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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多孔質集電体の開口径よりも大きな粒径を有する第１の電極材料、および、前記多孔質
集電体の開口径よりも小さな粒径を有する第２の電極材料を含有する電極層形成用組成物
を調製する組成物調製工程と、
　前記電極層形成用組成物を、前記多孔質集電体上に塗布する塗布工程と、
　を有することを特徴とする電池電極の製造方法。
【請求項２】
　前記第１の電極材料および前記第２の電極材料が、互いに異なる材料であることを特徴
とする請求項１に記載の電池電極の製造方法。
【請求項３】
　前記第１の電極材料および前記第２の電極材料が、それぞれ、触媒、導電性材料、撥水
性材料、活物質または固体電解質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
の電池電極の製造方法。
【請求項４】
　前記多孔質集電体の材料が、金属材料またはカーボン材料であることを特徴とする請求
項１から請求項３までのいずれかの請求項に記載の電池電極の製造方法。
【請求項５】
　前記電池電極が、金属空気電池用の電極であることを特徴とする請求項１から請求項４
までのいずれかの請求項に記載の電池電極の製造方法。
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【請求項６】
　前記第１の電極材料が触媒であり、前記第２の電極材料が導電性材料であり、前記多孔
質集電体がカーボン材料を用いた集電体であることを特徴とする請求項５に記載の電池電
極の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多層構造の電極層を容易に形成することができる電池電極の製造方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　金属空気電池、リチウム電池および燃料電池等の化学電池に用いられる電極は、通常、
集電体と、その集電体上に形成された電極層とを有する。近年、電池電極の性能向上のた
めに、電極層を多層化する試みがなされている。
【０００３】
　例えば、特許文献１においては、非水電解質空気電池に用いられる正極であって、組成
の異なる２つの層を有する正極が開示されている。具体的には、空気穴側に形成された酸
素還元能を有する層と、負極側に形成されたリチウムイオン吸蔵能を有する層と、を有す
る正極が開示されている。また、特許文献１では、このような正極を形成する方法として
、２つの層をそれぞれフィルム状に成形して両層を集電体と共に重ね合わせる方法、およ
び、各層を構成する成分を含有する組成物を順次塗布する方法等が挙げられている。
【０００４】
　特許文献２においては、金属空気電池や燃料電池に用いられる電極であって、触媒を含
有する活性層と、撥水性を有するブロッキング層とを有する電極が開示されている。また
、特許文献２では、このような電極を形成する方法として、各層を構成する成分を含有す
る分散液を用いて、ろ過手段により順次堆積させる方法が挙げられている。
【特許文献１】特開２００６－２８６４１４号公報
【特許文献２】特開平７－３２０７４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１および特許文献２に記載された方法は、いずれも、単層を形成する作業を組
み合わせる方法である。そのため、製造工程が多くなり、作業が煩雑になるという問題が
ある。本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、多層構造の電極層を容易に形成
することができる電池電極の製造方法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】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明においては、多孔質集電体の開口径よりも大きな粒
径を有する第１の電極材料、および、上記多孔質集電体の開口径よりも小さな粒径を有す
る第２の電極材料を含有する電極層形成用組成物を調製する組成物調製工程と、上記電極
層形成用組成物を、上記多孔質集電体上に塗布する塗布工程と、を有することを特徴とす
る電池電極の製造方法を提供する。
【０００７】
　本発明によれば、多孔質の集電体と、粒径の異なる２種類以上の電極材料とを組み合わ
せて用いることにより、多層構造の電極層を容易に形成することができる。これにより、
性能に優れた電池電極を容易に得ることができる。
【０００８】
　上記発明においては、上記第１の電極材料および上記第２の電極材料が、互いに異なる
材料であることが好ましい。材料選択の幅が広がり、性能に優れた種々の電池電極を得る
ことができるからである。
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【０００９】
　上記発明においては、上記第１の電極材料および上記の第２電極材料が、それぞれ、触
媒、導電性材料、撥水性材料、活物質または固体電解質であることが好ましい。性能に優
れた種々の電池電極を得ることができるからである。
【００１０】
　上記発明においては、上記多孔質集電体の材料が、金属材料またはカーボン材料である
ことが好ましい。電子伝導性に優れているからである。
【００１１】
　上記発明においては、上記電池電極が、金属空気電池用の電極であることが好ましい。
リチウム電池に比べて、さらなる高容量化を図ることができるからである。
【００１２】
　上記発明においては、上記第１の電極材料が触媒であり、上記第２の電極材料が導電性
材料であり、上記多孔質集電体がカーボン材料を用いた集電体であることが好ましい。発
電効率に優れた空気極を得ることができるからである。
【００１３】
　また、本発明においては、多孔質集電体と、上記多孔質集電体の表面内部に形成され、
上記多孔質集電体の開口径よりも小さな粒径を有する第２の電極材料を含有する内部電極
層と、上記内部電極層上に形成され、上記多孔質集電体の開口径よりも大きな粒径を有す
る第１の電極材料を含有する外部電極層と、を有することを特徴とする電池電極を提供す
る。
【００１４】
　本発明によれば、集電体内部に形成された内部電極層と、集電体外部に形成された外部
電極層とを設けることにより、性能に優れた電池電極とすることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明においては、多層構造の電極層を容易に形成することができるという効果を奏す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の電池電極の製造方法および電池電極について、詳細に説明する。
【００１７】
Ａ．電池電極の製造方法
　まず、本発明の電池電極の製造方法について説明する。本発明の電池電極の製造方法は
、多孔質集電体の開口径よりも大きな粒径を有する第１の電極材料、および、上記多孔質
集電体の開口径よりも小さな粒径を有する第２の電極材料を含有する電極層形成用組成物
を調製する組成物調製工程と、上記電極層形成用組成物を、上記多孔質集電体上に塗布す
る塗布工程と、を有することを特徴とするものである。
【００１８】
　本発明によれば、多孔質の集電体と、粒径の異なる２種類以上の電極材料とを組み合わ
せて用いることにより、多層構造の電極層を容易に形成することができる。これにより、
性能に優れた電池電極を容易に得ることができる。また、製造工程が簡略化されることで
、製造効率の向上やコストの低減を図ることができる。
【００１９】
　図１は、本発明の電池電極の製造方法の一例を示す概略断面図である。図１に示される
電池電極の製造方法においては、まず、図１（ａ）に示すように、多孔質集電体の開口径
よりも大きな粒径を有する第１の電極材料１と、多孔質集電体の開口径よりも小さな粒径
を有する第２の電極材料２と、溶媒に分散・溶解した結着材３とを含有する電極層形成用
組成物４を調製する。次に、図１（ｂ）に示すように、多孔質集電体５の表面上に、電極
層形成用組成物４を塗布する。これにより、図１（ｃ）に示すように、多孔質集電体５と
、多孔質集電体５の表面内部に形成され、第２の電極材料２および結着材（図示せず）を
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含有する内部電極層１１と、内部電極層１１上に形成され、第１の電極材料１および結着
材３を含有する外部電極層１２と、を有する電池電極１３を得ることができる。
【００２０】
　次に、本発明における、第１の電極材料の粒径、第２の電極材料の粒径および多孔質集
電体の開口径の関係について説明する。本発明において、多孔質集電体の開口径は、以下
のように定義する。すなわち、バブルポイント法（ＡＳＴＭ　Ｆ３１６－８６、ＪＩＳ　
Ｋ３８３２）およびハーフドライ法（ＡＳＴＭ　Ｅ１２９４－８９）に基づき、累積フィ
ルターフローが９０％となるボトルネック径を、本発明における多孔質集電体の開口径と
する。なお、多孔質集電体のボトルネック径分布は、パームポロメーター（ＰＭＩ社製）
により測定することができる。多孔質集電体の開口径は、第１の電極材料の粒径より小さ
く、第２の電極材料よりも大きな値であれば特に限定されるものではないが、例えば１μ
ｍ～５０μｍの範囲内、中でも５μｍ～３０μｍの範囲内であることが好ましい。
【００２１】
　また、本発明において、第１の電極材料の粒径は、以下のように定義する。すなわち、
電極材料の粒径分布を測定するために、粒度分布測定を行い、ｄ５０となる値を、本発明
における第１の電極材料の粒径とする。第１の電極材料の粒径は、通常、多孔質集電体の
開口径よりも大きいものであり、第１の電極材料の粒径と、多孔質集電体の開口径との差
は、例えば１μｍ以上であること好ましく、５μｍ～２５μｍの範囲内であることがより
好ましい。また、第１の電極材料の粒径は、例えば１０μｍ～１００μｍの範囲内であり
、中でも５μｍ～２５μｍの範囲内であることが好ましい。
【００２２】
　また、本発明において、第２の電極材料の粒径は、上述した第１の電極材料と同様の方
法で定義することができる。第２の電極材料の粒径は、通常、多孔質集電体の開口径より
も小さいものであり、多孔質集電体の開口径と、第２の電極材料の粒径との差は、例えば
１μｍ以上であること好ましく、５μｍ～２０μｍの範囲内であることがより好ましい。
また、第２の電極材料の粒径は、例えば０．０１μｍ～１０μｍの範囲内であり、中でも
０．１μｍ～１０μｍの範囲内であることが好ましい。
　以下、本発明の電池電極の製造方法について、工程ごとに説明する。
【００２３】
１．組成物調製工程
　まず、本発明における組成物調製工程について説明する。本発明における組成物調製工
程は、多孔質集電体の開口径よりも大きな粒径を有する第１の電極材料、および、上記多
孔質集電体の開口径よりも小さな粒径を有する第２の電極材料を含有する電極層形成用組
成物を調製する工程である。電極層形成用組成物は、電極材料等を混合することにより得
ることができる。
【００２４】
（１）電極層形成用組成物
　上記のように、本発明における電極層形成用組成物は、少なくとも第１の電極材料およ
び第２の電極材料を含有する。なお、本発明においては、第１の電極材料および第２の電
極材料を、それぞれ２種類以上用いても良い。また、電極層形成用組成物は、結着材を含
有することが好ましい。電極材料の密着性を向上させることができるからである。さらに
必要に応じて、電極層形成用組成物は、溶媒を含有していても良い。溶媒を添加すること
により、電極材料等の分散性を向上させたり、組成物の粘度調整を容易にしたりすること
ができる。
【００２５】
　第１の電極材料および第２の電極材料としては、例えば、触媒、導電性材料、撥水性材
料、活物質および固体電解質等を挙げることができる。これらの材料の具体例や組み合わ
せについては、後述する「（２）第１の電極材料および第２の電極材料の組み合わせ」で
詳細に説明する。また、電極層形成用組成物における第１の電極材料および第２の電極材
料の含有量は、目的とする電池電極に応じて、適宜設定することが好ましい。
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【００２６】
　また、本発明に用いられる結着材は、電極材料を固定化できるものであれば特に限定さ
れるものではないが、化学的安定性が高いものが好ましい。電極反応によって、電極層が
劣化することを抑制することができるからである。このような結着材としては、例えばポ
リフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリフッ化ビニリデン－ヘキサフルオロプロピレン（
ＰＶＤＦ－ＨＦＰ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）等のフッ素系結着材を挙
げることができる。電極層形成用組成物における結着材の含有量は、電極材料の密着性を
確保できる程度の量であれば良く、より少ないことが好ましい。
【００２７】
　また、本発明に用いられる溶媒は、電極材料や結着材を分散できるものであれば特に限
定されるものではないが、揮発性の高いことが好ましい。上記溶媒としては、例えばアセ
トン、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ
）、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）およびテ
トラヒドロフラン（ＴＨＦ）等を挙げることができる。
【００２８】
　本発明における電極層形成用組成物の固形分濃度は、多孔質集電体の内部に浸透させる
第２の電極材料の量に応じて、適宜設定することが好ましい。通常、電極層形成用組成物
の固形分濃度を低くするほど、多孔質集電体の内部に向かって、深く第２の電極材料を浸
透させることができる。電極層形成用組成物の固形分濃度は、例えば５％～５０％の範囲
内、中でも１０％～２０％の範囲内であることが好ましい。なお、固形分濃度は、次式に
より算出することができる。
　電極層形成用組成物の固形分濃度（％）＝（８０℃、１ｈ、Ａｒ雰囲気下での乾燥後の
組成物濃度）／（乾燥前の組成物濃度）×１００
【００２９】
（２）第１の電極材料および第２の電極材料の組み合わせ
　次に、本発明における、第１の電極材料および第２の電極材料の組み合わせについて説
明する。本発明においては、第１の電極材料および第２の電極材料が、同じ材料であって
も良く、異なる材料であっても良い。前者の場合、粒径のみが異なる電極材料を用いて、
電池電極を作製することになる。一方、後者の場合は、さらに、機能が同じ材料である場
合と、機能が異なる材料である場合とに大別することができる。機能が同じ材料である場
合の一例としては、第１の電極材料が触媒であり、かつ、第２の電極材料が上記の触媒と
は異なる材料の触媒である場合を挙げることができる。これに対して、機能が異なる材料
である場合の一例としては、第１の電極材料が触媒であり、かつ、第２の電極材料が導電
性材料である場合を挙げることができる。
【００３０】
　また、本発明により得られる電池電極は、例えば化学電池に用いることができる。化学
電池としては、例えば金属空気電池、リチウム電池および燃料電池等を挙げることができ
る。以下、電極材料の組み合わせについて、電池の種類ごとに説明する。
【００３１】
（ｉ）金属空気電池用の電極を得る場合
　この場合、本発明により、金属空気電池用の空気極または負極を得ることができる。空
気極の電極層に含まれる電極材料としては、例えば触媒、導電性材料および撥水性材料等
を挙げることができる。なお、触媒は、導電性材料に担持されたものであっても良い。ま
た、例えば電池を全固体型化する場合は、固体電解質を用いることもできる。上記触媒と
しては、例えば二酸化マンガンおよびコバルトフタロシアニン等を挙げることができる。
上記導電性材料としては、例えばメソポーラスカーボン、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。上記固
体電解質としては、例えば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
。上記撥水性材料としては、例えば撥水ポリマーを挙げることができる。さらに、上記撥
水ポリマーとしては、具体的には、ＦＡＳ（フルオロアルキルシラン）系撥水ポリマー等
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を挙げることができる。
【００３２】
　本発明においては、空気極の電極層に含まれる電極材料を任意に組み合わせることがで
きる。この場合における電極材料の組み合わせとしては、例えば、第１の電極材料として
触媒を用い、第２の電極材料として導電性材料を用いる組み合わせ；第１の電極材料とし
て触媒を用い、第２の電極材料として触媒担持導電性材料を用いる組み合わせ；第１の電
極材料として固体電解質を用い、第２の電極材料として触媒担持導電性材料を用いる組み
合わせ；第１の電極材料として触媒担持導電性材料を用い、第２の電極材料として撥水性
材料を用いる組み合わせ等を挙げることができる。
【００３３】
　一方、金属空気電池の負極の電極層に含まれる電極材料としては、例えば、負極活物質
および導電性材料等を挙げることができる。また、例えば電池を全固体型化する場合は、
固体電解質を用いることもできる。上記負極活物質は、金属イオンを吸蔵および／または
放出できるものであれば特に限定されるものではない。リチウム空気電池に用いられる負
極活物質としては、例えば、リチウム金属、リチウム合金、リチウム酸化物、リチウム窒
化物等を挙げることができる。なお、導電性材料については、上記の空気極における場合
と同様である。
【００３４】
　本発明においては、金属空気電池の負極の電極層に含まれる電極材料を任意に組み合わ
せることができる。この場合における電極材料の組み合わせとしては、例えば、第１の電
極材料として固体電解質を用い、第２の電極材料として負極活物質を用いる組み合わせを
挙げることができる。
【００３５】
　また、金属空気電池の種類としては、例えばリチウム空気電池、ナトリウム空気電池、
カリウム空気電池、マグネシウム空気電池、カルシウム空気電池、亜鉛空気電池、アルミ
ニウム空気電池および鉄空気電池等を挙げることができ、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が好ましく、特にリチウム空気電池が好ましい。
また、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。
【００３６】
（ii）リチウム電池用の電極を得る場合
　この場合、本発明により、リチウム電池用の正極または負極を得ることができる。正極
の電極層に含まれる電極材料としては、例えば、正極活物質および導電性材料を挙げるこ
とができる。また、全固体型化する場合は、固体電解質を用いることもできる。上記正極
活物質としては、例えばＬｉＣｏＯ２、ＬｉＭｎ２Ｏ４、ＬｉＮｉＯ２、ＬｉＮｉ０．５

Ｍｎ１．５Ｏ４、ＬｉＮｉ１／３Ｍｎ１／３Ｃｏ１／３Ｏ２、ＬｉＮｉ０．５Ｍｎ０．５

Ｏ２、ＬｉＣｏＰＯ４、ＬｉＦｅＰＯ４、ＬｉＭｎＰＯ４等を挙げることができる。なお
、導電性材料および固体電解質については、上記の金属空気電池における場合と同様であ
る。
【００３７】
　本発明においては、リチウム電池の正極の電極層に含まれる電極材料を任意に組み合わ
せることができる。この場合における電極材料の組み合わせとしては、例えば、第１の電
極材料として固体電解質を用い、第２の電極材料として正極活物質および導電性材料を用
いる組み合わせ；第１の電極材料および第２の電極材料として、それぞれ正極活物質およ
び導電性材料の両方を用いる組み合わせ等を挙げることができる。
【００３８】
　一方、リチウム電池の負極の電極層に含まれる電極材料としては、例えば、負極活物質
および導電性材料等を挙げることができる。また、全固体型化する場合は、固体電解質を
用いることもできる。上記負極活物質は、リチウムイオンを吸蔵および／または放出でき
るものであれば特に限定されるものではないが、例えば金属活物質およびカーボン活物質
を挙げることができる。金属活物質としては、例えばＩｎ、Ａｌ、Ｓｉ、Ｓｎ等を挙げる
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ことができる。一方、カーボン活物質としては、例えばメソカーボンマイクロビーズ（Ｍ
ＣＭＢ）、高配向性グラファイト（ＨＯＰＧ）、ハードカーボン、ソフトカーボン等を挙
げることができる。なお、導電性材料および固体電解質については、上記の金属空気電池
における場合と同様である。
【００３９】
　本発明においては、リチウム電池の負極の電極層に含まれる電極材料を任意に組み合わ
せることができる。この場合における電極材料の組み合わせとしては、例えば、第１の電
極材料として固体電解質を用い、第２の電極材料として負極活物質および導電性材料を用
いる組み合わせ；第１の電極材料および第２の電極材料として、それぞれ負極活物質およ
び導電性材料の両方を用いる組み合わせ等を挙げることができる。
【００４０】
（iii）燃料電池用の電極を得る場合
　この場合、本発明により、燃料電池用の電極（アノード極またはカソード極）を得るこ
とができる。燃料電池の電極層に含まれる電極材料としては、例えば、触媒および導電性
材料等を挙げることができる。なお、触媒は、導電性材料に担持されたものであっても良
い。上記触媒としては、例えばＰｔ、Ｐｄ、Ｒｈ、鉄ポルフィリンおよびＬａ０．８Ｓｒ

０．２ＭｎＯ３等を挙げることができる。また、電極層形成用組成物は、パーフルオロス
ルホン酸系ポリマーに代表される電解質材料を含有していても良い。なお、導電性材料に
ついては、上記の金属空気電池における場合と同様である。また、本発明においては、燃
料電池の電極層に含まれる電極材料を任意に組み合わせることができる。
【００４１】
２．塗布工程
　次に、本発明における塗布工程について説明する。本発明における塗布工程は、上記電
極層形成用組成物を、上記多孔質集電体上に塗布する工程である。なお、多孔質集電体の
開口径等については、上述した通りである。
【００４２】
　本発明に用いられる多孔質集電体は、所望の電子伝導性を有し、かつ、第２の電極材料
が浸透できる程度の多孔性を有するものであれば特に限定されるものではない。中でも、
多孔質集電体は、ガス拡散性を有することが好ましい。例えば、金属空気電池用の空気極
集電体や燃料電池用のガス拡散（集電）体として有用だからである。
【００４３】
　多孔質集電体の構造としては、例えば、構成繊維が規則正しく配列されたメッシュ構造
、構成繊維がランダムに配列された不織布構造、および独立孔や連結孔を有する三次元網
目構造等を挙げることができ、中でも不織布構造および三次元網目構造が好ましい。第２
の電極材料を集電体内部に保持し易いからである。
【００４４】
　また、多孔質集電体の気孔率は、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。
【００４５】
　また、多孔質集電体の材料としては、例えば金属材料、カーボン材料および高電子伝導
性セラミックス材料等を挙げることができる。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、チタン、銅等を挙げることができる。また、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）等を挙げることができる。また、高電子
伝導性セラミックス材料としては、例えば窒化チタン（ＴｉＮ）等を挙げることができる
。
【００４６】
　金属材料を用いた多孔質集電体の具体例としては、金属メッシュ等を挙げることができ
る。また、カーボン材料を用いた多孔質集電体の具体例としては、カーボンクロス（上記
のメッシュ構造に該当する）およびカーボンペーパー（上記の不織布構造に該当する）等
を挙げることができる。また、高電子伝導性セラミックス材料を用いた多孔質集電体とし
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ては、三次元網目構造を有する窒化チタン（ＴｉＮ）等を挙げることができる。
【００４７】
　特に、本発明において、金属空気電池用の空気極を作製する場合は、多孔質集電体がカ
ーボン材料を用いた集電体であることが好ましい。放電反応により生じる強アルカリ性の
金属酸化物Ｍ２Ｏ２（Ｍは金属元素、例えばＬｉである）によって、多孔質集電体が溶出
することを抑制することができるからである。これにより、放電容量保持率等を向上させ
ることができる。
【００４８】
　また、多孔質集電体の厚さとしては、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。
【００４９】
　本発明においては、多孔質集電体の表面上に、電極層形成用組成物を塗布する。電極層
形成用組成物を塗布する方法は、特に限定されるものではなく、ドクターブレード法等の
一般的な塗布方法を用いることができる。さらに、本発明においては、電極層形成用組成
物を塗布した後に、溶媒を除去する乾燥を行うことが好ましい。
【００５０】
Ｂ．電池電極
　次に、本発明の電池電極について説明する。本発明の電池電極は、多孔質集電体と、上
記多孔質集電体の表面内部に形成され、上記多孔質集電体の開口径よりも小さな粒径を有
する第２の電極材料を含有する内部電極層と、上記内部電極層上に形成され、上記多孔質
集電体の開口径よりも大きな粒径を有する第１の電極材料を含有する外部電極層と、を有
することを特徴とするものである。
【００５１】
　本発明によれば、集電体内部に形成された内部電極層と、集電体外部に形成された外部
電極層とを設けることにより、性能に優れた電池電極とすることができる。
【００５２】
　図１（ｃ）は、本発明の電池電極の一例を示す概略断面図である。図１（ｃ）に示され
る電池電極１３は、多孔質集電体５と、多孔質集電体５の表面内部に形成され、第２の電
極材料２および結着材（図示せず）を含有する内部電極層１１と、内部電極層１１上に形
成され、第１の電極材料１および結着材３を含有する外部電極層１２と、を有するもので
ある。
【００５３】
　なお、本発明における、多孔質集電体、第１の電極材料、第２の電極材料および結着材
について、並びに、本発明の電極電池の用途等については、上記「Ａ．電池電極の製造方
法」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。
【００５４】
　本発明における内部電極層は、多孔質集電体の表面内部に形成され、少なくとも第２の
電極材料を含有する層である。なお、内部電極層は、２種類以上の第２の電極材料を含有
していても良い。内部電極層における第２の電極材料の含有量は、特に限定されるもので
はないが、例えば１０重量％～９０重量％の範囲内であることが好ましい。また、内部電
極層は、さらに結着材を含有することが好ましい。第２の電極材料と集電体表面との密着
性が向上するからである。内部電極層における結着材の含有量は、第２の電極材料の密着
性を確保できる程度の量であれば良く、より少ないことが好ましい。また、内部電極層の
厚さは、電池電極の用途によって異なるものであるが、例えば１０μｍ～５００μｍの範
囲内であることが好ましい。
【００５５】
　本発明における外部電極層は、内部電極層上に形成され、少なくとも第１の電極材料を
含有する層である。なお、外部電極層は、２種類以上の第１の電極材料を含有していても
良い。外部電極層における第１の電極材料の含有量は、特に限定されるものではないが、
例えば１０重量％～９０重量％の範囲内であることが好ましい。また、外部電極層は、さ
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らに結着材を含有することが好ましい。第１の電極材料と内部電極層の表面との密着性が
向上するからである。外部電極層における結着材の含有量は、第１の電極材料の密着性を
確保できる程度の量であれば良く、より少ないことが好ましい。また、外部電極層の厚さ
は、電池電極の用途によって異なるものであるが、例えば１０μｍ～２００μｍの範囲内
であることが好ましい。
【００５６】
　また、本発明においては、上記の電池電極を用いたことを特徴とする化学電池を提供す
ることができる。化学電池としては、例えば、金属空気電池、リチウム電池および燃料電
池等を挙げることができる。
【００５７】
　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】
【００５８】
　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。
［実施例］
　カーボンブラック（ｄ５０＝５．０μｍ）と、ＭｎＯ２触媒（ｄ５０＝１５μｍ）と、
ＰＶＤＦ－ＨＦＰ（ポリフッ化ビニリデン－ヘキサフルオロプロピレン）バインダーと、
を重量比で２５：４２：３３となるように秤量し、混合した。次に、これらの混合物およ
びアセトンを混合撹拌（２０００ｒｐｍ、３０分）し、電極層形成層組成物を得た。
【００５９】
　次に、電極集電体として、開口径が８μｍであるカーボンペーパー（東レ社製、ＴＧＰ
－Ｈ－０９０、厚さ０．２８ｍｍ）を用意した。このカーボンペーパーに対して、上記の
電極層形成層組成物をドクターブレードにて塗布した。次に、Ａｒ雰囲気、８０℃、１時
間の条件で乾燥を行い、その後、６０℃で一昼夜真空乾燥を行った。これにより、電池電
極を得た。
【００６０】
［評価］
　実施例で用いたカーボンペーパーおよび実施例で得られた電池電極について、ＳＥＭ（
走査型電子顕微鏡）観察を行った。その結果を図２に示す。図２（ａ）は、カーボンペー
パーの平面写真であり、カーボンファイバーがランダムに配列されていることが確認でき
た。また、図２（ｂ）は、実施例で得られた電池電極の平面写真であり、カーボンペーパ
ーの表面に、粒子径の大きなＭｎＯ２触媒が存在することが確認できた。また、図２（ｃ
）は、実施例で得られた電池電極の断面写真であり、カーボンペーパーの内部に、粒子径
の小さなカーボンブラックが存在することが確認できた。このように、一度の塗布で多層
構造の電極層を容易に形成できることが確認できた。
【００６１】
　また、実施例で得られた電池電極について、ＥＤＸ（エネルギー分散型Ｘ線）分析を行
った。その結果を図３に示す。図３（ａ）～図３（ｃ）は、それぞれ炭素（Ｃ）元素、酸
素（Ｏ）元素およびマンガン（Ｍｎ）元素の存在を示す平面写真である。特に、図３（ｂ
）および図３（ｃ）に示すように、酸素元素およびマンガン元素の位置が一致しているこ
とから、カーボンペーパーの外側表面に、存在する粒子は、ＭｎＯ２触媒であることが確
認できた。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の電池電極の製造方法の一例を示す概略断面図である。
【図２】実施例で用いたカーボンペーパーおよび実施例で得られた電池電極に対するＳＥ
Ｍ観察の結果である。
【図３】実施例で得られた電池電極に対するＥＤＸ分析の結果である。
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【符号の説明】
【００６３】
　１　…　第１の電極材料
　２　…　第２の電極材料
　３　…　結着材
　４　…　電極層形成用組成物
　５　…　多孔質集電体
　１１　…　内部電極層
　１２　…　外部電極層
　１３　…　電池電極

【図１】 【図２】
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