導電体），二酸化マンガン，低級酸化物および溶液の各相か
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ら成るいわゆる多相電極系を形成する。この種の多繍

電極系は，金属／溶液系のような単相電極系と異なり，

いくつかの相境界をもっており，これら各相境界にお

ける反応ならびに各相内における反応がすべて電極電

位決定に関嬉してくる4）一’6）。本報では二酸化マンガン

電極を多縮電極系として取扱い，その電極電位の内容

を検討した。なおここでは2蜥の酸化物Mn（OH＞2の

形成されないような酸性溶液中での二酸化マンガン電

極のみを取上げた。

　　　　　　IL　Pt／M熱02欝極の電位

　　電極導体として白金，電解質溶液には特殊な酸化

捌や還元捌を念まない単純な酸性水溶液を考える。こ

の電極の酉己列を第！図に示す。この電極系でピョ金の内

部電位φ1と，溶液の内部電位φvとの差（φ一φv）は，

Pt／Ml沿2相境界のガルバー電位差（内部電位の差〉

工

（pt）

e一

　　（MnO2）

五α　　　　　豆わ

　ε㎜一「→ε

　　　　　　ε

　　　　　　らか　　　　　　図n
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@　↑　盛一φv

象竃の鴇9：斡

@　　寺 φ

第1図　Pt／MnO2電極の相配列と

　　　各相内における内部電位

91／11，MnO2内の電位差EgおよびMnO、／溶液相境界のガルバre電位差911／vの和であらわさ

れる。

　　Pt／MnO、相境界での反応は，自金内の自由電子がMnO、の電導帯へ移動するか，あるいは

充満帯心の電子空冷と結合するかのいずれかである。いずれにしてもPtとMnO、との闘の電

子の移動反応であるので次のようにあらわされる。

　1／II相境界

　　a：　e（1）一＞e（llu）　z＝＝l
　　　　Fg，，　＝”　1ieg）一！2eaT．）　（2－1＞
ここでしVは反応の荷電数で粗境界を白金極から溶液の方向へ移動する荷電数を示す。9，、は反応

aの平衡ガルバニー電位，Fはファラデー定数，μ，は電子の化学ポテンシャルを示す。

　　今，MnO、／溶液の相境界で，次の2つの反応が存在すると考えてみよう。

　II／V相境界

　　v：　Mn‘“（Ilb）十2e（Ilb）　一〉　Mn2“（V）　z　＝＝：　十2

　　　　2Fgx　＝＝　一ictlh“’］’aib）一2vtte（iib）十Lt］［n2’e（v）　（2－2）

　　2y：　02一一　（Ilb）十1－1＋（V）　一〉　OI｛一一　（V）　2＝＝　一2

　　　　2Fg7J　＝＝’一　pto2一（iib）＋pt｝i＋（v）一pton一（v）　．　，　，　（2－3）

ここでμは各位i蝦における各化学種の化学ポテンシャルをあらわす。　．．・：’
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　MnO2相内では電子の移動が行なわれる。

　　b二e（II。）一→e（Ilb）　　　　　　　　　x　＝＝一1

　　　　FEII　”：：　Xle（Ilal’pte（Hb）　（2－4）
ここでEIIは，何等から理由によって，和王1内に電子の化学ポテンシャルの不均一が生ずる場

合にあらわれる相内の不可逆的電位差を示す。

　　この電極系において，1／II相境界では反応αが平衡状態にあり，　II／V相境界では反応xと

反応2Yとが共に平衡状態にあるとしょう。このような状態では各椙境界のガルバニー電位差が

各反応の平衡ガルバニー電位によってあらわされる。

　　　　gvii＝　g．　（2－s）
　　　　q．　，u．　＝＝　g．＝g，．　〈2－6）
白金と溶液との間の内部電位の差は

　　　　¢i一¢v　＝　gi／ii＋Eii＋gii／v　＝　g．＋Eii÷g．

　　　　　　　＝＝｛μe（互）一2μe（Hb）一国μMパ｛．（IIb）十壱μ嫉【㌃・遡（v）｝／F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2－7）

であらわされる。一方（2－6）式に（2－2）および（2－3）式を代入して

　　　　2iete（iib）　＝　一11｝fn‘＋（iib）一iCto2”（iib）一！Xi｛’i　（v）＋iCt｝inZ＋cv）＋XtoHm〈v）　（2nd8）

を・得る。これを（2－7）式に代入すると

　　　　F（czsi一¢v）　＝　，ete｛i）＋，2i’　iet“fno，（iib＞＋！iH’”（v）’tl’　iLtthi2＋（v）Hieto｝i一（v）　（2－9）

となる。従ってこの電極を標準水素電極に照合した場合の電極電位は，次の反応の平衡電位U

であることがわかる。

　　　　．t一　MnO，（II）十H“　〈V）十e（1）　rwh’　，．t　Mn2’　（V）十〇H”〈V＞　（2－10）

　　　　U　＝　十！．228－O．118　pH－e．0295　log　aim2＋，　Volt，　250C

ここでαM。・＋は溶液相V内のMn2＋イオンの活量を示す。

　　ここで相II内の電位差EIIについて考えよう。　II，位置における電子の化学ポテンシャル

は（2－8）式からわかるように溶液1のpHおよびMn2＋イオンの活量が一定であればある一定値

を取る。これに対してII。位置での電子の化学ポテンシャルは，（2－！）および（2－5）式の関係で

白金内電子の化学ポテンシャルとの差（接触電位差）が規定されるだけで，その値自体は何等の

平等も受けていない。従って相II内で電子が平衡状態にある限り，梢H内に不可逆的電位差

は存在しない。

　　第1図には，この電極電位の内容を模式的に示してある。この図でガルバニー電位差の大

きさと方向は任意にきめたものである．
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　　　　　　　　　　　　IIL　Pt／MnO、／MnOOH電極の不可逆性

　　二酸化マンガン電極の放電途中における生成物は，溶液内へのMn2＋イオンの溶解のみな

らず，中聞生成物としてα一MnO2の場合はγMn203，β一MnO，の場合はMnOOHがそれぞれ生

ずることが確認されている3）。従って，MnO2の表面では前項で述べたような反応xが進行す

　　　　　　　　　　I　　　　　I［1　　　　　　　皿　　　　　　V
　　　　　　　　　（PD　（MnO2）　（T“lnOOH）　（Solution）

　　∬α　　　　∬δHα　　　　皿b

e““狽秩р?一ズe一”e一一「→¢
　　　　　　　　　4＋　1　．．3＋　．．3＋

マ

Mk“

OH雪

H’

OH－

H＋

　　　　　　　　　　　　第2図　Pt／M亘02／MnOOH窩極系の相配列と反応

るのではなく，中間財としてMnO2と溶液との間は3価の酸化物，たとえばMnOOHが生成

する。第2図にはこのような低級酸化物の生成を考慮に入れた場合の電極構成要素の配列を示

した。

　　この電極の電位は前項で述べたと同様の方法で解釈される。班1相境界とII相内では，

Pt／MnO2電極系の場合と同様に反応aおよび反応bが各々存在する。このほか，　II／IH相境界，

III／v相境界およびIII相内で，各々次の各反応を考慮に入れなければならない。

　IIIIII相境界

　c　：　Mn‘“（Ilb）十e（Ilb）　一一〉　Mn3”　（III．）

　　　3エ79．＝一Pt｝ln4＋（賑b）一一μe（Ilb＞十vttMn3・i一（IIIu）

　d　：　02　rm　（Ilb）　一　02一　（III．）

　　　2Fg，1　＝＝　pto2’（Ilb）　umpto2maalla）

e　：　02：　（Ilb）　＋　H’　（IIIa）　一　OH　’ma　（IIIa）

　　　2Fge　：＝”　，Cto2T（iib）＋Lti｛’ail．）一XtoH＝（iiia）

　h：　e（Ilb）一e（III．）

　　　Fgh　＝　iete（Ilb）　veieee（IIIa）

III／V相境界

　］’　：　Mn3“　（IIIb）　十　e（IIIb）　一　Mn2　“　（V）

　　　2Fg」　＝　一pt｝in3＋（iiib）”，ete（nib）＋pt］in2＋CV）

2＝　十3

x　＝＝　一2

2　＝＝＝　一2

2＝　一1

2　＝＝　十2

（3－1）

〈3－2）

（3－3）

（3－4）

（3－5）
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fe：　02一（III，）十H＋（V）一〇H一（V）

　　2Fgk　za　pto2一（IIIb）＋ptlr］’（v｝一ptol｛一（v）

1：　OH一一　（III，）　一｝　OH一（V）

　　F9・　一・　XX・H一．（・Hb一μ0王正KV）

g：　H÷（v）　一一〉　H＋（IIIb）

　　Fgg　＝＝：　／IH＋（v）’pt｝i’gii・n）

x　＝＝　一2

之＝一！

z　＝＝　一1

（3－6）

（3－7）

（3－8）

6

　III相内

　　i：　e（IIIa）　一〉　e（IIIb）　．or．　T一　一1

　　　　FEHi　＝：：　pte（nl．）H！le（lllb）　（3－9）

　　f：　K’（IIIb）m＞H一’（IIIa）　z＝＝　一1

以上の反応をまとめると第1表に示すように，A，　BおよびCの3っのグループに分けられる。

Aグループは電子だけの反応，BグループはMnO、／MnOOH：相境界の反応に関与するもの，　C

グループはMnOOH／溶液相境界での反応である。ここで電・子の移動．過程はすべて平衡状態に

　　　　　　第1表　Pt／MnO2／MnOOH鑑極系の各根境界および相内における反応の分類

位　　　　　　　　　　概

反　　　応 Pt／MnO2

梶@境界
MnO2相内

MnO2／MnOOH　　　　　　　　MnOOH相内　相　境　界

MnOOH／溶液
@相　境　界

Aグルー一・一プ

B　グルー　プ

Cグループ

a b 　h
c，　cl，　e

　1：

　f
ブ，k，1

g

あると考えられるので，以下の考察では電子の移動を示すAグループの反応は平衡状態にある

と仮定する。

　　若し，Bグル・・一プの反応が平虫状態にあるならば，各相境界のガルバニー電位差は各々次

のようにあたえられる。

　　　　glfll　＝＝：　g｛‘

　　　　glum　＝＝　g．　＝＝　g．　＝＝　g，，　＝　g，

　　　　glll／v　＝＝　q．　g

従って，この場合の電極の電位（φ1一φv）は

　　　　φ一φV　＝＝9・／・汁E・・＋　9ii／、・、＋E…＋9…ノV　・・9，，＋E、i＋9，÷Em＋ga

（3－10）

（3－11）

（3－12）

（3－！3）

であらわされる。ここで相II内の不可逆的電位差EIIは前項で述べたと同じ理由で零となり，

椒II内の電子の化学ポテンシャルは（3－！），（3－2）および（3－11）式から次のように与えられる。

　　　　iCte（rrb）　＝＝　vCt｝［n3’i’an．）十ti3’　iLto2一（IIIa）一Lt｝ln‘i’（Ilb＞一．i’　teto2－alb）　（3－14）

　　次に相III内の不可逆的電位差EIII＝（pte（Hla）一μ，（IIIb））／Fについて考えよう。μ。（III。）の値は

（3－1），（3－3），（3－4）および（3－！1）式から次のように与えられ，
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　　　　iUe（Ilra）　cr’　Pt］［n3＋（Ilra）十XtO2一（IIIa）’LtOI－IL（III．）一XtMn‘’（Ilb）H2ietO2一〈Ilb＞一，etll＋（lll．）

　　　　　　　　＝iLtMnOOI－1（IIIa＞一Ltrrno、CIIb）一μP＋〔HI＆）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－15）

MnOOH，　MnO2およびH＋（IIIa）の化学ポテンシャルで規定されたある一定値を取る。一方

μ，（IIIb）をきめるものは，　IH／V相境界におけるCグル・・プ反応の反応状態である。若しCグル

ープの反応ブが非平衡状態にあって，その反応抵抗が極めて大きく反応がほとんど進行しない

とみなし得る状態にあるならば，III，位置における電子はIII／V稲境界の反応で何等の影響も

受けないのでμ，（mb）はμe（IIIa＞と同じ値を取る。従ってこの場合にはEm＝Oである。次に繊

III内のH一“の化学ポテンシャルは，　BグルーV一プの反応d，　eおよび！が平衡状態にあるとして

いるので，（3－2），（3－4）および（3－1！）式から導かれる次の一定値を取る。

　　　　Xt｝1’i’（III）　＝　iLtll’3’alla＞　＝＝　Ltrl＋（inb）一Pto｝1”（IIIa＞一lto2一（III．）　（3－16＞

　　以上の考試から，Bグル・一一一プの反応が平衡状態にあり，　Cグループの反応の反応抵抗が極

めて大きく反応自体の存在を無視出来るような場合の，この電極系の電極電位を求めると，

　　（2－1），（2－4），（3－14＞および（3－！6）式から

g6i－g6ir　＝＝　ga＋ge＋gg　”＝　（，ete（i）＋pt“ino，aii．）＋Ltii’｛’（v）一！2“［noo｝・r（iii．〉）／F

であたえられる。この電極電位を標準水素電極に照合

すると，次の反応の可逆平衡電位になる。

　　　　MnO，（II）十H“（V）十e　（1）　，＝’　MnOOH　（III）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－18）

　　　　UB　一一　十1．014－O．059！pH，　Volt，　250C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－19）

第3図に，この場合の各絹目の内部電位および各面境

界でのガルバニー電位差を模式的に示した。

　　次に，Cグル・一プの反応が平衡状態にある場合に

ついて考えよう。この場合には，各網境界のガルバニ

ー電位差が各々次のようにあたえられる。

　　　　gi／ii　一一　ga　（3－20）

　　　　9ivm　＝＝　9fe　（3－21）
　　　　gm／v　：＝＝　gj＝　gk一　一一　g，　（3－22）

ここで911／IIIの値95，は，後に述べるようにBグルー

プの反応状態によって変化し，Bグル・一一プ反応が平衡

状態にある場合のほかは（3－11）式で示される9i，．と等

しくならない。この場合の電極電位は前と同様に各・相

境界のガルバニP電位差と各相内の電位差との和であ

工　　　1 皿

（3－！7）

v

φ1

　　（MnO2）

@　　　　告

@　　　9α　　　　　F

（Pt）　　　　　　　　　　　　（MnOOH）　　　（Solution）

、　　一　　一　噂　鵯　　胴　而　而　一　　＿　　＿　＿　　一　　＿　一 魂　＿旧

　　　　▲

Xh霜9c需9d噛

黶v （φ、一¢v）

@　一レu3

99

ﾊH＋
μ岡＋

第3図　Pt／MnO2／MnOOH電極系｝ζ

　　　おいて，III／V相境界における

　　Cグループの反応の反応抵抗が
　　　麺iめて大きく，II／王II相境界と

　　III／V相境界とにおけるBグル
　　　ープの反応が平衡状態にある場

　　合に導かれる各相内の内部閣位
　　　とH．…‘の化学ポテンシャル
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たえられる。

　　　　φ1一φV＝9、‘十EI叶9混十EHI十9Z

これに，（2一玉），（2－4），（3－4），（3－7）および（3－9）式を代入すると

　　　　F（φ・　一’一φV）一μ，（r）一μ，（m、〉＋μ・H一（mザμ・ガ（V）

を得る。ここでμ。（IHb）は（3－5），（3－6）および（3－22）式から

　　　　μ・（1・・b＞＝＝Xt｝fn2’t’（V一μ｝fn・一1一（111b）÷μ0・一．t（IIIb＞．一μH＋（V一PtOH一（V）

であたえられので，これを（3－24）に代入すると，

　　　　F（g6im9）（v）　nt　ieee（o十iLt“fnoori（iub）＋ptri＋（v）一，Lt“［n2’”（v）H2iLeoi｛一（v）

を得る。これを標準水素電極に照合すると，次の反応の可逆性平衡電位になる。

　　　　MnOOH（III）十H＋（V＞十e（1）＜；こごMn2貿V）十20H一（V）

　　　　Uc　＝＝　十1．443－O．773　pH－O．059110g　aim2＋，　Volt，　250C

　　（3－26）式であたえられる電極電位は，

（3－23）

（3－24）

（3－25）

（3－26）

〈3－27）

（3－28）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bグループの反応が平衡状態にあると否とにかかわ

らず成立するものである。ここで，相II内の不可逆的電位差は前項で述べたと同じ理由によっ

て零である。これに対して，相III内の電位差EmならびにIIIIII相境界のガルバニー電付：差

は，Bグループの反応の反応状態がきまらなければ求めることが出来ない。若しBグル・一プの

　　工　　　III　　　巫　　　　V
　　（Pt）　’（MnO2）　（MnOOH）　（Solution）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　ff　ll　V
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（P七）　　　（MnO2）　　　（MnOOH）　　（Solu七lon）

φ、

’一’一’一

↑　1

9乱＿土一＿＿

L圃＿』

@　　　　「

　　　　　　　I　　　　　　　i

@　　　（φrψv）

@　　　　　『炉UB
iφ：烈　　　　　　　I　　　　　　　I　　　　　　　I

　　　　↑9ノー9八一9z

Q⊥…一

第4図　Pt／MnO2／MnOOH電極系におい
　　　　て，II／III相境界におけるBグル

　　　　r・一プの反応の反応抵抗が極めて大

　　　　きく，IIIfV相境界におけるCグ

　　　ループの反応が平衡状態にある場

　　　合に導かれる各相内の内部電位

　　一一・一t・；第3図で示した内部電位
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第5図　Pt／MnO2／MnOOH電極系におい

　　　　て，HIIH期境界およびIIIfV相
　　　境界におけるBおよびCグル・・一

　　　　プの反応が共に平衡状態にある場

　　　合に導かれる各相内における内部

　　　電位とH．1『イオンの化学ポテシ

　　　　ヤノレ
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反応が非平衡にあり，その反応抵抗が極めて大きく反応の存在が無祝出来るような場合には，

9王1／・IIはBグル・・フ。の反応とは無関係なMnOとMnOOH間の単なる接触電春k差となる。又相

III内のIHb位置における電子の化学ポテンシャルμ。（mb）は（3－25）式によって規定される値を

取るが，III。位践における電子の化学ポテンシャルμ，（III。）は，　II／III相境界での反応が無視出

来るので，この相境界の接触条件1こよって制限を受けることなく，μe（Ilrb）と岡じ値を取り，結

局EIII　・Oである。第4図にはこの場合の各相内の内部電位と各相境界のガルバニー電位差を

模式的に示した。

　　．最後に，Cグループの反応が平衡状態にあって，更にBグ」V・・一プ反応｝．1，i　II／III粗ま尭界なら

びに1叫V相境界での反応。，d，　eおよび9が平衡状態にある場合について考えよう。　Cグル

・一 vの反応が平衡状態にあると，Bグループの双応状態がとうであっても，電極電位は（3－26）

式であらわされ，反応（3－27）の可逆平衡電位となることはすでに述べた。ここで相III内の電

子の化学ポテンシャルについてみると，II／IH相境界でのBグルドブ反応。，　dおよびeの平衡

状態の成立からH1。位置における電子の化学ポテンシャルμ，（、II。）は（3－15＞式であたえられる

のに対し，IIIb位議での電子のポテンシャルμ。（IIIb）はCグループ反応の平衡条件から（3－25）式

であたえられる値を取るので，両者は必ずしも等しくならず，相III内に不可逆的電粒：差EIII

が生ずることになる。

　　　　FEm＝Xte（エIla）一μe（lllb）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－29）

相III内のH’i一の化学ポテンシャルについても岡様なことが云える。すなわち，　HI。位置にお

けるH＋の化学ポテンシャルは，反応4およびeの平衡条件（3－2），（3－3）および（3－11）式から

　　　　Xtll＋（ITIa）＝μoH一（IIIa）一μ02一（IIIa）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－20）

となる。～方111，位鷺におけるH牽の化学ポテンシャルはCグル・・一一プ反応の平衡条件（3－8）お

よび（3－12）から

　　　　μH・（mb）議μ1王÷（V）＋μOH’P（V）一μ0ガ（IIIb）

　　　　　　　　＝lt｝1，0（v）一PtoH一（III，b）　C3－21）

であたえられる。この両者は必ずしも等しくないので，相III内にH＋イオンの化学ポテンシ

ャルの不均一が生ずることになる。

　　　　APt｝1“（iii）　rmim　，et｝1’i’（iii．）一ieti｛’（nib）　’　（3－22）

　　相III内の不可逆的電位差EIIIは（3－29）式に（3－15）および（3－25）式を代入して

　　　　FEiH　＝’　pte（rlla）’Xte（IXIb）

　　　　　　　一（2，・。、、。。。（、H）一μ、1。・、（1、）一PtMn・・！’（。）一2μ・1－1一（・））一（μ睡11・Lμ噴mb））

　　　　　　　＝　AD－dxii・i＋mi）　（3－23）
であらわされる。ここでA刀は次のdisproportionation反応の親和力に等しいことがわかる。

　　　　2MnOOH（III）；：＝ごMnO2（II）十Mn2＋（V）十20H一（V）　　　　　　　　　　（3－24）
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相王H内のH＋の化学ポテンシャル差4μH＋（III）は（3－20）と（3－2工）式とから，μo・一（m）とμoH一（m）

とが相III内で一定とすると，

　　　　diC（｝1’“（IID　＝＝：　UI－1’1’（Hla）一ptH’÷’（111b）

　　　　　　　　＝　2　PtoH－all）一Lto2”ali＞一ptll”’　〈v）　－a　ittoH一（v）

　　　　　　　　＝＝2，Ltoii－aii）’Lto2”aii）Hictii，o（v）　（3－25）

となり，溶液のpH値に依存せず，　MnOOHの性質によってきまる一定値を取る。

　　」μH÷（III）は相III内のH＋イオンの不可逆的な化学ポテンシャル差をあらわし，　FEmは同

様に相HI内の電子の不可逆的な化学ポテンシャルの差をあらわす。両者の和は結局相IH内に

生ずる不可逆的ポテンシャル差を示すことになり，これは（3－23）式からdisproportionation反

応（3－24）の親和力に等：しいことがわかる。

　　　　Ao　＝＝　FEm十dptH＋（m）　（3－26）
　　このdisproportionation反応の親和力A刀の値

　　　　AD　＝＝＝　2pt］inooHuii）一一pt！fno，g一一ptrin2’〈v＞H2pto｝i”（v）　（3－27）

は溶液中のMn2＋およびOH一イオン活量によって変化し，ある特定条件，すなわち両イオンの

活量が次の条件

　　　　a・Mn2＋×・も・一・膳（・・・…」’・・・・…一・…fnO，（1・・一Xt？Mn・＋・・一・・et＆H－v）］（・一28）

を満足すると，Aか＝Oとなる。ここでμ＆。・＋およびμもガはMn2＋およびOH一一イオン活：量が

1

（Pt） （MnO2）

MnO2

　　皿　　　　V
（tvlAOOH）　．　（Solution）

α　　　　】恥．

evei　20H
〈B，）

MnOOH
（c）

洋←諱uげ（Bl）H＋

1

略＋

第6図二酸化マンガン冠極における
disproportionationの逆反応の反応図

単位値を取る際の化学ポテンシャルをそれぞれあらわ

す。25℃において上の条件はαMn・・…ノαH÷＝100・717であ

らわされる。この条件が満足されると，

　　　FEiu十dyH一　am　＝＝　O　（3－29）

となって，見掛上は不可逆的ポテンシャル差が全体と

して零になる。　しかしながら」μH＋（III）は（3－25）式で

わかるようにMnOOHの性質によってきまる一定値

を取るので

　　　dxtH＋（ix，）　iF　O　（3－30）

となり，従って相III内の静電的電位差も零にはならない。

　　相III内に零でない4μH・（II・）が必ず存在することはPt／MnO，IMnOOH電極系が本質的に

不可逆的要素を内蔵していることを意味するもので，本報文での重要な結論である。

　　　　　　　　　　　IV・　Pt／MnO2／MnOOH電極電位の解釈

　　前項での考察から，Pt／MnO、／MnOOH電極は，たとえ各相境界での反応が平衡状態にあっ

ても，MnOOH相内にH＋イオンの化学ポテンシャルの差（H＋イオンの活量の差）が生じ，こ
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の電極系全体としてみると決して完全な平衡状態を取り得ない系であることがわかった。

　　ここで，溶液の組成がAD　＝Oの条件を満足する場合には，相III内には不可逆的なH＋イ

オンの化学ポテンシャル差を打消す方陶に電子の化学ポテンシャル差（静電的電位差）が生じ，

その大きさは

　　　　Eiii＝”dptii“（m）IF　（4－1）
であたえられる。この場合には電極系は準平衡の状態をとり，電極系内では何等の物質移動や

反応の進行は見掛上おきない。然しながら，これは完全な平衡状態でないことは相III内に不

可逆的なH＋イオンの化学ポテンシャル差が存在することから明らかである。さて，この場合

の電極電位を考えると，前項での考察から簡単な計算によって，この電極の標準水素電極に照

合した電位ひが反応（3－27）の平衡電位Ucであらわされることがわかる。又A％＝＝Oの条件か

らこの電位は反応（3－18）の平衡電位ひ〃に等しくなる。

　　これに対して，・4ρキ0の場合には，上に述べた準平衡状態がやぶれ，AJ）に胡当する熱力

学ポテンシャル差が電極系内に生じ，このため電極系内で物質移動や反応が自然に進行する。

ここで進行する反応は，全反応が（3－24）式であらわされるdisproportionationの逆反応であっ

て，実際に電極においてこの反応が進行するときには，次に示すアノード反応とカソード反応

との2つにわかれて進行するので，いわゆるcoupled　reactionsと考えるべきものである。

　　カノ・・一ド反応

　　　　　B，　：　H＋　（V）　一〉・　H＋　（III，）BI

　　　　　B2：　H“（IIIb）“H“（IIIa）　（4－2）
　　　　　B，：　MnO，（II）十H”（III．）一F　e一”・MnOOH（III）

　　アノf・一ド反応

　　　C　　Mn2貿V）十20H…（V）→MnOOH（III）十H÷（V）十e（IIIb）　　　　　　　（4－3）

このcoupled　reactionsの見掛けの原動力はA．であるが，実際の原動力すなわち有効に働いて

いる原動力は（A．・一話4μH．ト（III））である。これは4μH・t一（III）がこの電極系に本質に内蔵されている

不可逆的エネルギt一一一であって，反応を進行させる能力のない無効なエネルギーであるからであ

る。この有効な反応の原動力（AD－dPt｝1－i一（m＞）は，　II／m桐境界とIII／V相境界での各反応がほ

ぼ平衡状態にあると，上に述べたように，相III内のH＋イオンの化学ポテンシャル差の変化と

静電的ポラソシャル差によって分担される。

　　　　（AD－Apti－i“gii））　＝＝　（d＃i－i“（ui）Hd／ii｛＋（im）十Ei’ii　（4－4）

ここで4煽＋（III）およびE温は上のcoupled　reactionsが進行している状態での相III内のH＋

イオン化学ポテンシャル差と静電的電位差を各々示す。若しH／IH相境界とIII／Vイζlll境界での

各反応も非平衡状態にあるならば，この原動力は（4－2）および（4－3）式で示した。BおよびCグ

ル・・一プの各反応の不可逆的分極によって分担されることになる。すなわち，反応が進行してい
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る状態におけるII／III相iゴε界とIII／V相境界のガルバニー電位差を各々％／IIIおよび9fll／vで

あらわすと，

　　　　CAo－dμ，，＋（III））＝F（9伽rσβ、）十（4μ薮÷（III）一dPtH÷（III））

　　　　　　　　　　十　F（giiifm－gB，）一F　Eflt十F（gl’，，／．一gc，／　（4－s）

の式で，反応の有効原動力が各部分の反応の不可逆的分極によって分担される事情を理解する

ことが出来る。ここで9B、，9B、および9eは各々（4－2）および（4－3）式の各反応B，，　B，およびC

の可逆ガルバニー平衡電位差を示す。

　　この場合，この電極系の電極電位は当然

　　　　¢i一¢v　＝＝＝　gyii十gi‘i／iii十Ei”ii十giiifv

であらわされる。この電極を水素電極に照合すると，脚芯Bすなわち反応（3－18）の平衡電位

UBと反応Cすなわち反応（3－27）の平衡電位

Ucとの中間の電位を示すことは容易に理解出

来る。これは反応Bと反応Cとが組合された非

平衡電極系のいわゆる混合電位である。これを

良く知られている分極図方式であらわすと第7

図に示すように，この電極系はBグループの反

応速度とCグル・一一プの反応速度とが相等しくな

る電位において非平衡の定常状態をを保持する

ことになる。この図からわかるように，二．酸化

マンガン電極の電位はアノード反応（Cグルe

プ反応）とカソ・一一ド反応（Bグル・・一プ反応）との

各反応の分極抵抗によって変化する。従って，

電極電位は，二酸化マンガン中の活性酸素の活

量などに関連する平衡電位として解釈すること
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；． MnO2＋・H“＋’e一“一MnOOH

U　　　　　l
　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　1
　　　　きウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　Mn＋20H一●一MnOOH＋H＋・2

1
1
1エ

　　　　　　　Current

　U　：　Electrode　potential　of　manganese　dioxide

　I　：　Rate　of　disproportionati’on　reactloR

第7図　電位一電流雌線（分極曲線）による

　二酸化マンガン電極の動力学的解釈

は妥当ではなく，むしろ反応速度に関する二酸化マンガンの動力学的性質によって規定される

と考えるべきである。

　　　　　　　　　　　　　　　　V・総括と結論

　　酸性溶液中の二酸化マンガン電極は，普通MnO2と溶液との中間に反応生成物あるいはそ

の中間体として3価の酸化物が生じ，Pt／MnO2／MnOOH／溶液の紀列をとる相電極系を作る。こ

の3相電極系の電極電位の内容を熱力学的ならびに動力学的立場から検討した結果，次の結論

を得た。

　　二酸化マンガン電極は，電極系全体が完全な平衡状態を取ることが出来ず，従って本質的

には二酸化マンガン電極の平衡電位は存在しない。溶液の組成が，disproportionation及応
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　　　　2MnOOH　，1］＝1’　MnO，十Mn2’”　十20Hum

の親和力が零になるようなMn2＋およびOH一イオン濃度を有する場合だけは，この電極系は

準平衡の状態を保持することがlkl来るけれど，この場合においてもなおこの電極系は：不可逆的

要索を内戯している。

　　溶液の組成が上の条件を満足しない場合には，電極系内で上のdisproportionationの逆反

応が自然に進行し，電極電位は次の2つの反応の混合電位を示す。

　　　　Mn2“十201－1”　一　MnOOH十H“十e

　　　　MnO2十H’十e　一　MnOOH

混合電位は平衡電位のように，熱力学的に規定された値を取るとは限らず，アノードおよびカ

ソ・・ド反応の動力学的状態すなわち分極抵抗の大小できまるものであるから，二酸化マンガン

の種類によるこの電極電位の相違あるいはこの電極電位の時間的変化等を解釈するには上に示

した各反応の動力学的知見を明らかにする必要がある。
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