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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　層状構造を有するハイドロタルサイト粉末と脱酸素した水酸化アルカリ水溶液を混合し
て、撹拌することを特徴とする全固体アルカリ二次電池用無機ヒドロゲル電解質の製法。
【請求項２】
　請求項１において、撹拌は、不活性雰囲気中で全体的に白濁して流動性がなくなるまで
続けることを特徴とする請求項１に記載の全固体アルカリ二次電池用無機ヒドロゲル電解
質の製法。
【請求項３】
　予め熱処理されたハイドロタルサイトを用いたことを特徴とする請求項１に記載の全固
体アルカリ二次電池用無機ヒドロゲル電解質の製法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アルカリ電解液を確実に吸収・保持する無機ヒドロゲル電解質及びこの電解
質を用いた電気化学特性の優れた軽量で小型のアルカリ二次電池に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、アルカリ電池は、液状の濃厚アルカリ水溶液を電解液として使用し、親水化処理
された織布または不織布セパレータによって上記電解液を親和性および毛細管力により保
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持させている。しかし、上記電解液は液状で容器に格納されているので、上記電解液を長
期的に安全に収納するためには、容器を頑丈にする必要があった。さらに、電極材料の表
面の鋭い突出部分との接触や、電池を長期間使用する場合、電極からの金属イオンが析出
し、樹枝状に成長するいわゆるデンドライト現象による短絡を防止するために、セパレー
タの工夫が重要課題であった。
【０００３】
　ニッケル－水素電池やニッケル－亜鉛電池などに代表されるアルカリ二次電池の全固体
化を目指して、様々な有機、無機固体電解質が考案された。しかしながら、このような固
体電解質はいずれもアルカリ電解液の電気伝導率（約０．５　Ｓｃｍ-1）に比べて２桁以
上低いため、アルカリ電解液を用いたニッケル－水素電池に比べて、はるかに小さな電流
密度でしか充放電ができなかった。更なる改良として、適当な温度下で高分子のポリエチ
レンオキシド（ＰＥＯ）にアルカリ電解液を混合した後、ゆっくりと冷やすだけの非常に
簡便な方法で、そのマトリックス中にアルカリ水溶液を保持した新しい水系固体高分子電
解質の開発が提案された（特許文献１を参照）。
【０００４】
　この方法で作製された固体高分子電解質は室温で約１０-3　Ｓｃｍ-1という電気伝導率
を示し、ニッケル－カドミウム電池、ニッケル－亜鉛電池、ニッケル－水素電池などの全
固体アルカリ二次電池に適用可能であることが示された。また、吸水性ポリマーとして知
られている架橋型ポリアクリル酸カリウム（ＰＡＡＫ）が水酸化カリウム水溶液を大量に
吸収してゲル化することを見出し、このヒドロゲル電解質がＫＯＨ水溶液並みの電気伝導
率を示すことが明らかにされた（特許文献２、特許文献３および非特許文献１等を参照。
）。さらにこのヒドロゲル電解質を用いた全固体ニッケル－水素電池の放電容量、寿命、
大電流での充放電性能は、いずれもＫＯＨ電解液を用いた従来のニッケル－水素電池に匹
敵することがわかった。
【０００５】
　一方、スメクタイトなどのアルカリ膨潤性粘土鉱物にアルカリ溶液を含有したものが、
前記アルカリ膨潤性粘土鉱物が溶液時に作用を受け難いとしてＭＢＨ４系電解質の燃料電
池に提案されている（特許文献４）。これらは電解質が直接に電極との反応に関与するも
のである。さらに非水電解液にあってはハイドロタルサイトを電極の又は電解質の被覆材
料としてリチウムポリマー電池に利用されることが提案されている（特許文献５）。これ
らは酸トラップ機能を生かして採用されている。しかし、アルカリ水溶液電解質の電気化
学特性のうち、自己放電特性やクリープ特性は全固体ニッケル－水素二次電池の方が優れ
ているし、また、ニッケル－亜鉛二次電池の充放電サイクル特性がこのヒドロゲル電解質
の使用により改善されることも見出されており、如何にして吸収・保持せしめるかという
ことが、着目するところである。
【特許文献１】米国特許第５５６９５５９号明細書
【特許文献２】特開２００３－１７８７９７号公報
【特許文献３】米国特許第６９６７２３２号明細書
【特許文献４】特開２００４－２１９３００号公報
【特許文献５】特開２００４－１３４２３６号公報
【非特許文献１】Ｃ．Ｉｗａｋｕｒａ，Ｎ．Ｆｕｒｕｋａｗａ，Ｔ．Ｏｈｎｉｓｈｉ，Ｋ
．Ｓａｋａｍｏｔｏ，Ｓ．Ｎｏｈａｒａ，Ｈ．Ｉｎｏｕｅ，Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｓ
ｔｒｙ，６９，６５９（２００１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、層状構造をもつ無機複合酸化物である粘土鉱物がその層間に水を可逆的に吸
収・保持し、物理ゲルを形成する性質ならびにヒドロゲル電解質の発想を利用して全固体
型二次電池に応用するものであり、特に粘土鉱物のうち、アルカリ水溶液に対して化学的
に強いハイドロタルサイトを利用した。
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【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の解決手段は、層状構造を有するハイドロタルサイト粉末と脱酸素した水酸化ア
ルカリ水溶液を混合して、撹拌することを特徴とする製法に関するもので、これにより、
水酸化アルカリ電解液を液状でなく、固着状態で保持させることができる。
【００１６】
　また、撹拌は不活性雰囲気中で全体的に白濁して流動性がなくなるまで続けることを特
徴とする全固体アルカリ二次電池用無機ヒドロゲル電解質の製法を提供する。
【００１７】
　更に、予め熱処理されたハイドロタルサイトを用いたことを特徴とする固体アルカリ二
次電池用無機ヒドロゲル電解質の製法を提供する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明は、層状を有するハイドロタルサイトにアルカリ電解液を吸収・保持せしめて、
固体電解質化して、ニッケル－水素電池、ニッケル－亜鉛電池などのアルカリ二次電池の
全固体化に寄与するものである。この固体電解質は水溶性電解液の場合と同じように、電
気化学特性が良好で、良好な電池性能効果をもたらすことになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明に用いる、粘土鉱物の一種であるハイドロタルサイト（ＨＴ）は、一般に、図１
の複合酸化物の構造式に示すように、二価の金属イオンであるＭｇ2+と三価の金属イオン
であるＡｌ3+の複合酸化物である。Ｍｇ2+の酸化物もＡｌ3+の酸化物もアルカリ水溶液に
は溶解しないことから、ＨＴもアルカリ水溶液に溶解しないと考えられる。したがって、
このＨＴに如何にしてアルカリ水溶液を吸収し、ゲル化させるかを試験した。そして、無
機ヒドロゲル電解質は以下のように作製した。
【００２０】
＜実施例１＞
　白色の粉末状である市販のＨＴは、そのまま用いたものと熱処理したものを用いた。脱
酸素した７．３Ｍ　ＫＯＨ水溶液（または０．７Ｍ　ＺｎＯを含む脱酸素した７．３Ｍ　
ＫＯＨ水溶液）１０ｍｌを入れたビーカーに異なる量（１．５０ｇ，１．７５ｇ，２．０
０ｇ，２．２５ｇ，２．５０ｇ）の未熱処理あるいは熱処理済のＨＴを加えた後、全体的
に白くなり、流動性がなくなるまでスターラーピースを用いて攪拌した。これらの操作は
すべて室温で行った。
【００２１】
　ＨＴの熱処理は、１．００ｇのＨＴを電気炉に入れ、アルゴンなどの不活性ガス雰囲気
下、５００℃で１時間行った。亜鉛析出反応のクロノアンペロメトリーは、電流ゼロの－
０．７Ｖ　ｖｓ．Ｈｇ／ＨｇＯからＺｎ種の拡散が律速となる－１．６Ｖまで電位をステ
ップしたときに流れた還元電流の経時変化を測定することにより行った。充放電試験用負
極は、銅板上に１３５ｍＡ（３０ｍＡ／ｃｍ２）、１ｈで亜鉛を析出させたものを用いた
。正極にはＮｉＯＯＨ／Ｎｉ（ＯＨ）２電極（［ＮｉＯＯＨ］／［Ｎｉ（ＯＨ）２］＝１
）を用いた。充放電は不活性雰囲気にしたデシケータ中で密閉し、１００ｍＡｇ-1で１時
間充電し、１０分間休止後、１００ｍＡｇ-1で１．２Ｖまたは１時間まで放電した。
【００２２】
　（１）熱処理をしないＨＴを用いて作製した無機ヒドロゲル電解質の場合
作製した無機ヒドロゲル電解質の流動性を調べるため、無機ヒドロゲル電解質（ＨＴ　２
．００ｇ／７．３Ｍ　ＫＯＨ水溶液　１０ｍｌ）を作製したビーカーを逆さまにし、密閉
したデシケータ中で所定の時間放置後のゲルの位置の変化を観察した。このゲルの流動性
が高ければ、重力によりゲルは初期の位置より下がるはずである。図２無機ヒドロゲル電
解質の流動性変化図に示したように、無機ヒドロゲル電解質の位置は６３日後でさえまっ
たく移動していなかった。このことから、作製したヒドロゲル電解質が外見上は完全な固
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体であり、２ヶ月以上安定にその形態を保つことが明らかになった。
【００２３】
　更に、無機ヒドロゲル電解質の保水力を調べるために、クリープ特性を調べた。図３無
機ヒドロゲル電解質のクリープ特性評価図は、７．３Ｍ　ＫＯＨ水溶液あるいは無機ヒド
ロゲル電解質中、－０．８Ｖ　ｖｓ．　Ｈｇ／ＨｇＯで定電位電解したときの還元電流の
経時変化を示す。－０．８Ｖでは、次式（１）で示される溶存酸素の還元反応による電流
が主に流れると考えられる。

　　Ｏ２＋２Ｈ２Ｏ＋４ｅ－　→　４ＯＨ－　　　　　　　　（１）
【００２４】
　水酸化カリウム（ＫＯＨ）水溶液の場合、式（１）の反応の結果、電極／電解液界面に
形成されるメニスカスが電極を上昇し、結果として反応（１）が起こる面積が増大する。
したがって、還元電流は時間の経過とともに増大する。電解液の流動性が低くなるとメニ
スカスの上昇が抑えられるために還元電流の増大が抑えられる。ヒドロゲルの場合、多量
の水分を保持しているが、保水性が高いほどメニスカスの上昇が抑えられると考えられる
。無機ヒドロゲル電解質の場合、還元電流の増大は大きく抑えられていることがわかる。
しかも、ＨＴの含有率が高くなるほど、還元電流の増大はより大きく抑えられることがわ
かった。以上の結果より、無機ヒドロゲル電解質は電場のかかった状態でも高い保水性を
有することが明らかになった。
【００２５】
　ＨＴおよび無機ヒドロゲル電解質のＸ線回折スペクトルを図４に示す。もともとのＨＴ
は１１．５°、２３．２°、３４．８°の位置にそれぞれ（００３），（００６），（０
０９）に帰属される回折ピークをもち、これらのピークはいずれも層状構造の存在を示し
ている。無機ヒドロゲル電解質の場合にもＨＴと同様のピークが観察されたことから、ゲ
ル化しても層状構造は壊れていないことがわかった。また、ピーク位置のシフトもほとん
ど見られないことから、ゲル化しても層間距離はほとんど変化していないことがわかる。
このことは、吸収されたＫＯＨ水溶液が層間に取り込まれるのではなく、ほとんどが粒界
に存在してＨＴ粒子同士をくっつける働きをしていることを示唆している。
【００２６】
　図５は、無機ヒドロゲル電解質の３０℃での電気伝導率に及ぼすＨＴの含有率の影響を
示している。７．０ｗｔ．％のＨＴを含む無機ヒドロゲル電解質の電気伝導率は、ＫＯＨ
水溶液のそれ（約０．５５　Ｓｃｍ-1）に匹敵することがわかった（図５（ａ））。また
、電気伝導率はＨＴの含有率の増加とともにほぼ直線的に低下した（図５（ａ））が、Ｈ
Ｔ１６ｗｔ．％付近で大きく低下した後、再び直線的に低下した（図５（ｂ））。しかし
ながら、ＨＴ３６ｗｔ．％でも、０．２２　Ｓｃｍ-1と非常に高い値を示した。
【００２７】
　次に、Ｚｎｏを含む無機ヒドロゲル電解質（ＫＯＨ濃度：７．３Ｍ、ＨＴ含有率：７．
０ｗｔ．％）中での亜鉛析出反応について検討した。
　亜鉛析出反応は、次式（２）のように進行すると考えられる。

　　Ｚｎ（ＯＨ）４
２－＋２ｅ－　→　Ｚｎ＋４ＯＨ－　　　　　（２）

【００２８】
　図６は、種々の温度における０．７Ｍ　ＺｎＯを含む無機ヒドロゲル電解質中での亜鉛
析出反応のクロノアンペログラムを示している。いずれの場合も、測定開始時の大きな容
量電流の後、還元電流は急激に低下し、数秒後ゆっくりと低下した。
【００２９】
　各クロノアンペログラムのＣｏｔｔｒｅｌプロットを図７に示す。このプロットにおい
ては、半無限拡散過程の場合、次式（３）に従って原点を通る直線になることはすでに知
られている。
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　　ｉ（ｔ）＝ｎＦｃＤπ-1/2ｔ-1/2　　　　　　　　　　（３）

ここで、ｉ（ｔ），ｎ，Ｆ，ｃ，Ｄ，ｔはそれぞれ還元電流、反応電子数、ファラデー定
数、亜鉛種の濃度、亜鉛種の拡散係数、測定時間を示す。
【００３０】
　図７同じ無機ヒドロゲル電解質中での亜鉛析出反応のＣｏｔｔｒｅｌプロットにおいて
、いずれの温度においても２秒後以降は直線関係を示すことがわかった。直線部分の傾き
から亜鉛種（Ｚｎ（ＯＨ）４

２－）の拡散係数を求めたところ、表１のようになった。こ
の表からわかるように、無機ヒドロゲル電解質中の亜鉛種の拡散係数は温度の上昇ととも
に増大した。
【００３１】
【表１】

【００３２】
　同じく無機ヒドロゲル電解質中での亜鉛種の拡散係数のＡｒｒｈｅｎｉｕｓプロットを
図８に示す。図８からわかるように、Ａｒｒｈｅｎｉｕｓプロットは直線関係を示した。
直線の傾きより、無機ヒドロゲル電解質中での亜鉛種の拡散の活性化エネルギーを求める
と、１８．４　ｋＪｍｏｌ-1になり、ＫＯＨ水溶液中での亜鉛種の拡散の活性化エネルギ
ー（１５．０　ｋＪｍｏｌ-1）に近い値をとることがわかった。このように、無機ヒドロ
ゲル電解質はみかけ上固体であるが、その中での亜鉛種の拡散はＫＯＨ水溶液に似ている
ことが明らかになった。このことは、電気伝導率が高いこととならぶヒドロゲル電解質の
特長であるといえる。
【００３３】
＜実施例２＞
（２）熱処理をしたＨＴを用いて作製した無機ヒドロゲル電解質の場合
　５００℃で１時間熱処理したＨＴを用いて作製した無機ヒドロゲル電解質の保水力を調
べるために、クリープ特性を調べた。図９は７．３Ｍ　ＫＯＨ水溶液あるいは無機ヒドロ
ゲル電解質中、－０．８Ｖ　ｖｓ．　Ｈｇ／ＨｇＯで定電位電解したときの還元電流の経
時変化を示す。無機ヒドロゲル電解質の場合、還元電流の増大は大きく抑えられ、さらに
ＨＴの含有率が高くなるほどより大きく抑えられることがわかった。また、熱処理をした
場合よりも還元電流の増大は抑えられた。以上の結果より、熱処理したＨＴを用いて作製
した無機ヒドロゲル電解質はより高い保水性を有することが明らかになった。
【００３４】
　５００℃で１時間熱処理したＨＴおよびこれを用いて作製した無機ヒドロゲル電解質の
Ｘ線回折スペクトルを図１０に示す。ＨＴを熱処理すると、もともとのＨＴにおいて観察
された１１．５°，２３．２°，３４．８°の回折ピークは消失したことから、熱処理に
より電荷補償アニオンとして層間に取り込まれていた炭酸イオンが抜けたことがわかる。
また、４４°付近および６３°付近に新たな回折ピークが出現した。これらのピークはＫ
ＯＨ水溶液を吸収させると消失するとともに、ＯＨ-が層間に取り込まれるために１１．
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５°，２３．２°，３４．８°の回折ピークが再び出現した。
【００３５】
　図１１は、５００℃で１時間熱処理したＨＴを用いて作製した無機ヒドロゲル電解質の
３０℃での電気伝導率に及ぼすＨＴの含有率の影響を示している。熱処理した場合の電気
伝導率は熱処理をしなかった場合に比べてやや低くなり、ＨＴの含有率を増加させたとき
の電気伝導率の低下率は大きくなった。
【００３６】
　図１２は、５００℃で１時間熱処理したＨＴを用いて作製した無機ヒドロゲル電解質の
電気伝導率に及ぼすヒドロゲルに含まれるＫＯＨ水溶液の濃度に対する依存性を示してい
る。ＫＯＨ水溶液の場合と同様に、６～７Ｍ付近で電気伝導率は最大値を示した。電気伝
導率の最高値は、ＫＯＨ水溶液（約０．５５　Ｓ／ｃｍ）に比べるとやや低くなったが、
ＨＴの含有率が１３．１ｗｔ．％の場合でさえ、約０．４２　Ｓ／ｃｍと水溶液並みの電
気伝導率を示すことがわかった。
【００３７】
　図１３は、０．７Ｍ　ＺｎＯを含む濃度の異なるＫＯＨ水溶液が無機ヒドロゲル電解質
に含まれるときの電気伝導率の変化を示している。この図より、ＺｎＯを含んでいても電
気伝導率は変わらないことが明らかになった。
【００３８】
　次に、ＺｎＯを含む無機ヒドロゲル電解質（ＫＯＨ濃度：７．３Ｍ、熱処理したＨＴの
含有率：７．０ｗｔ．％）中での亜鉛析出反応について検討した。図１４は、種々の温度
における０．７Ｍ　ＺｎＯを含む無機ヒドロゲル電解質中での亜鉛析出反応のクロノアン
ペログラムを示している。
【００３９】
　いずれの場合も、測定開始時の大きな容量電流の後、還元電流は急激に低下し、数秒後
ゆっくりと低下した。各クロノアンペログラムを式（３）に代入することによって得られ
たＣｏｔｔｒｅｌプロットを図１５に示す。この図において、いずれの温度においても２
秒後以降は直線関係を示すことがわかった。直線部分の傾きから亜鉛種（Ｚｎ（ＯＨ）4

2

-）の拡散係数を求めたところ、表２のようになった。この表からわかるように、無機ヒ
ドロゲル電解質中の亜鉛種の拡散係数は温度の上昇とともに増大した。
【００４０】
【表２】

【００４１】
　拡散係数のＡｒｒｈｅｎｉｕｓプロットを図１６に示す。この図からわかるように、Ａ
ｒｒｈｅｎｉｕｓプロットは直線関係を示した。直線の傾きより、熱処理したＨＴを用い
て作製した無機ヒドロゲル電解質中での亜鉛種の拡散の活性化エネルギーを求めると、１
７．７　ｋＪｍｏｌ-1になり、ＫＯＨ水溶液中での亜鉛種の拡散の活性化エネルギー（１
５．０　ｋＪｍｏｌ-1）に近い値をとることがわかった。この場合にも、無機ヒドロゲル
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が明らかになった。
【００４２】
　熱処理をしたＨＴ(焼結：黒丸で表示)と熱処理していないＨＴ(未焼結：白丸で表示)か
ら作製した無機ヒドロゲル電解質（ＨＴ含有率：７．０ｗｔ．％）を用いて、Ｎｉ－Ｚｎ
二次電池を作製し、充放電試験を行ったところ、図１７のような充放電サイクル特性を示
した。縦軸に放電容量を示し、横軸には充放電回数を示す。この図から、ＨＴの熱処理の
有無にかかわらず、７０サイクル付近まではほぼ１００％の放電効率を示すことがわかっ
た。このように、無機ヒドロゲル電解質はＮｉ－Ｚｎ二次電池の電解質として良好に機能
することが明らかになった。
【００４３】
　上記実施例においては、アルカリ電解液として、水酸化カリウムを用いたが、水酸化カ
リウムに他の水酸化ナトリウムや水酸化リチウムを添加混合したり、また、単独で使用す
る場合も適用できる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　このように、本発明による無機ヒドロゲル電解質を、固体電解質でありながら、水溶液
電解質と同じような電気特性を有せしめ、小型、軽量な固体電解質を有するアルカリ二次
電池を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の１実施例に用いる、ハイドロタルサイト（ＨＴ）複合酸化物の構造式図
である。
【図２】本発明の１実施例に用いる、無機ヒドロゲル電解質の流動性変化図である。
【図３】本発明の１実施例に用いる、無機ヒドロゲル電解質のクリープ特性評価図である
。
【図４】ＨＴおよび無機ヒドロゲル電解質のＸ線回折スペクトル図である。
【図５】無機ヒドロゲル電解質の３０℃での電気伝導率に対するＨＴ含有率依存性を示す
。
【図６】無機ヒドロゲル電解質中での亜鉛析出反応のクロノアンペログラムを示す。
【図７】無機ヒドロゲル電解質中での亜鉛析出反応のＣｏｔｔｒｅｌプロットである。
【図８】無機ヒドロゲル電解質中での亜鉛種の拡散係数を示す。
【図９】無機ヒドロゲル電解質中での定電位電解時での還元電流の経時変化を示す。
【図１０】熱処理した場合の無機ヒドロゲル電解質のＸ線回折スペクトル図である。
【図１１】熱処理した場合の無機ヒドロゲル電解質の電気伝導率とＨＴ含有率を示す。
【図１２】熱処理した場合の無機ヒドロゲル電解質の電気伝導率とＫＯＨ水溶液の濃度を
示す。
【図１３】ＺｎＯを含むＫＯＨ水溶液の無機ヒドロゲル電解質に対する電気伝導率の変化
を示す。
【図１４】無機ヒドロゲル電解質中での亜鉛析出反応のクロノアンペログラムを示す。
【図１５】無機ヒドロゲル電解質中での亜鉛析出反応のコットレルプロット図である。
【図１６】無機ヒドロゲル電解質中での亜鉛種の拡散係数のＡｒｒｈｅｎｉｕｓ　ｐｌｏ
ｔを示す。
【図１７】本発明の無機ヒドロゲル電解質を備えたＮｉ－Ｚｎ二次電池の充放電特性であ
る。
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