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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属空気電池に用いられる空気極であって、
　導電性材料、粒子状触媒およびファイバー状触媒を含有する空気極層と、前記空気極層
の集電を行う空気極集電体とを有し、
　前記粒子状触媒および前記ファイバー状触媒の合計重量に対する前記ファイバー状触媒
の割合が、１０重量％以下であることを特徴とする空気極。
【請求項２】
　前記粒子状触媒および前記ファイバー状触媒の合計重量に対する前記ファイバー状触媒
の割合が、２重量％～９重量％の範囲内であることを特徴とする請求項１に記載の空気極
。
【請求項３】
　前記粒子状触媒がγ－ＭｎＯ２であり、前記ファイバー状触媒がα－ＭｎＯ２であるこ
とを特徴とする請求項１または請求項２に記載の空気極。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれかの請求項に記載の空気極と、
　負極活物質を含有する負極層、および前記負極層の集電を行う負極集電体を有する負極
と、
　前記空気極層および前記負極層の間で、金属イオンの伝導を行う電解質と、
　を有することを特徴とする金属空気電池。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、初期容量および容量保持率を高い値で両立できる空気極に関する。
【背景技術】
【０００２】
　金属空気電池は、空気（酸素）を正極活物質として用いた電池であり、エネルギー密度
が高い、小型化および軽量化が容易である等の利点を有する。そのため、現在、広く使用
されているリチウムイオン電池を超える高容量電池として、注目を集めている。
【０００３】
　このような金属空気電池は、例えば、導電性材料（例えばカーボンブラック）、触媒（
例えば二酸化マンガン）および結着材（例えばポリフッ化ビニリデン）を有する空気極層
と、その空気極層の集電を行う空気極集電体と、負極活物質（例えば金属Ｌｉ）を含有す
る負極層と、その負極層の集電を行う負極集電体と、電解質（例えば非水電解液）と、を
有する。
【０００４】
　従来から、種々の触媒を用いた金属空気電池が知られている。例えば、非特許文献１に
は、触媒としてＥＭＤ（電解二酸化マンガン、γ－ＭｎＯ２）を用いた非水電解液型リチ
ウム空気電池が開示されている。さらに、この電池では、初期容量として１０００ｍＡｈ
／ｇ－Ｃが得られること、５０サイクルの充放電が可能であること、初期容量に対する１
０サイクル後の容量保持率（Ｒ１０／１）が約８０％であることが開示されている。また
、非特許文献２には、触媒としてナノワイヤ状のα－ＭｎＯ２を用いた非水電解液型リチ
ウム空気電池が開示されている。さらに、この電池では、初期容量として３０００ｍＡｈ
／ｇ－Ｃが得られることが開示されている。しかしながら、ナノワイヤ状のα－ＭｎＯ２

を用いた電池は、充放電を繰り返した際に大きな容量劣化を起こし、初期容量に対する１
０サイクル後の容量保持率（Ｒ１０／１）が約５０％と低かった。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Takeshi Ogasawara et al., “Rechargeable Li2O2 Electrode for Lit
hium Batteries”, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 1390-1393
【非特許文献２】Aurelie Debart et al., “α-MnO2 Nanowires: A Catalyst for the O
2 Electrode in Rechargeable Lithium Batteries”, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47,
 4521-4524
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　初期容量と容量保持率とはトレードオフの関係にあるため、両者を高い値で両立できる
ことは困難である。本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、初期容量および容
量保持率を高い値で両立できる空気極を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明においては、金属空気電池に用いられる空気極であ
って、導電性材料、粒子状触媒およびファイバー状触媒を含有する空気極層と、上記空気
極層の集電を行う空気極集電体とを有し、上記粒子状触媒および上記ファイバー状触媒の
合計重量に対する上記ファイバー状触媒の割合が、１０重量％以下であることを特徴とす
る空気極を提供する。
【０００８】
　本発明によれば、ファイバー状触媒の割合を上記範囲とすることで、初期容量および容
量保持率を高い値で両立できる。これにより、高エネルギー密度で長期間使用可能な空気
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極を得ることができる。
【０００９】
　上記発明においては、上記粒子状触媒および上記ファイバー状触媒の合計重量に対する
上記ファイバー状触媒の割合が、２重量％～９重量％の範囲内であることが好ましい。初
期容量および容量保持率をより高い値で両立できるからである。
【００１０】
　上記発明においては、上記粒子状触媒がγ－ＭｎＯ２であり、上記ファイバー状触媒が
α－ＭｎＯ２であることが好ましい。触媒機能が優れているからである。特に、α－Ｍｎ
Ｏ２は形状選択性が高く、ファイバーを得やすいという利点を有する。
【００１１】
　また、本発明においては、上述した空気極と、負極活物質を含有する負極層、および上
記負極層の集電を行う負極集電体を有する負極と、上記空気極層および上記負極層の間で
、金属イオンの伝導を行う電解質と、を有することを特徴とする金属空気電池を提供する
。
【００１２】
　本発明によれば、上述した空気極を用いることで、高エネルギー密度で長期間使用可能
な金属空気電池を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の空気極の一例を示す概略断面図である。
【図２】本発明の空気極を説明する説明図である。
【図３】本発明の金属空気電池の一例を示す概略断面図である。
【図４】α－ＭｎＯ２の重量割合と、初期容量との関係を示すグラフである。
【図５】α－ＭｎＯ２の重量割合と、容量保持率との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の空気極および金属空気電池について、詳細に説明する。
【００１５】
Ａ．空気極
　まず、本発明の空気極について説明する。本発明の空気極は、金属空気電池に用いられ
る空気極であって、導電性材料、粒子状触媒およびファイバー状触媒を含有する空気極層
と、上記空気極層の集電を行う空気極集電体とを有し、上記粒子状触媒および上記ファイ
バー状触媒の合計重量に対する上記ファイバー状触媒の割合が、１０重量％以下であるこ
とを特徴とするものである。
【００１６】
　図１は、本発明の空気極の一例を示す概略断面図である。図１に示される空気極１０は
、導電性材料、粒子状触媒およびファイバー状触媒を含有する空気極層１と、空気極層１
の集電を行う空気極集電体２とを有するものである。さらに、本発明においては、空気極
層１に含まれるファイバー状触媒の含有量が、特定の範囲内にあることを大きな特徴とす
る。
【００１７】
　図２は、本発明の空気極を説明する説明図である。図２（ａ）に示すように、初期容量
と容量保持率とはトレードオフの関係にあるため、一般的に、初期容量の大きいファイバ
ー状触媒Ａは容量保持率が低く、容量保持率の高い粒子状触媒Ｂは初期容量が小さい関係
にある。そのため、ファイバー状触媒Ａと粒子状触媒Ｂとを混合すると、容量保持率の低
いファイバー状触媒Ａの割合が増加するにつれて、全体としての容量保持率は低下するこ
とが予想される（図２（ｂ））。しかしながら、本発明においては、上記予想に反し、特
異的に容量保持率の増加が確認された。その理由は定かではないが、ファイバー状触媒が
、粒子状触媒の間を橋渡しするように配置されることにより、触媒の利用効率が向上する
ためであると推定される。一方、ファイバー状触媒Ａと粒子状触媒Ｂとを混合すると、初
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期容量の大きいファイバー状触媒Ａの割合が増加するにつれて、全体としての初期容量が
増加することが予想される（図２（ｃ））。本発明においても同様に、初期容量の増加が
確認された。
【００１８】
　このように、本発明によれば、ファイバー状触媒の割合を上記範囲とすることで、初期
容量および容量保持率を高い値で両立できる。これにより、高エネルギー密度で長期間使
用可能な空気極を得ることができる。特に、本発明は、上記トレードオフの関係に反して
、特異的に容量保持率および初期容量を高い値で両立することができることを見出したも
のであるといえる。
　以下、本発明の空気極について、構成ごとに説明する。
【００１９】
１．空気極層
　本発明に用いられる空気極層について説明する。本発明に用いられる空気極層は、導電
性材料、粒子状触媒およびファイバー状触媒を少なくとも含有するものである。さらに、
必要に応じて、結着材を含有していても良い。
【００２０】
（１）触媒
　本発明に用いられる空気極層は、粒子状触媒およびファイバー状触媒の両方を含有する
。ここで、まず粒子状触媒について説明する。粒子状触媒の材料としては、例えば、Ｍｎ
Ｏ２、ＣｅＯ２、ＴｉＯ２、Ｃｏ３Ｏ４、Ｆｅ３Ｏ４等の無機セラミックス材料；コバル
トフタロシアニン、鉄ポルフィリン等の有機錯体；およびこれらの複合材料を挙げること
ができる。なお、本発明における粒子状触媒は、凝集体も含む。本発明においては、粒子
状触媒の材料が、無機セラミックス材料であることが好ましく、ＭｎＯ２であることがよ
り好ましい。触媒機能に優れているからである。さらに、ＭｎＯ２の結晶構造としては、
α型、β型、γ型、δ型、λ型およびＲ型（ラムスデライト型）を挙げることができる。
中でも、本発明においては、粒子状触媒が、α－ＭｎＯ２またはγ－ＭｎＯ２であること
が好ましい。
【００２１】
　本発明における粒子状触媒は、ミクロンオーダーであることが好ましい。良好な容量保
持率を得ることができるからである。粒子状触媒の形状としては、例えば球状および楕円
球状等を挙げることができ、例えば走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用いて確認することが
できる。また、粒子状触媒の平均粒径は、例えば０．５μｍ～５０μｍの範囲内、中でも
１μｍ～２０μｍの範囲内であることが好ましい。なお、平均粒径は、レーザー回折式の
粒度分布計により算出することができる。また、粒子状触媒の比表面積は、例えば０．５
ｍ２／ｇ～５０ｍ２／ｇの範囲内、中でも１ｍ２／ｇ～３０ｍ２／ｇの範囲内であること
が好ましい。なお、比表面積は、ＢＥＴ法により算出することができる。
【００２２】
　次に、本発明に用いられるファイバー状触媒について説明する。ファイバー状触媒の材
料としては、例えば、ＭｎＯ２、ＴｉＯ２等の無機セラミックス材料；コバルトフタロシ
アニン、鉄ポリフィリン等の有機錯体；およびこれらの複合材料を挙げることができる。
なお、本発明におけるファイバー状触媒は、チューブ状化合物も含む。本発明においては
、ファイバー状触媒の材料が、無機セラミックス材料であることが好ましく、ＭｎＯ２で
あることがより好ましい。触媒機能に優れているからである。さらに、ＭｎＯ２の結晶構
造としては、上述したように、α型、β型、γ型、δ型、λ型およびＲ型を挙げることが
できる。中でも、本発明においては、ファイバー状触媒が、α－ＭｎＯ２であることが好
ましい。α－ＭｎＯ２は形状選択性が高く、ファイバーを得やすいからである。
【００２３】
　また、本発明において、粒子状触媒およびファイバー状触媒は、同一の化学組成を有す
るものであっても良く、異なる化学組成を有するものであっても良い。前者の場合、２つ
の触媒が同一の化学組成を有することから、触媒反応の制御が容易になると考えられる。



(5) JP 5373966 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

前者の一例としては、粒子状触媒およびファイバー状触媒がＭｎＯ２である場合を挙げる
ことができる。一方、後者の場合、容量保持率が高い粒子状触媒と、初期容量が大きいフ
ァイバー状触媒とを組合せることで、より高性能な空気極を得ることができる。後者の一
例としては、粒子状触媒がＣｅＯ２であり、ファイバー状触媒がα－ＭｎＯ２である場合
を挙げることができる。
【００２４】
　本発明におけるファイバー状触媒は、ナノオーダーであることが好ましい。良好な初期
容量を得ることができるからである。ファイバー状触媒の形状は、例えば透過型電子顕微
鏡（ＴＥＭ）を用いて確認することができる。また、ファイバー状触媒の平均長さは、例
えば１００ｎｍ～１００００ｎｍの範囲内、中でも５００ｎｍ～５０００ｎｍの範囲内で
あることが好ましい。ファイバー状触媒の平均径は、例えば１０ｎｍ～１００ｎｍの範囲
内、中でも２０ｎｍ～５０ｎｍの範囲内であることが好ましい。また、ファイバー状触媒
のアスペクト比（長さ／径）は、例えば１～１０００の範囲内、中でも１０～２５０の範
囲内であることが好ましい。さらに、ファイバー状触媒の比表面積は、通常、上述した粒
子状触媒の表面積より大きいものであり、例えば５ｍ２／ｇ～１００ｍ２／ｇの範囲内、
中でも１０ｍ２／ｇ～５０ｍ２／ｇの範囲内であることが好ましい。なお、比表面積は、
ＢＥＴ法により算出することができる。
【００２５】
　本発明においては、粒子状触媒およびファイバー状触媒の合計重量に対するファイバー
状触媒の割合が、通常、１０重量％以下であり、９重量％以下が好ましく、７重量％以下
がより好ましい。一方、上記ファイバー状触媒の割合は、１重量％以上が好ましく、２重
量％以上がより好ましく、３重量％以上がさらに好ましい。また、本発明においては、上
記ファイバー状触媒の割合が、粒子状触媒を単独で用いた場合の容量保持率よりも高い容
量保持率を示すことができる割合であることが好ましい。初期容量および容量保持率をよ
り高い値で両立できるからである。また、空気極層におけるファイバー状触媒および粒子
状触媒の混合物（混合触媒）の割合は、例えば１重量％～９０重量％の範囲内であること
が好ましい。混合触媒の含有量が少なすぎると、充分な触媒機能を発揮できない可能性が
あり、混合触媒の含有量が多すぎると、相対的に導電性材料の含有量が減り、反応場が減
少し、電池容量の低下が生じる可能性があるからである。
【００２６】
（２）導電性材料
　空気極層に用いられる導電性材料としては、導電性を有するものであれば特に限定され
るものではないが、例えばカーボン材料等を挙げることができる。さらに、このカーボン
材料は、多孔質構造を有するものであっても良く、多孔質構造を有しないものであっても
良いが、本発明においては、多孔質構造を有するものであることが好ましい。比表面積が
大きく、多くの反応場を提供することができるからである。多孔質構造を有するカーボン
材料としては、具体的にはメソポーラスカーボン等を挙げることができる。一方、多孔質
構造を有しないカーボン材料としては、具体的にはグラファイト、アセチレンブラック、
カーボンナノチューブおよびカーボンファイバー等を挙げることができる。空気極層にお
ける導電性材料の含有量は、その密度や体積に応じて、適宜選択することが好ましい。具
体的には、導電性材料の含有量が、１０重量％～９９重量％の範囲内であることが好まし
い。導電性材料の含有量が少なすぎると、反応場が減少し、電池容量の低下が生じる可能
性があり、導電性材料の含有量が多すぎると、相対的に触媒や結着材の含有量が減り、所
望の空気極層が得られない可能性があるからである。
【００２７】
（３）結着材
　本発明に用いられる空気極層は、導電性材料および触媒を固定化する結着材を含有して
いても良い。結着材としては、例えばポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリテトラフ
ルオロエチレン（ＰＴＦＥ）等のフッ素系結着材等を挙げることができる。また、ＳＢＲ
等のゴムを結着材として用いても良い。空気極層における結着材の含有量としては、例え



(6) JP 5373966 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

ば４０重量％以下、中でも１重量％～１０重量％の範囲内であることが好ましい。結着材
の量が多すぎると、電池容量の低下が生じる可能性があり、結着材の量が少なすぎると、
導電性材料および触媒を充分に固定化できない可能性があるからである。
【００２８】
（４）空気極層
　本発明に用いられる空気極層は、上述した導電性材料、粒子状触媒、ファイバー状触媒
、結着材を含有するものである。空気極層の厚さは、金属空気電池の用途等により異なる
ものであるが、例えば２μｍ～５００μｍの範囲内、中でも５μｍ～３００μｍの範囲内
であることが好ましい。
【００２９】
２．空気極集電体
　次に、本発明に用いられる空気極集電体について説明する。本発明に用いられる空気極
集電体は、空気極層の集電を行うものである。空気極集電体の材料としては、例えば金属
材料およびカーボン材料を挙げることができ、中でもカーボン材料が好ましい。耐腐食性
に優れているからである。このようなカーボン材料としては、例えばカーボンファイバー
（炭素繊維）であることが好ましい。電子が繊維を通じて伝導することができ、電子伝導
性が高いからである。カーボンファイバーを用いた空気極集電体としては、例えば、カー
ボンクロス、カーボンペーパーおよびカーボンフェルト等を挙げることができる。一方、
金属材料としては、例えばステンレス、ニッケル、アルミニウム、鉄およびチタン等を挙
げることができる。金属材料を用いた空気極集電体としては、金属メッシュ等を挙げるこ
とができる。
【００３０】
　本発明における空気極集電体の構造は、所望の電子伝導性を確保できれば特に限定され
るものではなく、ガス拡散性を有する多孔質構造であっても良く、ガス拡散性を有しない
緻密構造であっても良い。中でも、本発明においては、空気極集電体が、ガス拡散性を有
する多孔質構造を有していることが好ましい。酸素の拡散を速やかに行うことができるか
らである。多孔質構造の気孔率としては、特に限定されるものではないが、例えば２０％
～９９％の範囲内であることが好ましい。また、空気極集電体の厚さは、例えば１０μｍ
～１０００μｍの範囲内、中でも２０μｍ～４００μｍの範囲内であることが好ましい。
【００３１】
３．空気極
　本発明の空気極は、金属空気電池に用いられるものである。好ましい金属空気電池の種
類については、後述する「Ｂ．金属空気電池」で詳細に説明する。特に、本発明の空気極
は、非水電解液を用いた金属空気電池に用いられることが好ましい。触媒機能を充分に発
揮することができるからである。また、本発明の空気極の形成方法は、上述した空気極を
形成することができる方法であれば特に限定されるものではない。空気極の形成方法の一
例としては、まず、導電性材料、触媒、結着材および溶媒を含有する空気極層形成用の組
成物を作製し、次に、この組成物を、空気極集電体上に塗布して、乾燥する方法等を挙げ
ることができる。上記溶媒としては、例えばアセトン、ＤＭＦ（Ｎ，Ｎ－ジメチルホルム
アミド）、ＮＭＰ（Ｎ－メチルピロリドン）等を挙げることができる。また、上記溶媒の
沸点は２００℃以下であることが好ましい。乾燥が容易になるからである。
【００３２】
Ｂ．金属空気電池
　次に、本発明の金属空気電池について説明する。本発明の金属空気電池は、上述した空
気極と、負極活物質を含有する負極層、および上記負極層の集電を行う負極集電体を有す
る負極と、上記空気極層および上記負極層の間で、金属イオンの伝導を行う電解質と、を
有することを特徴とするものである。
【００３３】
　図３は、本発明の金属空気電池の一例を示す概略断面図である。図３に示される金属空
気電池２０は、負極ケース１１ａと、負極ケース１１ａの内側底面に形成された負極集電
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体１２と、負極集電体１２に接続された負極リード１２ａと、負極集電体１２上に形成さ
れ、負極活物質を含有する負極層１３と、空気極層１４と、空気極層１４の集電を行う空
気極集電体１５と、空気極集電体１５に接続された空気極リード１５ａと、負極層１３お
よび空気極層１４の間に配置されたセパレータ１６と、非水電解液１７と、微多孔膜１８
を有する空気極ケース１１ｂと、負極ケース１１ａおよび空気極ケース１１ｂの間に形成
されたパッキン１９と、を有するものである。本発明においては、空気極層１４および空
気極集電体１５からなる空気極に、上述した空気極を用いたことを大きな特徴とする。
【００３４】
　このように、本発明によれば、上述した空気極を用いることで、高エネルギー密度で長
期間使用可能な金属空気電池を得ることができる。
　以下、本発明の金属空気電池について、構成ごとに説明する。
【００３５】
１．空気極
　本発明に用いられる空気極については、上記「Ａ．空気極」に記載した内容と同様であ
るので、ここでの記載は省略する。
【００３６】
２．負極
　次に、本発明に用いられる負極について説明する。本発明に用いられる負極は、負極活
物質を含有する負極層と、上記負極層の集電を行う負極集電体と、を有するものである。
【００３７】
　本発明に用いられる負極層は、少なくとも負極活物質を含有するものである。負極活物
質は、通常、伝導する金属イオンとなる金属元素を有する。上記金属元素としては、例え
ば、Ｌｉ、ＮａおよびＫ等のアルカリ金属元素；ＭｇおよびＣａ等のアルカリ土類金属元
素；Ａｌ、Ｚｎ等の両性金属元素；Ｆｅ等の遷移金属元素を挙げることができる。中でも
、本発明においては、上記金属元素が、アルカリ金属元素またはアルカリ土類金属元素で
あることが好ましく、アルカリ金属元素であることがより好ましく、Ｌｉであることが特
に好ましい。エネルギー密度の高い電池を得ることができるからである。また、上記負極
活物質としては、具体的には、金属単体、合金、金属酸化物、金属窒化物等を挙げること
ができる。
【００３８】
　リチウム元素を有する合金としては、例えばリチウムアルミニウム合金、リチウムスズ
合金、リチウム鉛合金、リチウムケイ素合金等を挙げることができる。また、リチウム元
素を有する金属酸化物としては、例えばリチウムチタン酸化物等を挙げることができる。
また、リチウム元素を含有する金属窒化物としては、例えばリチウムコバルト窒化物、リ
チウム鉄窒化物、リチウムマンガン窒化物等を挙げることができる。
【００３９】
　また、本発明における負極層は、負極活物質のみを含有するものであっても良く、負極
活物質の他に、導電性材料および結着材の少なくとも一方を含有するものであっても良い
。例えば、負極活物質が箔状である場合は、負極活物質のみを含有する負極層とすること
ができる。一方、負極活物質が粉末状である場合は、負極活物質および結着材を有する負
極層とすることができる。なお、導電性材料および結着材については、上記「Ａ．空気極
」に記載した内容と同様であるので、ここでの説明は省略する。また、負極層の厚さは、
目的とする金属空気電池の構成に応じて適宜選択することが好ましい。
【００４０】
　本発明に用いられる負極集電体は、負極層の集電を行うものである。負極集電体の材料
としては、導電性を有するものであれば特に限定されるものではないが、例えば、銅、ス
テンレス、ニッケル、カーボン等を挙げることができる。上記負極集電体の形状としては
、例えば箔状、板状およびメッシュ（グリッド）状等を挙げることができる。本発明にお
いては、後述する電池ケースが負極集電体の機能を兼ね備えていても良い。
【００４１】
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　本発明における負極の形成方法は、上述した負極を形成することができる方法であれば
特に限定されるものではない。負極の形成方法の一例としては、箔状の負極活物質を、負
極集電体上に配置して、加圧する方法を挙げることができる。また、負極の形成方法の他
の例としては、負極活物質および結着材を含有する負極層形成用の組成物を作製し、次に
、この組成物を、負極集電体上に塗布して、乾燥する方法等を挙げることができる。
【００４２】
３．電解質
　次に、本発明に用いられる電解質について説明する。本発明に用いられる電解質は、上
記空気極層および上記負極層の間で金属イオンの伝導を行うものである。金属イオンの種
類は、上述した負極活物質の種類によって異なるものである。また、電解質の形態は、金
属イオン伝導性を有するものであれば特に限定されるものではないが、例えば、電解液（
含水電解液または非水電解液）、ゲル電解質（含水ゲル電解質または非水ゲル電解質）、
ポリマー電解質および無機固体電解質等を挙げることができる。中でも、本発明において
は、水を含まない電解質を用いることが好ましい。具体的には電解質が、非水電解液、非
水ゲル電解質、ポリマー電解質または無機固体電解質であることが好ましい。
【００４３】
　本発明に用いられる非水電解液の種類は、伝導する金属イオンの種類に応じて、適宜選
択することが好ましい。例えば、リチウム空気電池の非水電解液は、通常、リチウム塩お
よび有機溶媒を含有する。上記リチウム塩としては、例えばＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、Ｌ
ｉＣｌＯ４およびＬｉＡｓＦ６等の無機リチウム塩；およびＬｉＣＦ３ＳＯ３、ＬｉＮ（
ＣＦ３ＳＯ２）２、ＬｉＮ（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）２、ＬｉＣ（ＣＦ３ＳＯ２）３等の有機リ
チウム塩等を挙げることができる。上記有機溶媒としては、例えばエチレンカーボネート
（ＥＣ）、プロピレンカーボネート（ＰＣ）、ジメチルカーボネート（ＤＭＣ）、ジエチ
ルカーボネート（ＤＥＣ）、エチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）、ブチレンカーボネー
ト、γ－ブチロラクトン、スルホラン、アセトニトリル、１，２－ジメトキシメタン、１
，３－ジメトキシプロパン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、２－メチルテトラ
ヒドロフランおよびこれらの混合物等を挙げることができる。また、上記有機溶媒は、酸
素溶解性が高い溶媒であることが好ましい。溶存した酸素を効率良く反応に用いることが
できるからである。非水電解液におけるリチウム塩の濃度は、例えば０．５ｍｏｌ／Ｌ～
３ｍｏｌ／Ｌの範囲内である。なお、本発明においては、非水電解液として、例えばイオ
ン性液体等の低揮発性液体を用いても良い。
【００４４】
　また、本発明の金属空気電池は、空気極層および負極層の間に、非水電解液を保持する
セパレータを有することが好ましい。より安全性の高い電池を得ることができるからであ
る。上記セパレータとしては、例えばポリエチレン、ポリプロピレン等の多孔膜；および
樹脂不織布、ガラス繊維不織布等の不織布等を挙げることができる。
【００４５】
　また、本発明に用いられる非水ゲル電解質は、通常、非水電解液にポリマーを添加して
ゲル化したものである。例えば、リチウム空気電池の非水ゲル電解質は、上述した非水電
解液に、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）、ポリアクリルニトリル（ＰＡＮ）またはポリ
メチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）等のポリマーを添加し、ゲル化することにより、得る
ことができる。本発明においては、ＬｉＴＦＳＩ（ＬｉＮ（ＣＦ３ＳＯ２）２）－ＰＥＯ
系の非水ゲル電解質が好ましい。
【００４６】
　また、本発明に用いられるポリマー電解質は、伝導する金属イオンの種類に応じて、適
宜選択することが好ましい。また、本発明に用いられる無機固体電解質としては、例えば
Ｌｉ－Ｌａ－Ｔｉ－Ｏ系の無機固体電解質等を挙げることができる。本発明においては、
無機固体電解質を加圧して固体電解質層に成形し、空気極層および負極層の間に配置する
ことができる。
【００４７】
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４．電池ケース
　次に、本発明に用いられる電池ケースについて説明する。本発明に用いられる電池ケー
スの形状としては、上述した空気極、負極、電解質を収納することができれば特に限定さ
れるものではないが、具体的にはコイン型、平板型、円筒型、ラミネート型等を挙げるこ
とができる。また、電池ケースは、大気開放型の電池ケースであっても良く、密閉型の電
池ケースであっても良い。大気開放型の電池ケースは、上述した図３に示すように、大気
と接触可能な電池ケースである。一方、電池ケースが密閉型電池ケースである場合は、密
閉型電池ケースに、気体（空気）の供給管および排出管を設けることが好ましい。この場
合、供給・排出する気体は、酸素濃度が高いことが好ましく、純酸素であることがより好
ましい。また、放電時には酸素濃度を高くし、充電時には酸素濃度を低くすることが好ま
しい。
【００４８】
５．金属空気電池
　本発明の金属空気電池の種類としては、伝導する金属イオンの種類によって異なるもの
であるが、中でもリチウム空気電池、ナトリウム空気電池およびカリウム空気電池である
ことが好ましく、特にリチウム空気電池が好ましい。本発明の金属空気電池は、一次電池
であっても良く、二次電池であっても良い。また、本発明の金属空気電池の用途としては
、例えば車両搭載用途、定置型電源用途、家庭用電源用途等を挙げることができる。本発
明の金属空気電池を製造する方法は、特に限定されるものではなく、一般的な金属空気電
池の製造方法と同様である。
【００４９】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【００５０】
　以下に実施例を示して本発明をさらに具体的に説明する。
【００５１】
［実施例１］
　本実施例においては、リチウム空気二次電池の評価用セルを作製した。なお、セルの組
立はアルゴンボックス内で行った。また、北斗電工製の電気化学セルの電池ケースを用い
た。
【００５２】
　まず、電池ケースに、金属Ｌｉ（本城金属社製、φ１８ｍｍ、厚さ０．２５ｍｍ）を配
置した。次に、金属Ｌｉの上にポリエチレン製のセパレータ（φ１８ｍｍ、厚さ２５μｍ
）を配置した。次に、セパレータの上から、プロピレンカーボネート（ＰＣ、キシダ化学
製）中にＬｉＣｌＯ４（キシダ化学製）を濃度１Ｍで溶解させた非水電解液を４．８ｍＬ
注液した。
【００５３】
　次に、粒子状触媒（三井金属鉱業社製、電解二酸化マンガン、γ－ＭｎＯ２、平均粒径
１５μｍ、比表面積２０．６ｍ２／ｇ）と、ファイバー状触媒（溶液法により合成、α－
ＭｎＯ２、平均径３０ｎｍ、平均長さ３００ｎｍ、比表面積２２ｍ２／ｇ）とを用意した
。次に、これらを重量比で、粒子状触媒：ファイバー状触媒＝９９：１となるように混合
し、混合触媒を得た。次に、カーボンブラック２５重量部と、混合触媒４２重量部と、ポ
リフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）３３重量部と、アセトン溶媒とを有する組成物を、カー
ボンペーパー（空気極集電体、東レ社製ＴＧＰ－Ｈ－０９０、φ１８ｍｍ、厚さ０．２８
ｍｍ）上に、ドクターブレードにて塗布し、空気極層（φ１８ｍｍ、目付重量５ｍｇ）を
形成した。次に、得られた空気極の空気極層を、セパレータと対向させるように配置して
封止し、評価用セルを得た。
【００５４】
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［実施例２～５］
　混合触媒におけるファイバー状触媒の割合を、３重量％、５重量％、７重量％、１０重
量％に変更したこと以外は、実施例１と同様にして評価用セルを得た。
【００５５】
［比較例１］
　混合触媒におけるファイバー状触媒の割合を０重量％に変更したこと以外は、実施例１
と同様にして評価用セルを得た。
【００５６】
［評価］
　実施例１～５および比較例１で得られた評価用セルを用いて、充放電評価を行った。ま
ず、評価用セルを、酸素で満たしたデシケータ（酸素濃度９９．９９体積％、内部圧力１
ａｔｍ、デシケータ容積１Ｌ）に配置した。その後、２．０Ｖ－４．３Ｖのカット電圧、
０．０２ｍＡ／ｃｍ２の電流密度の条件で、５サイクルのならし運転（調整運転）を行っ
た。その後、同条件で、５サイクルの定電流充放電を行った。その結果を表１、図４、図
５に示す。なお、表１における「ｇ－Ｃ」は、カーボンブラック重量を示す。
【００５７】
【表１】

【００５８】
　表１、図４、図５に示すように、実施例５では、容量保持率の低いα－ＭｎＯ２を１０
重量％添加したにも関わらず、全体としての容量保持率が比較例１よりも優れていた。ま
た、実施例１では、比較例１に比べて、容量保持率は同程度であってが、初期容量が大幅
に増加した。さらに、実施例２～４では、比較例１に比べて、初期容量および容量保持率
の両方が優れていることが確認された。
【符号の説明】
【００５９】
　１　…　空気極層
　２　…　空気極集電体
　１０　…　空気極
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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