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(57)【要約】
【課題】複数の工程を経ることなく、かつ電池の高容量化を実現できる金属空気電池用正
極、金属空気電池、金属空気電池用正極の製造方法、リチウム硫黄電池用正極、リチウム
硫黄電池、及びリチウム硫黄電池用正極の製造方法の提供。
【解決手段】正極集電体上にカーボンナノウォールが形成されていることを特徴とする、
金属空気電池用正極。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極集電体上にカーボンナノウォールが形成されていることを特徴とする、金属空気電
池用正極。
【請求項２】
　正極集電体と、前記正極集電体上に形成されたカーボンナノウォールからなる請求項１
に記載の金属空気電池用正極。
【請求項３】
　前記正極集電体は気孔を有し、前記気孔の直径が１０μｍ以上１０００μｍ以下である
請求項１又は２に記載の金属空気電池用正極。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の金属空気電池用正極を有する金属空気電池。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の金属空気電池用正極を有するリチウム空気電池。
【請求項６】
　正極集電体上に、カーボンナノウォールを化学気相蒸着法により形成する工程を有する
、金属空気電池用正極の製造方法。
【請求項７】
　正極集電体上にカーボンナノウォールが形成されていることを特徴とする、リチウム硫
黄電池用正極。
【請求項８】
　正極集電体と、前記正極集電体上に形成されたカーボンナノウォールからなる請求項７
に記載のリチウム硫黄電池用正極。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載のリチウム硫黄電池用正極を有するリチウム硫黄電池。
【請求項１０】
　正極集電体上に、カーボンナノウォールを化学気相蒸着法により形成する工程を有する
、リチウム硫黄電池用正極の製造方法。
　
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属空気電池用正極、金属空気電池、リチウム空気電池、金属空気電池用正
極の製造方法、リチウム硫黄電池用正極、リチウム硫黄電池、及びリチウム硫黄電池用正
極の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年電子機器の普及や進歩に伴い、その電源である電池の高容量化が望まれている。金
属空気電池は、空気極において大気中の酸素を正極活物質として利用し、当該酸素の酸化
還元反応が行われる。一方で負極において、負極を構成する金属の酸化還元反応が行われ
ることで、充電又は放電が可能である。
【０００３】
　リチウム空気電池は、理論的に１２０００Ｗｈ／ｋｇというガソリンに匹敵するエネル
ギー密度を得られる電池である。理論値だけで比べればリチウムイオン電池よりも３０倍
以上もエネルギー密度が高い。さらに、リチウムイオン電池に比べて危険性が低く、空気
を利用することから、自動車への搭載が期待されている。
　従来、リチウム空気電池の正極（空気極）は、空気（酸素）の透過性が高いカーボンペ
ーパーを正極集電体として、その片面に正極活性体を塗布し作製されていた。正極活性体
は、電気伝導性の炭素物質と、金属触媒と、バインダーとを混合した材料が用いられてい
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る。特に炭素物質はアセチレンブラック、ケッチェンブラック、グラフェン、カーボンナ
ノチューブ、その他のカーボンナノ構造体などがこれまで使用されている。
【０００４】
　リチウム空気電池の構成要素は、正極以外に、負極、分離膜、電解質である。負極には
通常金属リチウムが使われる。リチウム空気電池の放電は、負極から電解質に溶出したリ
チウムイオンが、正極近傍で酸素と化学反応し、正極上に過酸化リチウム、炭酸リチウム
などの放電堆積物を形成するというメカニズムで行われる。充電はその逆の反応が起こる
。正極活性体の金属触媒は過酸化リチウムを形成（放電時）や分解（充電時）を助ける働
きをし、炭素物質は放電堆積物を形成する場所の提供と、酸化反応により生じた電子の輸
送を担う。そのため、特に正極活性体に使われる炭素物質は、電気伝導性が高く、放電堆
積物を多く形成するため比表面積が高くかつ多孔質状であることが望ましいと考えられて
いる。これまでの正極作製方法は、複数の物質からなる正極活性体を準備し、それを正極
集電体に塗布するという複数の工程により行われていた。例えば非特許文献１には、グラ
フェンと、バインダーとしてポリテトラフルオロエチレンを使用し、高容量の正極を製造
する方法が記載されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｎａｎｏ　Ｌｅｔｔ．１１，５０７１‐５０７８　（２０１１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　炭素材料と、金属触媒、バインダー等を混合して製造する方法は工程数が多く煩雑であ
った。さらに、製造される電池をより高容量とするためには、電極材料が金属触媒やバイ
ンダー等を含まないことが好ましい。
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであって、複数の工程を経ることなく、かつ電
池の高容量化を実現できる金属空気電池用正極、金属空気電池、リチウム空気電池、金属
空気電池用正極の製造方法、リチウム硫黄電池用正極、リチウム硫黄電池、及びリチウム
硫黄電池用正極の製造方法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】
【０００７】
　本発明は以下の［１］～［１０］を包含する。
［１］正極集電体上にカーボンナノウォールが形成されていることを特徴とする、金属空
気電池用正極。
［２］正極集電体と、前記正極集電体上に形成されたカーボンナノウォールからなる［１
］に記載の金属空気電池用正極。
［３］前記正極集電体は気孔を有し、前記気孔の直径が１０μｍ以上１０００μｍ以下で
ある［１］又は［２］に記載の金属空気電池用正極。
［４］［１］～［３］のいずれか１つに記載の金属空気電池用正極を有する金属空気電池
。
［５］［１］～［３］のいずれか１つに記載の金属空気電池用正極を有するリチウム空気
電池。
［６］正極集電体上に、カーボンナノウォールを化学気相蒸着法により形成する工程を有
する、金属空気電池用正極の製造方法。
［７］正極集電体上にカーボンナノウォールが形成されていることを特徴とする、リチウ
ム硫黄電池用正極。
［８］正極集電体と、前記正極集電体上に形成されたカーボンナノウォールからなる［７
］に記載のリチウム硫黄電池用正極。
［９］［７］又は［８］に記載のリチウム硫黄電池用正極を有するリチウム硫黄電池。
［１０］正極集電体上に、カーボンナノウォールを化学気相蒸着法により形成する工程を
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有する、リチウム硫黄電池用正極の製造方法。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、複数の工程を経ることなく、かつ電池の高容量化を実現できる金属空
気電池用正極、金属空気電池、リチウム空気電離、金属空気電池用正極の製造方法、リチ
ウム硫黄電池用正極、リチウム硫黄電池、及びリチウム硫黄電池用正極の製造方法を提供
することができる。
　本発明によれば、単一行程で正極活性体を正極集電体上に作製できるため、従来法に比
べて製造時間を顕著に短縮できる。また、本発明においては、金属触媒やバインダーを使
用することなく正極を製造することができる。このため、複数の工程を経ることなく、か
つ電池の高容量化を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の金属空気電池用正極のＳＥＭ写真である。
【図２】本発明の金属空気電池用正極のラマンスペクトルを示すグラフである。
【図３】金属空気電池用正極を形成するための装置の一例の模式図である。
【図４】実施例１の電池特性評価を示すグラフである。
【図５】１回目放電後の電極１の表面のＳＥＭ写真である。
【図６】実施例１の電極を使用した場合の、サイクル回数と放電容量との関係を表す図で
ある。
【図７】本発明の金属空気電池用正極の構成の模式図及び拡大図である。
【図８】実施例１と実施例２の電極と、それぞれの集電体との表面積と容量の関係を示す
グラフである。
【図９】本発明の金属空気電池の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
＜金属空気電池用正極＞
　本発明は、正極集電体上にカーボンナノウォールが形成されていることを特徴とする、
金属空気電池用正極である。
　本明細書において「カーボンナノウォール」とは、当該技術分野において通常用いられ
る技術用語の意味と同様の意味である。つまり、カーボンナノウォールは、二次元的な広
がりを持つカーボンナノ構造体であって、基材（本発明においては正極集電体１）の表面
から垂直方向に立ち上がった壁状の構造を有する。本発明においては、正極集電体１の上
に、壁状のカーボンナノ構造体が花弁状の立体的な形状を形成し、正極集電体１上に堆積
している。なお、フラーレン（Ｃ６０等）はゼロ次元のカーボンナノ構造体とみることが
でき、カーボンナノチューブは一次元のカーボンナノ構造体とみることができる。
　図７に、本発明の金属空気電池用正極７０の構成の模式図を示す。金属空気電池用正極
７０は、正極集電体１の上にカーボンナノウォール２（以下、「ＣＮＷ２」と記載する場
合がある）が形成されている。
【００１１】
　図１に、本発明の金属空気電池用正極のＳＥＭ写真を示す。図１には、正極集電体とし
てカーボンペーパーを使用し、該カーボンペーパーを構成する繊維上にＣＮＷを形成した
ものである。図１（１１）は、本発明の金属空気電池用正極の低倍率ＳＥＭ写真である。
図１（１１）中のスケールバーは５０μｍである。図１（１２）は、本発明の金属空気電
池用正極の高倍率ＳＥＭ写真である。図１（１２）中のスケールバーは２μｍである。図
１（１２）は、図１（１１）を拡大した写真である。図１（１２）に示すように、本発明
においては、カーボンペーパーの繊維上に花弁状の立体的な形状のＣＮＷが形成されてい
る。図１（１３）は本発明の金属空気電池用正極の断面のＳＥＭ写真である。図１（１３
）中のスケールバーは２μｍである。正極集電体としてカーボンペーパーを用いた場合、
カーボンペーパーを構成する繊維の周囲に垂直方向にＣＮＷが形成されている。
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【００１２】
　ＣＮＷの壁の厚み（すなわち、図１（１３）に矢印符号で示す部分の厚み）は、１μｍ
以上が好ましく、５μｍ以上がより好ましい。壁の厚みの上限値は、例えば２０μｍ以下
が好ましく、１５μｍ以下がより好ましい。上記上限値と下限値は任意に組み合わせるこ
とができる。
【００１３】
　図７の符号（７－１）にＣＮＷの拡大図を示す。
　ＣＮＷのウォールの幅（符号Ｌａ）は、１ｎｍ以上２０ｎｍ以下とすることが好ましく
、５ｎｍ以上１５ｎｍ以下がより好ましく、６ｎｍ以上１０ｎｍ以下が特に好ましい。
　ＣＮＷのウォール間の距離（符号Ｌｃ；即ち対向する表面間の距離）は、５０ｎｍ以上
１００００ｎｍ以下とすることが好ましく、１００ｎｍ以上３０００ｎｍ以下とすること
が好ましい。
【００１４】
　ＣＮＷの構造は、走査型電子顕微鏡、透過型電子顕微鏡、ラマン分光法、Ｘ線回折法、
水銀圧入法による細孔径分布測定により確認することができる。
　なかでも走査型電子顕微鏡による観察では、ＣＮＷの花弁状の立体的な形状を具体的に
観察することができる。
　また、透過電子顕微鏡では、ウォールの幅が上記の範囲であり、ウォールがグラファイ
トで構成されていることを確認できる。グラファイトの層数は１５層から４０層であるこ
とが好ましい。
【００１５】
　図５に、正極集電体としてカーボンペーパーを用いた場合のラマンスペクトルを示す。
　図２（２１）の「ＣＰ」と示すスペクトルがカーボンペーパーのみのラマンスペクトル
であり、３Ｄ－ＩＡＧＳと示すスペクトルがカーボンペーパー上にＣＮＷを形成した金属
空気電池用正極のラマンスペクトルである。
【００１６】
　本発明の金属空気電池用正極をラマン分光法により測定すると、図２（２１）に示すよ
うに１３５０ｃｍ－１にＤバンドと１５８０ｃｍ－１にＧバンド、１６１０ｃｍ－１には
Ｄ’バンドが観察できる。ＤバンドのＧバンドに対する相対強度が１以上、３程度となる
。Ｘ線回折法では、グラファイト構造に由来する００２回折ピークや１００、１０１、１
１０回折ピークも観察できる。
【００１７】
　本発明において、ＣＮＷの細孔容積は０．０５ｃｃ／ｇ以上であることが好ましい。本
発明において「ＣＮＷの細孔」とは、ＣＮＷの各ウォール間に存在する空間を意味する。
また、「ＣＮＷの細孔容積」とは、各ウォール間に存在する空間の容積の合計値を意味す
る。
　水銀圧入法による細孔径分布測定では、０．１μｍから１０μｍの大きさの細孔を観測
できる。
【００１８】
　図２の（２２）は、カーボンペーパーの細孔容積（白抜点）と、細孔分布（黒塗点）と
を示すグラフである。図２（２３）は、本発明の金属空気電池用正極の細孔容積（白抜点
）と、細孔分布（黒塗点）とを示すグラフである。
　図２（２３）に示すように、本発明の金属空気電池用正極のうちある実施形態では、０
．１μｍから１０μｍの大きさの細孔を有し、細孔容積は０．１ｃｃ／ｇである。
【００１９】
　本発明の金属空気電池用正極は、本発明の効果を損なわない範囲でバインダーや金属触
媒等の任意の成分を微量含有していてもよい。
　本発明の金属空気電池用正極は、正極集電体上にＣＮＷを化学気相蒸着法により形成す
ることができる。これにより、正極集電体上にＣＮＷを直接形成できるため、バインダー
や金属触媒を含まない正極とすることができる。金属空気電池をより高容量とする観点か
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ら、本発明の金属空気電池用正極は正極集電体と、前記正極集電体上に形成されたカーボ
ンナノウォールからなることが好ましい。
【００２０】
　正極集電体としては、カーボンペーパー、カーボンクロス、金属メッシュ等の多孔質構
造、網目状構造、繊維、不織布等、従来から集電体として用いられる材料であれば特に限
定されず用いることができ、例えば、ＳＵＳ、ニッケル、アルミニウム、鉄、チタン等か
ら形成した金属メッシュを用いることができる。正極集電体として、酸素供給孔を有する
金属箔を用いることもできる。
【００２１】
　本発明において正極集電体は、酸素を供給するための気孔を有し、前記気孔の直径が１
０μｍ以上１０００μｍ以下であることが好ましい。
　本発明において、正極集電体はカーボンペーパー又はカーボンクロスであることがより
好ましい。
【００２２】
＜金属空気電池＞
　本発明の金属空気電池は、正極と、負極と、電解質と、セパレーターとを有する。さら
に、正極上に形成された酸素透過膜から構成されていることが好ましい。
　図９に本発明の金属空気電池の模式図を示す。金属空気電池３は、金属からなる負極４
と、セパレーター５と、電解質６と、前記本発明の金属空気電池用正極７（空気極）とを
備える。
　以下、本発明の金属空気電池の各構成について説明する。
【００２３】
・正極
　本発明の金属空気電池の正極には、前記本発明の金属空気電池用正極を用いる。金属空
気電池においては、放電中に、正極中にて空気中の酸素が還元され負極の金属イオンが酸
化される酸化還元反応が起こる。金属空気電池においては、酸素及び負極金属イオンの酸
化還元反応は、正極中における高表面積の炭素材料のナノスケールの細孔内で起きると考
えられる。前記本発明の金属空気電池用正極は、正極集電体上にＣＮＷが形成され、高表
面積の炭素材料を主として含む正極材料である。つまり、酸素及び負極金属イオンの酸化
還元反応が効率よく進行し、高容量の電池を提供することができる。
【００２４】
・電解質
　電解質としては、正極層および負極層との間で金属イオンを交換することができる液体
を用いることができ、例えば、非プロトン性の有機溶媒、またはイオン液体等が挙げられ
る。
【００２５】
　有機溶媒としては、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、ジエチルカーボ
ネート、ジメチルカーボネート、エチルメチルカーボネート、１，２－ジメトキシエタン
、１，２－ジエトキシエタン、アセトニトリル、プロピオニトリル、テトラヒドロフラン
、２－メチルテトラヒドロフラン、ジオキサン、１，３－ジオキソラン、ニトロメタン、
Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、スルホラン、γ－ブチロラクト
ン、グライム類等が挙げられる。
【００２６】
　イオン液体としては、例えばＮ－メチル－Ｎ－プロピルピペリジニウムビス（トリフル
オロメタンスルホニル）アミド（ＰＰ１３ＴＦＳＡ）等が挙げられる。また、電解液とし
て、上述のイオン液体と有機溶媒を組み合わせて用いることもできる。
【００２７】
　電解液には支持塩を溶解させてもよい。リチウムビス（トリフルオロメタンスルホニル
）イミド（ＬｉＴＦＳＩ）、Ｌｉ（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）２Ｎ、ＬｉＰＦ６，ＬｉＣｌＯ４、
ＬｉＢＦ４、などの公知の支持塩を用いることができる。
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【００２８】
・セパレーター
　本発明の金属空気電池において、正極層と負極層との間にはセパレーターを備えていて
もよい。セパレーターとしては、特に限定されないが、例えば、ポリプロピレン製不織布
、ポリフェニレンスルフィド製不織布等の高分子不織布、ポリエチレン、ポリプロピレン
等のオレフィン系樹脂等の微多孔フィルム、またはこれらの組み合わせを用いることがで
きる。液体電解液等の電解質をセパレーターに含浸させて電解質層を形成してもよい。
【００２９】
・負極層
　本発明に係る金属空気電池に含まれる負極層は、負極活物質を含有する層である。負極
活物質としては、例えば、金属、合金材料、または炭素材料等を用いることができ、例え
ば、リチウム、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属、マグネシウム、カルシウム等の
アルカリ土類金属、アルミニウム等の第１３族元素、亜鉛、鉄、銀等の遷移金属、これら
の金属を含有する合金材料、またはグラファイト等の炭素材料、さらにはリチウムイオン
電池等に用いられ得る負極材料等が挙げられる。
【００３０】
　また、負極活物質として、リチウム元素を含む合金、酸化物、窒化物、または硫化物を
用いることができる。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
。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。
【００３１】
　負極層は、導電性材料及び／またはバインダーをさらに含有してもよい。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、負極活
物質が粉末状である場合は、負極活物質及びバインダーを有する負極層とすることができ
る。なお、導電性材料及びバインダーについては、公知の材料を用いることができる。
　負極集電体としては、多孔質構造の導電性基板、無孔の金属箔等、従来から負極集電体
として用いられる材料であれば特に限定されず用いることができ、例えば、銅、ＳＵＳ、
ニッケル等から形成した金属箔を用いることができる。
【００３２】
　本発明に係る金属空気電池に用いられ得る外装材としては、金属缶、樹脂、ラミネート
パック等、空気電池の外装材として通常用いられる材料を使用することができる。
　本発明に係る金属空気電池の形状は、酸素取り込み孔を有する形状であれば特に限定さ
れず、円筒型、角型、ボタン型、コイン型、または扁平型等、所望の形状をとることがで
きる。
【００３３】
　本発明において金属空気電池は、リチウム空気電池、ナトリウム空気電池、カルシウム
空気電池、マグネシウム空気電池、アルミニウム空気電池、亜鉛空気電池のいずれであっ
てもよく、なかでもリチウム空気電池であることがより好ましい。
【００３４】
＜金属空気電池用正極の製造方法＞
　本発明の金属空気電池用正極は、プラズマ支援（ＰＥ）化学気相蒸着法（ＣＶＤ）やホ
ットフィラメントＣＶＤなどの方法を用いることにより、単一の行程で、触媒金属やバイ
ンダー等を使わずに、正極集電体上に直接形成することができる。
　図３に、本発明の金属空気電池用正極を形成するための装置３０の一例の模式図を示す
。
　図３に示す装置３０は、プラズマ発生装置３１、反応ガス導入路３２、ガス排出路３３
、石英基板３４、正極集電体３５、加熱載置台３６、チャンバー３７を備える。
【００３５】
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　本発明においては、ＣＨ４等炭素を含む反応ガス（カーボンソースガス）を反応ガス導
入路３２からチャンバー３７内に導入し、プラズマ発生装置３１から石英基板３４を介し
てプラズマＰを発生させ、プラズマ化学気相堆積法により正極集電体３５上にＣＮＷを形
成する。このとき、加熱載置台３６は、５００℃以上に加熱し、約２０Ｐａの減圧下で反
応させることが好ましい。これにより、形成時間が１０分間程度で、層の厚さが５μｍ以
上１０μｍ以下のＣＮＷを形成できる。ＣＮＷの層の厚みは、反応時間を調整することに
より制御できる。
【００３６】
　本発明においては電解質やＣＮＷに、金、白金、パラジウム、ルテニウム等の純金属；
金－白金等の合金；二酸化マンガン、酸化コバルト、酸化銅、酸化鉄、酸化パラジウム、
酸化ルテニウム、酸化イリジウム等の金属酸化物；等の金属成分を添加してもよい。
　該金属成分をリチウム空気セル中での電気化学反応の触媒として用いることができる。
これにより、より高電流密度での放電－充電サイクルが可能になると推察される。また、
高容量を維持したまま、より多くの放電－充電サイクルを行うことができると推察される
。
【００３７】
＜リチウム硫黄電池用正極＞
　リチウム硫黄電池用正極は、正極集電体上にカーボンナノウォールが形成され、正極活
物質として硫黄を含む。硫黄はどのような形態で含まれていてもよいが、単体硫黄及び金
属硫化物の両方又は一方であることが好ましい。
　本発明においては、硫黄の充填方法は特に限定されず、一例を挙げると硫黄を粒状に形
成し、カーボンナノウォールのウォール間の隙間に充填することが好ましい。
　本発明のリチウム硫黄電池用正極におけるＣＮＷの説明は、前記本発明の金属空気電池
において説明した内容と同様である。
【００３８】
＜リチウム硫黄電池＞
　本発明のリチウム硫黄電池は、硫黄を含む正極活物質を有する正極と、リチウムを含む
負極活物質を有する負極と、前記正極と前記負極との間に介在し、非水系溶媒と支持塩と
所定の酸とを含むイオン伝導媒体と、を備えている。
　以下、本発明の金属空気電池の各構成について説明する。
【００３９】
・正極
　リチウム硫黄電池の正極には、前記本発明のリチウム硫黄電池用正極用いる。
【００４０】
・負極
　本発明のリチウム硫黄電池において、負極は、負極活物質としての金属リチウムやリチ
ウム合金そのものでもよい。例えば負極活物質と導電材と結着材とを混合し、適当な溶剤
を加えてペースト状の負極材としたものを、集電体の表面に塗布乾燥し、必要に応じて電
極密度を高めるべく圧縮して形成してもよい。負極活物質は、リチウムを含む材料（リチ
ウム系材料とも称する）であればよく、金属リチウムやリチウム合金のほか、リチウム酸
化物、リチウム複合酸化物、リチウム硫化物、リチウム複合硫化物などが挙げられる。
【００４１】
　リチウム合金としては、例えば、アルミニウムやシリコン、スズ、マグネシウム、イン
ジウム、カルシウムなどとリチウムとの合金が挙げられる。このリチウム系材料は、リチ
ウムを主成分とする材料であることが好ましい。リチウム系材料は、金属リチウムである
ことが好ましい。
【００４２】
　本発明のリチウム硫黄電池において、イオン伝導媒体は、非水系溶媒に支持塩を溶解し
、さらに、添加剤として酸を添加したものである。非水系溶媒は、特に限定されないが、
エチレンカーボネート（ＥＣ）、ジエチルカーボネート（ＤＥＣ）及びプロピレンカーボ
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ネート（ＰＣ）などのカーボネート類、ジメトキシエタン（ＤＭＥ）、トリグライム及び
テトラグライムなどのエーテル類、ジオキソラン（ＤＯＬ）、テトラヒドロフランなどの
環状エーテル及び、それらの混合物が好適である。また、１－メチル－３－プロピルイミ
ダゾリウムビス（トリフルオロスルホニル）イミド、１－エチル－３－ブチルイミダゾリ
ウムテトラフルオロボレートなどのイオン液体を用いることもできる。イオン伝導媒体は
、ポリフッ化ビニリデンやポリエチレンオキサイド、ポリエチレングリコール、ポリアク
リロニトリルなどの高分子類又はアミノ酸誘導体やソルビトール誘導体などの糖類に、支
持塩や酸を含む非水系溶媒を含ませてゲル化されていてもよい。
【００４３】
　支持塩は、通常のリチウム二次電池に用いられるリチウム塩であれば特に限定されるも
のではなく、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（ＬｉＴＦ
ＳＩ）、Ｌｉ（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）２Ｎ、ＬｉＰＦ６、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＢＦ４などの公
知の支持塩を用いることができる。これらは単独で用いてもよいし、複数を混合して用い
てもよい。
【００４４】
・セパレーター
　本発明のリチウム硫黄電池は、負極と正極との間にセパレーターを備えていてもよい。
セパレーターとしては、蓄電デバイスの使用範囲に耐えうる組成であれば特に限定されな
いが、例えば、ポリプロピレン製不織布やポリフェニレンスルフィド製不織布などの高分
子不織布、ポリエチレンやポリプロピレンなどのオレフィン系樹脂の微多孔フィルムや、
ポリイミド三次元多孔フィルムなどが挙げられる。これらは単独で用いてもよいし、複合
して用いてもよい。
　本発明のリチウム硫黄電池の形状は、特に限定されないが、例えばコイン型、ボタン型
、シート型、積層型、円筒型、偏平型、角型などが挙げられる。また、電気自動車等に用
いる大型のものなどに適用してもよい。
【００４５】
＜リチウム硫黄電池用正極の製造方法＞
　本発明のリチウム硫黄電池用正極は、まず、前記本発明の金属空気電池用正極と同様の
製造方法により、正極集電体上にＣＮＷを形成する。
　集電体上にＣＮＷを形成した後、ＣＮＷに正極活物質を担持させて正極層を形成する。
　本発明においては、例えば硫黄を粒状に形成し、カーボンナノウォールのウォール間の
隙間に充填する方法が挙げられる。
【００４６】
　ＣＮＷのウォール間に硫黄を充填する方法は、特に限定されないが、例えば、硫黄を気
体または液体としてから充填する方法が挙げられる。
　例えば硫黄を加熱及び／又は加圧して気体化した後、吸着充填させてもよい。
　また、硫黄を加熱して溶融させ、浸透圧等を利用して充填させることもできる。また、
溶媒により硫黄溶液として充填する方法や、硫黄微粒子が分散した液体を用いて充填する
方法や、気相成長法等によっても充填することができる。
【実施例】
【００４７】
　以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定さ
れるものではない。
【００４８】
＜材料＞
≪正極集電体≫
・カーボンペーパー（以下、「ＰＣ」と略記する。）
　東レ株式会社製
　製品名　：ＴＧＰ－Ｈ－０６０
　膜厚　　：０．１９ｍｍ
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　嵩密度　：０．４４ｇ／ｃｍ３

　電気抵抗：８０ｍΩ／ｃｍ
　空隙率　：７８％
・プレーンカーボンクロス（以下、「ＰＣＣ」と略記する。）
　ＭＴＩ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社製
　製品名　：Ｐｌａｉｎ　Ｃｌｏｔｈ　Ｈｙｄｒｏｐｈｉｌｉｃ　Ｇａｓ　Ｄｉｆｆｕｓ
ｉｏｎ　Ｌａｙｅｒ
　膜厚　　：０．４０６ｍｍ
　嵩密度　：０．３４６ｇ／ｃｍ３

　電気抵抗：２５０ｍΩ／ｃｍ
　空隙率　：８０％
【００４９】
≪装置≫
　Ｕｃｈｉｄａ，Ｔ　ｅｔ　ａｌ（ＲＳＣ　Ａｄｖａｎｃｅｓ　４，３６０７１－３６０
７８（２０１４））に記載のプラズマ支援化学気相蒸着装置（アルバック社製、製品名：
ＣＮ－ＣＶＤ－２００）を使用した。
【００５０】
＜電極の製造＞
≪実施例１≫
　上記装置を用いて、下記の成膜条件でＣＰ上にカーボンナノウォールを生成し、これを
電極１とした。
成膜条件：加熱温度７２５℃、メタン濃度３３％のガス流量４５ｓｃｃｍ、成長時間１５
分間
【００５１】
≪実施例２≫
　ＣＰをＰＣＣに変更した以外は実施例１と同様の方法により、ＰＣＣ上にカーボンナノ
ウォールを生成し、窒素をドープした。
【００５２】
＜リチウム空気電池の製造＞
　下記のセル構成となるようアルゴングローブボックス内でセルを常法により組み立て、
リチウム空気電池を製造した。
・正極：実施例１又は実施例２で製造した電極
・負極：金属リチウム箔（φ１５ｍｍ、０．２ｍｍ）
・電解質：Ｌｉ－ＴＦＳＩのテトラグライム溶液
・分離膜：グラスファイバー（φ１８ｍｍ、１．５５ｍｍ）
【００５３】
＜電池特性評価＞
　上記の方法により製造したリチウム空気電池を３０分間酸素パージし、下記の条件によ
り放電容量を測定した。
　放電レート：０．０５ｍＡ／ｃｍ２

　カット電圧：４．６Ｖ又は２．２Ｖ
【００５４】
　図４（４１）に、実施例１の電極１を用いて製造したリチウム空気電池の１回目の放電
－充電曲線（定電流０．０５ｍＡ／ｃｍ２）を示す。１回目の放電－充電曲線から、電極
１を用いた場合の放電容量は８０００ｍＡｈ／ｇであった。
　図４（４２）に、１回目放電後と２０回の放電－充電サイクル後のラマンスペクトルを
示す。ラマン分光法により、放電後の電極１に過酸化リチウムと炭酸リチウムの堆積が確
認できた。
【００５５】
　図５に１回目放電後の電極１の表面のＳＥＭ写真を示す。図５に示すとおり、ＣＮＷの
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【００５６】
　図６に、電極１を使用した場合の、サイクル回数と放電容量との関係を表す図を示す。
放電－充電サイクルを繰り返すと放電容量の減少がみられたものの、２０回の放電－充電
サイクル後も容量は２０００ｍＡｈ／ｇ程度を維持していた。
　また、図４に示すラマンスペクトルから、２０回の放電－充電サイクル後も、ＣＮＷの
Ｄバント（１３５０ｃｍ－１）とＧバンド（１５８０ｃｍ－１）の特徴が変化せず、正極
材料としての十分な機械的強度を確認することが出来た。
【００５７】
　図８に、実施例１と実施例２の電極と、それぞれの集電体との表面積と容量の関係を示
す。図８中「ＣＰ」はカーボンペーパーを意味し、「ＣＰ　ｗｉｔｈ　ＣＮＷｓ」は実施
例１の電極１に対応する。図８に示す通り、カーボンペーパーと比較して、電極１は表面
積が３．７倍にも増加し、容量は４６倍にも増加していた。
　図８中、「ＰＣＣ」はカーボンクロスを意味し、「ＰＣＣ　ｗｉｔｈ　ＣＮＷｓ」は実
施例２の電極２に対応する。図８に示す通り、カーボンクロスと比較して、電極２は表面
積が１．７倍にも増加し、容量は２．４倍にも増加していた。
【符号の説明】
【００５８】
１：正極集電体、２：カーボンナノウォール、７、７０：金属空気電池用正極、３：金属
空気電池、４：負極、５：セパレーター、６：電解質、３０：装置、３１：プラズマ発生
装置、３２：反応ガス導入路、３３：ガス排出路、３４：石英基板、３５：正極集電体、
３６：加熱載置台、３７：チャンバー

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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