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(57)【要約】
【課題】揮発による電解質の減少がなく、電池の長期の
安定作動が可能で安全なリチウム空気電池を提供するこ
と。
【解決手段】導電性材料および触媒を含む空気極と、金
属リチウムまたはリチウム含有物質を含む負極と、前記
空気極と前記負極に接するリチウムイオン導電性電解質
を含むリチウム空気電池であって、前記リチウムイオン
導電性電解質が、リチウムイオン導電性有機電解液とリ
チウムイオン導電性ゲルポリマー電解質を含み、前記リ
チウムイオン導電性ゲルポリマー電解質が前記空気極の
空気と接触する面とは逆の面を被覆することを特徴とす
るリチウム空気電池。
【選択図】図１



(2) JP 2015-230801 A 2015.12.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性材料および触媒を含む空気極と、
　金属リチウムまたはリチウム含有物質を含む負極と、
　前記空気極と前記負極に接するリチウムイオン導電性電解質
を含むリチウム空気電池であって、
　前記リチウムイオン導電性電解質が、リチウムイオン導電性有機電解液とリチウムイオ
ン導電性ゲルポリマー電解質を含み、前記リチウムイオン導電性ゲルポリマー電解質が前
記空気極の空気と接触する面とは逆の面を被覆することを特徴とするリチウム空気電池。
【請求項２】
　前記リチウムイオン導電性ゲルポリマー電解質に、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）
またはテトラエチレングリコールジメチルエーテル（ＴＥＧＤＭＥ）を含むことを特徴と
する請求項１記載のリチウム空気電池。
【請求項３】
　前記リチウムイオン導電性ゲルポリマー電解質が、厚さ２μｍ～２０μｍで前記空気極
の空気と接触する面とは逆の面を被覆することを特徴とする請求項１または２記載のリチ
ウム空気電池。
【請求項４】
　前記リチウムイオン導電性ゲルポリマー電解質が、無機金属酸化物フィラーを含むこと
を特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のリチウム空気電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウム空気電池に関する。本発明は特に、鉛蓄電池やリチウムイオン電池
などの従来の電池よりも小型軽量でかつ遙かに大きい放電容量を実現できるリチウム空気
電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リチウム空気電池は、正極活物質として空気中の酸素を用い、電池外部から常に酸素が
供給され、電池内に大量の負極活物質である金属リチウムを充填することができる。この
ため、電池の単位体積当たりの放電容量の値を非常に大きくできることが報告されている
。
【０００３】
　例えば、非特許文献１では、溶質として１ｍｏｌ／ｌの六フッ化リン酸リチウム（Ｌｉ
ＰＦ６）、有機溶媒として炭酸プロピレン（ＰＣ）と１，２－ジメトキシエタン（ＤＭＥ
）の混合溶媒を用いて電解液を作製し、リチウム空気（酸素）電池の評価を行っている。
【０００４】
　また、非特許文献２の電解液は、溶質として１．０ｍｏｌ／ｌのＬｉＰＦ６を用い、有
機溶媒として炭酸エチレン（ＥＣ）と炭酸エチルメチル（ＥＭＣ）（体積比で３０：７０
）の混合溶媒をベースに、サイクル性能の改善をおこなうための添加剤としてトリス（ペ
ンタフルオロフェニル）ボラン（ＴＰＦＰＢ）を少量混合して作製されている。いずれの
文献でも、これらを電解質として用いたリチウム空気電池は、空気電池として作動し、大
きな放電容量およびサイクル性能の改善が可能であることを報告している。
【０００５】
　しかしながら、これらの文献で用いられている有機溶媒には揮発性があるため、空気を
電池内に取り込む構造を有するリチウム空気電池においては、長期間作動させるには安定
性に課題があると考えられる。つまり、長期に電池を作動させると、正極側から電解液が
揮発することによって電池抵抗が増大し、電池性能が著しく低下することが予想される。
実際に、これらの文献には、数サイクルのみを行った結果しか記載されていない。また、
これらの有機電解液は、揮発性かつ引火性があるため、火災事故などの安全性が懸念され
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る。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｊ．　Ｒｅａｄ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｔｈｅ　Ｅ
ｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ，　Ｖｏｌ．　１５０，　ｐｐ．Ａ１３
５１－Ａ１３５６　（２００３）．
【非特許文献２】Ｎ．－Ｓ．　Ｃｈｏｉ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｏ
ｗｅｒ　Ｓｏｕｒｃｅｓ，　Ｖｏｌ．　２２５，　ｐｐ．　９５－１００　（２０１３）
．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、揮発による電解質の減少がなく、電池の長期の安定作動が可能で安全なリチ
ウム空気電池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】
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するためのものであり、
　導電性材料および触媒を含む空気極と、
　金属リチウムまたはリチウム含有物質を含む負極と、
　前記空気極と前記負極に接するリチウムイオン導電性電解質
を含むリチウム空気電池であり、
　前記リチウムイオン導電性電解質が、リチウムイオン導電性有機電解液とリチウムイオ
ン導電性ゲルポリマー電解質を含み、前記リチウムイオン導電性ゲルポリマー電解質が前
記空気極の空気と接触する面とは逆の面を被覆することを特徴とする。
【０００９】
　本発明のリチウム空気電池では、前記リチウムイオン導電性ゲルポリマー電解質に、ジ
メチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）またはテトラエチレングリコールジメチルエーテル（Ｔ
ＥＧＤＭＥ）を含むことが好ましい。
【００１０】
　本発明のリチウム空気電池では、前記リチウムイオン導電性ゲルポリマー電解質が、厚
さ２μｍ～２０μｍで前記空気極の空気と接触する面とは逆の面を被覆することを特徴と
する。
【００１１】
　本発明のリチウム空気電池では、前記リチウムイオン導電性ゲルポリマー電解質が無機
金属酸化物フィラーを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のリチウム空気電池は、ゲルポリマー電解質が前記空気極の空気と接触する面と
は逆の面を被覆することで、上述した課題が改善される。また、本発明のリチウム空気電
池、上記構成を有することで、その性能が改善される。さらに、前記ゲルポリマー電解質
が、無機金属酸化物フィラーを含むことで、ゲルポリマー電解質の強度が向上し、より性
能が改善される。
【００１３】
　本発明のリチウム空気電池は、多数回の充放電サイクルを繰り返しても、放電容量の低
下が小さく、高エネルギー密度のリチウム空気電池となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係るリチウム空気電池の基本的な構成を示す図である。
【図２】本発明に係るゲルポリマー電解質の合成法を表す図である。
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【図３】本発明に係るコイン型リチウム空気電池セルの構成を示す概略図である。
【図４】実施例１および３に係るリチウム空気電池セルの充放電曲線を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、適宜図面を参照しつつ、本願に係るリチウム空気電池の一実施形態について詳
細に説明する。
【００１６】
［リチウム空気電池の構成］
　本発明に係るリチウム空気電池は、導電性材料および触媒を含む空気極と、金属リチウ
ムまたはリチウム含有物質を含む負極と、前記空気極と前記負極に接するリチウムイオン
導電性電解質を含む。本発明の一実施形態は、図１に示すような構造を有するリチウム空
気電池であり、本発明に係るリチウム空気電池の放電時の基本的な構成を示したものであ
る。
【００１７】
　本発明に係るリチウム空気電池１００は、図１に示されるように、導電性材料および触
媒を含む空気極（正極）１０２、金属リチウムまたはリチウム含有物質を含む負極（１０
４、並びに、前記空気極と前記負極に接するリチウムイオン導電性電解質が含まれる。本
発明のリチウム空気電池では、前記電解質が、少なくともリチウムイオン導電性有機電解
液を含有するリチウムイオン導電性ゲルポリマー電解質１１０を含み、このゲルポリマー
電解質が前記空気極の空気と接触する面とは逆の面を被覆する構造を有する。本発明にお
いては、さらに、電解液（例えば有機電解液）１０６、セパレータ１０８などを含むこと
ができ、このような構成とすることが好ましい。また、セパレータ１０８には電解液を含
浸させることができる。
【００１８】
　前記空気極１０２は、触媒および導電性材料を構成要素に含むことができる。また、空
気極には、前記材料を一体化するための結着剤を含むことが好ましい。負極１０４は金属
リチウム又はリチウムイオンを放出及び吸収することができるリチウム含有合金などの物
質を構成要素とすることができる。なお、リチウムイオン導電性電解質については、以下
で詳述する。
【００１９】
　上記の各構成要素について以下に説明する。なお、本明細書において、電解液とは、電
解質が液体形態である場合をいう。
【００２０】
（Ｉ）空気極（正極）
　本発明では、空気極は、触媒及び導電性材料を少なくとも含み、必要に応じて結着剤等
の添加剤を含むことができる。
【００２１】
　（Ｉ－１）導電性材料
　本発明では、空気極に導電性材料を含むことができる。導電性材料には、例えばカーボ
ンを例示することができる。使用されるカーボン種として、ケッチェンブラック、アセチ
レンブラックなどのカーボンブラック類、活性炭類、グラファイト類、カーボンファイバ
類、カーボンクロス類、カーボンシート類などを挙げることができる。空気極中で反応部
位を十分に確保するために、カーボンは比表面積が大きなものが適している。具体的には
、ＢＥＴ比表面積で３００ｍ２／ｇ以上の値を有しているものが望ましい。これらのカー
ボンは、例えば市販品として、又は公知の合成により入手することが可能である。
【００２２】
　（Ｉ－２）触媒
　空気極中には、酸素還元および酸素発生反応に高活性な触媒が添加される。該触媒とし
て、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｖ、Ｗ等の遷移金属の少なくとも一つを含む酸化物を挙げ
ることができる。具体的には、ＭｎＯ２、Ｍｎ３Ｏ４、ＭｎＯ、ＦｅＯ２、Ｆｅ３Ｏ４、
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ＦｅＯ、ＣｏＯ、Ｃｏ３Ｏ４、ＮｉＯ、ＮｉＯ２、Ｖ２Ｏ５、ＷＯ３などの単独酸化物、
Ｌａ０．６Ｓｒ０．４ＭｎＯ３、Ｌａ０．６Ｓｒ０．４ＦｅＯ３、Ｌａ０．６Ｓｒ０．４

ＣｏＯ３、Ｌａ０．６Ｃａ０．４ＣｏＯ３、Ｐｒ０．６Ｃａ０．４ＭｎＯ３、ＬａＮｉＯ

３、Ｌａ０．６Ｓｒ０．４Ｍｎ０．４Ｆｅ０．６Ｏ３などのペロブスカイト型構造を有す
る複合酸化物などを例に挙げることができる。
【００２３】
　これら触媒の合成手法としては、固相法、液相法などの公知のプロセスを用いることが
できる。本発明では、金属酢酸塩や金属硝酸塩の混合水溶液の蒸発乾固や金属アルコキシ
ドの加水分解によりアモルファス前駆体を得る手法などに代表される液相法を用いること
が望ましい。
【００２４】
　触媒は、三相界面サイトを多量に触媒粒子表面に生成することが重要であり、使用する
触媒は高表面積あることが望ましく、ＢＥＴ比表面積が１０ｍ２／ｇ以上のものが好適で
ある。
【００２５】
　また、触媒として、中心金属として遷移金属のＭｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｖ、Ｗ等の少
なくとも一つを含むポルフィリンまたはフタロシアニンなどの大環状金属錯体を挙げるこ
とができる。これらの金属錯体は、カーボンと混合後、不活性ガス雰囲気中で熱処理を行
うことによって活性が増大する。
【００２６】
　本発明で使用できる触媒として、上記の例以外に、Ｐｔ、Ａｕ、Ｐｄ、Ｒｕなどの貴金
属、及び酸化パラジウム（ＰｄＯ）、酸化ルテニウム（ＲｕＯ２）などの貴金属含有酸化
物を例に挙げることができる。さらに、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｍｎなどの遷移金属も空気極の触媒
の例として挙げることができる。
【００２７】
　上述の金属は、カーボン上に高分散で担持することにより、高い活性を発現することが
できる。具体的には、これらの金属が分散したコロイド溶液中にカーボンを分散させ、激
しく撹拌することによって、カーボン上に金属粒子を吸着若しくは担持させることにより
、高い分散性を達成することができる。
【００２８】
　また、上記カーボンに金属を吸着若しくは担持させた後、熱処理を行うことで、カーボ
ンを含む貴金属酸化物を合成することもできる。
【００２９】
　本発明のリチウム空気電池では、上述のように、空気極に使用する触媒及びカーボンの
比表面積は、所定の値を有することが望ましい。本発明では、比表面積の測定は、市販の
装置を用いて行うことができる。例えば、比表面積は、市販の測定装置を用いて、液体窒
素を冷却媒として使用するような手順で測定することができる。
【００３０】
　（Ｉ－３）結着剤（バインダー）
　空気極は結着剤（バインダー）を含むことができる。この結着剤は、特に限定されない
が、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン
（ＰＰ）、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）など
を例として挙げることができる。これらの結着剤は、粉末として又は分散液として用いる
ことができる。
【００３１】
　本発明において、空気極用いられる導電性材料、触媒および任意選択的な結着剤の使用
割合は特に限定されない。通常のリチウム空気電池で使用される空気極の使用割合を適用
することができる。例えば、本発明のリチウム空気電池において、空気極中での触媒の含
有量は、０．５～５０重量％であり、導電性材料は、１０～６０重量％であり、結着剤は
０～４０重量％である。
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【００３２】
　（Ｉ－４）空気極の調製
　空気極は以下のように調製することができる。例えば、前記触媒粉末、カーボン粉末、
及び必要に応じてバインダー粉末を混合し、この混合物をチタンメッシュ等の支持体上に
圧着することにより、空気極を成形することができる。また、前述の混合物を有機溶剤等
の溶媒中に分散してスラリー状にして、金属メッシュ又はカーボンクロスやカーボンシー
ト上に塗布し乾燥することによって、空気極を形成することができる。
【００３３】
　得られた空気極の片面は大気に曝され、もう一方の面は電解質と接する。また、電極の
強度を高め、電解液の漏洩を防止するために、冷間プレスだけでなく、ホットプレスを適
用することによっても、より安定性に優れた空気極を作製することができる。
【００３４】
（ＩＩ）負極
　本発明のリチウム空気電池は、負極に負極活物質を含む。この負極活性物質は、リチウ
ム電池の負極材料として用いることができる材料であれば特に制限されない。例えば、金
属リチウムを挙げることができる。或いは、リチウム含有物質として、リチウムイオンを
放出及び吸蔵することができる物質である、リチウムと、シリコン又はスズとの合金、或
いはＬｉ２．６Ｃｏ０．４Ｎなどのリチウム窒化物を例として挙げることができる。
【００３５】
　なお、上記のシリコン又はスズの合金を負極として用いる場合、負極を合成する時にリ
チウムを含まないシリコン又はスズなどを用いることもできる。しかし、この場合には、
空気電池の作製に先立って、化学的手法又は電気化学的手法（例えば、電気化学セルを組
んで、リチウムとシリコン又はスズとの合金化を行う方法）によって、シリコン又はスズ
が、リチウムを含む状態にあるように処理しておく必要がある。具体的には、作用極にシ
リコン又はスズを含み、対極にリチウムを用い、有機電解液中で還元電流を流すことによ
って合金化を行う等の処理をしておくことが好ましい。
【００３６】
　本発明のリチウム空気電池の負極は、公知の方法で形成することができる。例えば、リ
チウム金属を負極とする場合には、複数枚の金属リチウム箔を重ねて所定の形状に成形す
ることで、負極を作製すればよい。
【００３７】
（ＩＩＩ）電解質
　本発明による電解質は、リチウムイオン導電性有機電解液とリチウムイオン導電性ゲル
ポリマー電解質（本明細書では、リチウムイオン導電性ゲルポリマー電解質を、単にゲル
ポリマー電解質又はゲル電解質とも称する）を含む。本発明では、ゲルポリマー電解質は
、空気極の空気と接触する面とは逆の面に配置される。本発明のリチウムイオン導電性ゲ
ルポリマー電解質は、このゲルポリマーと、有機電解液のような電解質を含む。
【００３８】
　具体的には、図１に示されるように、電解質は、ゲルポリマー電解質１１０と電解液（
好ましくは有機電解液）１０６を含み、これらが空気極１０２および負極１０４の間に配
置される。必要に応じて、電解液１０６はセパレータ１０８に含浸させるなどの手段を用
いて配置してもよい。
【００３９】
　ゲルポリマー電解質１１０は、電解液１０６が揮発するのを防止するため、空気極の空
気と接触する面とは逆の面全体を覆うように配置されることが好ましい。
【００４０】
　ゲルポリマー電解質は、例えば図２に示すような手順で調製することができる。まず、
ＰＶｄＦなどのポリマー粒子をテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）溶剤に、必要に応じて加熱
しながら溶解する（２０２～２０６）。次に、この溶液に有機電解液を添加し（２０８）
、さらに必要に応じて加熱しながら混合する（２１０）。得られた溶液を、シャーレなど
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のガラス板上に、スポイトを用いて滴下することでキャスティングし（２１２）、加熱処
理および乾燥する（２１４～２１６）ことで膜状のゲルポリマー電解質を作製することが
できる。得られた膜状のゲルポリマー電解質は、必要に応じて、成形、有機電解液の添加
及び含浸を行う（２１８～２２４）。
【００４１】
　このゲルポリマー電解質に含まれる有機電解液は、リチウム電池に用いられるものであ
れば特に限定されない。例えば、リチウムビストリフルオロメタンスルホニルイミド（Ｌ
ｉＴＦＳＩ）、過塩素酸リチウム（ＬｉＣｌＯ４）、六フッ化リン酸リチウム（ＬｉＰＦ

６）などのリチウムイオンを含む金属塩を、溶媒に溶解したものを挙げることができる。
本発明では、溶媒は、空気中の酸素との反応性が低く、劣化しにくいジメチルスルホキシ
ド（ＤＭＳＯ）溶媒またはテトラエチレングリコールジメチルエーテル（ＴＥＧＤＭＥ）
溶媒のような非水系溶媒が好ましい。
【００４２】
　ゲルポリマー電解質は、空気極の空気と接触する面とは逆の面を被覆する。従って、空
気極の当該面全体に一様にゲルポリマー電解質を被覆するために、ゲルポリマー電解質は
ある程度の膜厚を有することが必要である。なお、膜厚が大きすぎるとリチウムイオンを
伝導する際にバリアとなるため、ある程度膜厚を抑える必要もある。具体的には、ゲルポ
リマー電解質の膜厚は、２μｍ～２０μｍの範囲にあることが望ましい。
【００４３】
　本発明では、ゲルポリマー電解質を空気極の形状に合わせた所定の形状に成形し、空気
極と圧着することで、ゲルポリマー電解質が被覆された空気極を作成することができる。
例えば、ゲルポリマー電解質のシートを上述したような手順で調製し、これを空気極の目
的の面全体を被覆するように圧着することで、空気極の目的の面に配置することができる
。
【００４４】
　上記のようなゲルポリマー電解質のシートを空気極に圧着する以外に、ゲルポリマー電
解質を空気極の目的の面全体に被覆する方法としては、例えば、スピンコーティング法の
ような手段がある。
【００４５】
　さらに、ゲルポリマー電解質は、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２などの無機金属酸化物フィラー
をさらに含んでもよい。このような無機フィラーを含むことで、ゲルポリマー電解質を空
気極の所定の面上に被覆した際に、その強度が向上し、本発明のリチウム空気電池の性能
がより改善される。
【００４６】
　ゲルポリマー電解質中における無機金属酸化物フィラーの含有量は、ゲルポリマー電解
質の総重量を基準として、２～５０重量％であることが好ましい。
【００４７】
　本発明では、電解質には上記のゲルポリマー電解質に加えて有機電解質（例えば有機電
解液）を含む。有機電解質が有機電解液の場合、セパレータなどに含浸させてもよい。
【００４８】
　この有機電解質は、リチウム電池に用いられるものであれば特に限定されない。例えば
、リチウムビストリフルオロメタンスルホニルイミド（ＬｉＴＦＳＩ）、過塩素酸リチウ
ム（ＬｉＣｌＯ４）、六フッ化リン酸リチウム（ＬｉＰＦ６）などのリチウムイオンを含
む金属塩を、例えば炭酸エチレン（ＥＣ）及び炭酸ジメチル（ＤＭＣ）の混合溶媒、ＥＣ
及び炭酸ジエチル（ＤＥＣ）などのような混合溶媒、又は炭酸プロピレン、ジメチルスル
ホキシド（ＤＭＳＯ）、テトラエチレングリコールジメチルエーテル（ＴＥＧＤＭＥ）の
ような単独溶媒に溶解した非水系有機電解液などを例として挙げることができる。
【００４９】
　本発明において、ゲルポリマー電解質１１０に使用する有機電解液と、有機電解質１０
６は同じものであってもよく、異なるものであってもよい。例えば、ゲルポリマー電解質
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１１０に使用する有機電解液に１ｍｏｌ／ｌ　ＬｉＴＦＳＩ／ＴＥＧＤＭＥまたは１ｍｏ
ｌ／ｌ　ＬｉＴＦＳＩ／ＤＭＳＯを用い、有機電解質１０６に１ｍｏｌ／ｌ　ＬｉＴＦＳ
Ｉ／ＰＣなどを用いることができる。
【００５０】
（ＩＶ）他の要素
　本発明のリチウム空気電池は、上記構成要素に加え、セパレータ、電池ケース、金属メ
ッシュ（例えばチタンメッシュ）などの構造部材、その他のリチウム空気電池に要求され
る要素を含むことができる。これらは、従来公知のものを使用することができる。
【００５１】
（Ｖ）リチウム空気電池の製造
　本発明のリチウム空気電池は、上述した通り、少なくとも空気極（正極）、負極及び電
解質を含む。例えば、図１に示されるように、空気極と負極の間に電解質を狭持するよう
に構成され、かつ、空気極の空気と接触する面とは逆の面がゲルポリマー電解質で被覆さ
れる。このような構成のリチウム空気電池は、従来の手順で製造することができる。例え
ば、空気極、負極および電解質をそれぞれ調製し、所定の順序にこれらを積層し、必要に
応じて電池ケース内に収容すればよい。また、ゲルポリマー電解質の空気極への被覆方法
は上述した通りであり、例えば、膜状に形成されたゲルポリマー電解質を所定の形状に成
形した空気極と圧着すればよい。
【００５２】
　一実施形態では、例えば図３のようなコイン型のリチウム空気電池を製造することがで
きる。図３に示されるように、コインセル型の空気電池は、空気極３０６、ゲル電解質３
０８、電解液を含浸したセパレータ３１０、および負極３１２が少なくとも含まれる。さ
らに空気電池はカソードケース３０２、チタンメッシュ３０４、Ｎｉメッシュ３１４、ス
ペーサ３１６、ウェーブワッシャー３１８およびアノードケース３２０などを含むことが
できる。この空気電池は、例えば、空気極３０６とゲルポリマー電解質３０８を軽く圧着
した空気極／ゲルポリマー電解質、前記有機電解液を含侵させたセパレータ３１０、金属
リチウムまたはリチウム含有物質を含む負極３１２、並びに、上記のその他の各要素を図
３に示すような順序で積層し、カソードケース３０２およびアノードケース３２０内に配
置し、各構成要素を配置した両ケースを固定することで製造することができる。セパレー
タや電池セルケースなどは市販品を用いることができる。
【実施例】
【００５３】
　以下に添付図面を参照して、この発明に係るリチウム空気電池についての実施例を詳細
に説明する。なお、本発明は下記の実施例に示したものに限定されるものではなく、その
要旨を変更しない範囲において適宜変更して実施できるものである。
【００５４】
（実施例１～４）
　（Ｉ）　ゲルポリマー電解質膜の作製
　ゲルポリマー電解質膜は、図２に示す手法で作製した。本実施例では、ＰＶｄＦと１ｍ
ｏｌ／ｌ　ＬｉＴＦＳＩ／ＴＥＧＤＭＥ電解液またはＰＶｄＦと１ｍｏｌ／ｌ　ＬｉＴＦ
ＳＩ／ＤＭＳＯ電解液を含むサンプルを作製した。
【００５５】
　具体的には、図２に示すように、ＰＶｄＦ粒子（アルドリッチ製）をテトラヒドロフラ
ン（ＴＨＦ）溶剤に６０℃で加熱しながら溶解し、有機電解液［１ｍｏｌ／ｌ　ＬｉＴＦ
ＳＩ／ＴＥＧＤＭＥまたは１ｍｏｌ／ｌ　ＬｉＴＦＳＩ／ＤＭＳＯ、両試薬とも富山薬品
工業（株）製］を添加し、さらに６０℃で加熱しながら溶解した。得られた溶液を、シャ
ーレなどのガラス板状に、スポイトを用いて滴下し、さらに９０℃で、３時間真空乾燥を
行った。その後、得られたシートを徐冷し、膜状のゲルポリマー電解質を得た。さらに、
作製したゲルポリマー電解質の微細な空隙を埋めるために、電解質膜を上記の有機電解液
と同組成の電解液に含侵し、その後、余剰な電解液をふき取った。これにより、空隙のな
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い膜状のゲルポリマー電解質を得た。なお、シャーレへの滴下量を調整することで膜厚を
調整することができた。
【００５６】
　ゲルポリマー電解質の組成は、電解液：ＰＶｄＦ＝８０：２０（重量比）とした。得ら
れたゲルポリマー電解質は、直径１７ｍｍの円形に金属ポンチを使って切り抜いた。本実
施例１～４では、以下に示すような、膜厚の異なるゲルポリマー電解質を作製した。
【００５７】
【表１】

【００５８】
　（ＩＩ）　空気極の作製
　市販の酸化ルテニウム（ＲｕＯ２）粉末（関東化学製）、ケッチェンブラックＥＣ６０
０ＪＤ粉末（ライオン（株）製、ＢＥＴ比表面積１２７０ｍ２／ｇ）及びポリテトラフル
オロエチレン（ＰＴＦＥ）粉末を５：５７：３８の重量比で、らいかい機を用いて十分に
粉砕および混合し、ロール成形し、シート状電極（厚さ：０．５ｍｍ）を作製した。この
シート状電極を直径１３ｍｍの円形に切り抜き、チタンメッシュ上にプレスすることによ
り、ガス拡散型の空気極を得た。このようして作製した空気極と前記ゲルポリマー電解質
を、中心を揃えて軽く圧着して、空気極／ゲルポリマー電解質構造体を得た。
【００５９】
　（ＩＩＩ）　有機電解液含侵セパレータの作製
　市販のＰＥ製セパレータ（セルガード社製、直径１７ｍｍ）に、十分量の市販の有機電
解液１ｍｏｌ／ｌ　ＬｉＴＦＳＩ／ＰＣ（富山薬品工業（株）製）を含侵させた。２～３
時間静置したのちに、キムワイプを用いて、セパレータから余剰な電解液を拭き取った。
以上の手順で有機電解液含侵セパレータを作製した。
【００６０】
　（ＩＶ）　金属リチウム負極の作製
　市販の金属リチウム箔（厚さ０．２ｍｍ、直径１３ｍｍ、本城金属（株）製）３枚を、
中心を揃えて重ねて軽く圧着し、負極を作製した。
【００６１】
　（Ｖ）　空気電池セルの作製
　図３に、コイン型リチウム空気電池セルの積層構造を示す。図３に示すように、上記の
ように作成した要素を含む各構成要素を積層した後に、市販のかしめ機（宝泉（株）製）
を用いてケースをかしめることにより、コイン型リチウム空気電池セルを得た。電池の作
製は、露点が－６０℃以下の乾燥空気中で行った。
【００６２】
　（ＶＩ）　電池性能評価
　電池の充放電サイクル試験は、充放電測定システム（ＢｉｏＬｏｇｉｃ社製ＶＭＰ－３
）を用いて、空気極の有効面積（空気に直接曝される面積）当たりの電流密度で０．１ｍ
Ａ／ｃｍ２を通電し、開回路電圧から電池電圧が、２．０Ｖに低下するまで放電電圧の測
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定を行った。続いて、充電は、同電流密度で、４．２Ｖのカットオフもしくは放電時間＝
充電時間となるように測定を行った。また、このサイクルを繰り返して電池性能の評価を
行った。電池の放電試験は、通常の生活環境下で行った。充放電容量は空気極（カーボン
＋酸化物＋ＰＴＦＥ）重量当たりの値（ｍＡｈ／ｇ）で表した。
【００６３】
　膜厚２μｍでゲルポリマー電解質を空気極に付与した実施例１および３の空気電池セル
の初回の放電および充電曲線を図４に示す。両実施例とも、１０００ｍＡｈ／ｇを超える
大きな放電容量を示したが、ＤＭＳＯを用いた実施例３がＴＥＧＤＭＥを用いた実施例１
よりも約１．３倍大きな値を示した。作動電圧に関しては、平均放電電圧は両実施例とも
ほぼ同様であったが、充電に関しては、ＤＭＳＯを用いた実施例３が低電圧での充電が可
能であった。このように、ゲルポリマー電解質に含まれる有機電解液によって挙動は異な
るものの、両実施例とも大きな放電容量を有していることを確認した。表２に、初回、５
０サイクル目、１００サイクル目の放電容量を、まとめて示す。実施例１および３とも比
較的安定なサイクル性能を示し、１５０サイクル後の容量維持率は約８０％という高い値
であった。
【００６４】
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【表２】

【００６５】
　実施例１および３よりも膜が厚い２０μｍでゲルポリマー電解質を空気極に付与した実
施例２および４の空気電池セルの初回、５０サイクル目、１００サイクル目の放電容量を
、表２にまとめて示す。表２より、実施例２および４は、実施例１および３よりも全体的
に容量が小さい傾向が見られた。これは、膜厚の増加により、セル全体の抵抗が増加した
ためであると考えられる。しかしながら、両実施例とも初回では１０００ｍＡｈ／ｇ以上
の放電容量を示し、サイクルを繰り返した場合の放電容量維持率も実施例１および３と同
様の安定性であった。
【００６６】
　これらの結果より、空気極表面にゲルポリマー電解質を付与する本発明は、大きな放電
容量と優れたサイクル安定性という電池性能を得るために有効な手法であることが確認さ
れた。
【００６７】
（実施例５および６）
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　本実施例は、ゲルポリマー電解質に無機酸化物フィラーを添加した場合の例である。
【００６８】
　ゲルポリマー電解質に、無機酸化物フィラーとして、表３に示すゲルポリマー電解質組
成で、Ａｌ２Ｏ３（関東化学（株）製）またはＳｉＯ２（関東化学（株）製）を添加した
。有機電解液は、１ｍｏｌ／ｌ　ＬｉＴＦＳＩ／ＤＭＳＯを用いた。
【００６９】
【表３】

【００７０】
　リチウム空気電池の作製は、前記実施例とほぼ同様である。即ち、図２の２０８におい
て、有機電解液に無機酸化物を混合し、よく分散するように超音波処理を行い、その後、
ＰＶｄＦ溶液と混合した（２０２～２１０）。後の工程は、図２に示すとおりである。ま
た、空気極の作製および空気電池セルの作製などは、実施例１～４と同様にして行った。
【００７１】
　表２に、実施例５および６の初回、５０サイクル目、１００サイクル目の放電容量を、
まとめて示す。フィラーを用いていない実施例３と比較すると、初回放電において若干の
容量減少が見られるものの、サイクル安定性は優れており、両実施例とも１５０サイクル
後においても約８７％の高い容量維持率を示した。これは、フィラーの添加により、ゲル
ポリマー電解質の強度が向上し、電解液の揮発防止効果が促進されたためと考えられる。
【００７２】
（比較例）
　本発明の有効性を検証するために、以下の空気電池セルを作製した。
【００７３】
（比較例１）
　ゲルポリマー電解質なし、つまりセパレータに含浸させる有機電解液（１ｍｏｌ／ｌ　
ＬｉＴＦＳＩ／ＰＣ）のみを含む空気電池セルを作製した。
【００７４】
（比較例２）
　本発明の好ましいゲルポリマー電解質の膜厚から逸脱する膜厚１μｍのゲルポリマー電
解質［有機電解液（１ｍｏｌ／ｌ　ＬｉＴＦＳＩ／ＤＭＳＯ）：ＰＶｄＦ＝８０：２０（
重量比）］を用いた空気電池セルを作製した。なお、セパレータに含浸させる有機電解液
としては、１ｍｏｌ／ｌ　ＬｉＴＦＳＩ／ＰＣを使用した。
【００７５】
（比較例３）
　本発明の好ましいゲルポリマー電解質の膜厚から逸脱する膜厚２１μｍのゲルポリマー
電解質［有機電解液（１ｍｏｌ／ｌ　ＬｉＴＦＳＩ／ＤＭＳＯ）：ＰＶｄＦ＝８０：２０
（重量比）］を用いた空気電池セルを作製した。なお、セパレータに含浸させる有機電解
液としては、１ｍｏｌ／ｌ　ＬｉＴＦＳＩ／ＰＣを使用した。
【００７６】
　空気極作製やセル作製は、実施例１～４と同様の手法で行った。本比較例に係るリチウ
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ム空気電池の電池性能を、表２に記す。
【００７７】
　比較例１では、大きな初回放電容量を示したものの、サイクルを繰り返すと急激に容量
は減少し、２３サイクル後にはゼロとなった。
【００７８】
　比較例２および３は、比較例１よりも安定したサイクル特性を示すものの、本発明の好
ましいゲルポリマー電解質の膜厚の範囲内である実施例３および４と比較すると、容量維
持率が低いことが分かった。
【００７９】
　以上の結果より、本発明のゲルポリマー電解質は、優れた電池性能の実現に大きく寄与
していることが確認された。また、本発明における膜厚が適切に制御されたゲルポリマー
電解質は、電解液の揮発防止膜として有効に機能し、優れた電池性能の実現に大きく寄与
することが確認された。
【００８０】
　本発明のリチウム空気電池は、電気自動車、スマートフォン等のモバイル機器の駆動大
幅に長時間化することができ、或いは、本発明のリチウム空気電池を用いた、停電時に備
えたバックアップシステムの作動を大幅に長時間化することができると考えられる。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本発明によるリチウム空気電池の構成を用いることにより、充放電サイクル性能に優れ
た高エネルギー密度のリチウム空気電池を作製することができ、電気自動車や様々な電子
機器の駆動源として有効に利用することができる。
【符号の説明】
【００８２】
１０２　　空気極（正極）
１０４　　負極
１０６　　有機電解質（有機電解液）
１０８　　セパレータ
１１０　　ゲルポリマー電解質
２０２、２０４、２０６、２０８、２１０、２１２、２１４、２１６、２１８、２２０、
２２２、２２４　　ゲルポリマー電解質の製造の各工程
３０２　　カソードケース
３０４　　Ｔｉメッシュ
３０６　　空気極
３０８　　ゲルポリマー電解質（ゲル電解質）
３１０　　有機電解液含浸セパレータ
３１２　　負極（Ｌｉ金属）
３１４　　Ｎｉメッシュ
３１６　　スペーサ
３１８　　ウェーブワッシャー
３２０　　アノードケース
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