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(57)【要約】
【課題】取り扱い性、加工性に優れ、電池性能の再現性
、安定性を確保し、セルの積層設計を可能にする金属二
次電池用カーボンナノチューブ正極およびその製造方法
を提供する。
【解決手段】本発明の一実施形態に係る金属二次電池用
カーボンナノチューブ正極は、多孔質基材と、カーボン
ナノチューブ層とを備え、前記多孔質基材と前記カーボ
ンナノチューブ層が構造的および電気的に一体化されて
なる。本発明の一実施形態に係る金属二次電池用カーボ
ンナノチューブ正極の製造方法は、カーボンナノチュー
ブを溶媒中に分散させ、カーボンナノチューブの分散液
を得るステップと、前記カーボンナノチューブの分散液
を導電性多孔質基材上にろ過または塗布し、前記導電性
多孔質基材の一方の面に構造的および電気的に一体化し
たカーボンナノチューブ層を形成するステップとを包含
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性多孔質基材と、
　カーボンナノチューブ層とを備え、
　前記導電性多孔質基材と前記カーボンナノチューブ層が構造的および電気的に一体化さ
れてなる、金属二次電池用カーボンナノチューブ正極。
【請求項２】
　前記カーボンナノチューブ層は、単層カーボンナノチューブ、二層カーボンナノチュー
ブ、多層カーボンナノチューブ、またはそれらの混合物を含む、請求項１に記載のカーボ
ンナノチューブ正極。
【請求項３】
　前記導電性多孔質基材は、カーボンペーパー、カーボンクロス、またはカーボンフェル
トからなる、請求項１または２に記載のカーボンナノチューブ正極。
【請求項４】
　前記カーボンナノチューブ層のカーボンナノチューブが、前記導電性多孔質基材の表面
から５μｍ以上浸透している、請求項１～３のいずれか一項に記載のカーボンナノチュー
ブ正極。
【請求項５】
　前記導電性多孔質基材と前記カーボンナノチューブ層との間に、カーボンナノチューブ
を含む中間層を備える、請求項１～３のいずれか一項に記載のカーボンナノチューブ正極
。
【請求項６】
　前記中間層は、カーボンナノチューブと界面活性剤との混合物、カーボンナノチューブ
とバインダーとの混合物、または、カーボンナノチューブと界面活性剤とバインダーとの
混合物からなる、請求項５に記載のカーボンナノチューブ正極。
【請求項７】
　前記中間層のカーボンナノチューブが、前記導電性多孔質基材および前記カーボンナノ
チューブ層の少なくとも一方の表面から５μｍ以上浸透している、請求項５または６に記
載のカーボンナノチューブ正極。
【請求項８】
　前記金属二次電池は、リチウム空気電池、亜鉛－空気電池、ナトリウム－空気電池、ア
ルミニウム－空気電池、マグネシウム－空気電池、カルシウム－空気電池、鉄－空気電池
、カリウム－空気電池、またはリチウム－二酸化炭素電池である、請求項１～７のいずれ
か一項に記載のカーボンナノチューブ正極。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の金属二次電池用カーボンナノチューブ正極の製造
方法であって、
　カーボンナノチューブを溶媒中に分散させ、カーボンナノチューブの分散液を得るステ
ップと、
　前記カーボンナノチューブの分散液を導電性多孔質基材上にろ過または塗布し、前記導
電性多孔質基材の一方の面に構造的および電気的に一体化したカーボンナノチューブ層を
形成するステップと
　を包含する、方法。
【請求項１０】
　前記ろ過は、吸引ろ過または加圧ろ過である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記カーボンナノチューブ層を形成するステップの前に、
　界面活性剤、バインダー、またはそれらの混合物を含む溶媒中にカーボンナノチューブ
を分散させた分散液を、前記導電性多孔質基材上にろ過または塗布し、カーボンナノチュ
ーブを含む中間層を形成するステップ
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　を包含する、請求項９または１０に記載の方法。
【請求項１２】
　正極、金属を含有する負極、および、前記正極と前記負極との間に位置する電解液とを
備える金属二次電池であって、
　前記正極は、請求項１～８のいずれか一項に記載の金属二次電池用カーボンナノチュー
ブ正極である、金属二次電池。
【請求項１３】
　負極活物質が、リチウム、亜鉛、ナトリウム、アルミニウム、マグネシウム、カルシウ
ム、鉄、またはカリウムであり、正極活物質が、酸素または二酸化炭素である、請求項１
２に記載の金属二次電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属二次電池用カーボンナノチューブ正極およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、再生可能エネルギーの普及や自動車の電動化への要請により、軽量かつ大容量、
すなわち、より高いエネルギー密度をもつ蓄電池（二次電池）の開発が要求されている。
実現が想定されうる二次電池の中でも、リチウム空気電池は、最も高い理論エネルギー密
度を有しており、現在普及しているリチウムイオン電池を大幅に超えるエネルギー密度を
達成しうる。
【０００３】
　リチウム空気電池は、負極活物質にリチウム金属、正極活物質に酸素を用いるものであ
る。放電時はリチウム金属が溶出し、正極にて大気から吸収された酸素と反応しリチウム
酸化物が析出する。充電時はこれと逆の反応が起こり、これらを繰り返して充放電を行う
。ここで正極は、充放電にあわせて大気から酸素を吸収・排出するはたらきを有する電極
であることから、空気極とも呼ばれる。
【０００４】
　正極には、溶出したリチウムと、酸素を供給する拡散経路と、析出・分解するリチウム
酸化物が保管される微小な空間が必要であり、従来、高表面積と高空孔率を有する多孔性
カーボン電極が正極に用いられる。しかしながら、多孔性カーボン正極は、析出するリチ
ウム酸化物による目詰まりや不動態化が起こりやすく、十分なセル容量を確保して充放電
させることが困難である。また、リチウム空気電池の高いエネルギー密度を達成するには
、正極に含浸される電解液量および正極自体の重量を低く抑え、同時に電極面積あたりの
セル容量を高く維持する必要がある。
【０００５】
　その中で最近、シート状に加工したカーボンナノチューブをリチウム空気電池正極に用
いることで、セル容量を大幅に改善できることが報告された（非特許文献１）。非特許文
献１に記載のカーボンナノチューブ正極は、カーボンナノチューブがナノないしマイクロ
スケールで分散したバンドル（束）からなる、柔軟かつ軽量な不織布状の電極である。こ
のカーボンナノチューブ正極では、リチウム酸化物の析出・分解に合わせてカーボンナノ
チューブが膨張・収縮することで、内部に大量のリチウム酸化物を蓄積させることができ
、電極面積あたり従来よりも飛躍的に大きなセル容量を達成することが可能である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Akihiro Nomura et al., Scientific Reports, 7, 45596, 2017.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　しかしながら、非特許文献１に記載のカーボンナノチューブ正極を高エネルギー密度に
設計したリチウム空気電池セルへ応用する場合、以下２点の課題があった。
　第一に、カーボンナノチューブシートが柔軟であり、かつ比較的薄く軽量であることか
ら、その取り扱い、およびセルサイズに合わせた電極切り出しなどの加工が困難な点であ
る。また、セル作製の際に電極内の空孔構造が押し潰されてしまい、カーボンナノチュー
ブが本来有する電極特性が十分に発揮されない可能性がある。このため、作製されたセル
から得られる容量やレートの再現性が不安定となりうることも懸念される。
　第二に、カーボンナノチューブシートのみではセルの積層設計ができない点である。大
容量蓄電池を開発するには、単セル、すなわち負極／セパレータ／正極の基本セル構造、
を複数積層させることが必須となる。ところが、単純にシート状カーボンナノチューブの
みで構成される正極では、積層された正極へ酸素を供給する経路が失われてしまう。よっ
て、カーボンナノチューブ正極には、積層された状態で酸素の吸排気が可能なガス拡散機
構を導入する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本願発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意検討した結果、正極を、導電性多孔質基材
の一方の面に、カーボンナノチューブ層を構造的および電気的に一体化されてなる構成と
することにより、上記課題を解決することができることを見出し、本発明を完成するに至
った。
【０００９】
　すなわち、本発明は、以下の態様を包含する。
（１）導電性多孔質基材と、カーボンナノチューブ層とを備え、前記導電性多孔質基材と
前記カーボンナノチューブ層が構造的および電気的に一体化されてなる、金属二次電池用
カーボンナノチューブ正極。
（２）前記カーボンナノチューブ層は、単層カーボンナノチューブ、二層カーボンナノチ
ューブ、多層カーボンナノチューブ、またはそれらの混合物を含む、（１）に記載のカー
ボンナノチューブ正極。
（３）前記導電性多孔質基材は、カーボンペーパー、カーボンクロス、またはカーボンフ
ェルトからなる、（１）または（２）に記載のカーボンナノチューブ正極。
（４）前記カーボンナノチューブ層のカーボンナノチューブが、前記導電性多孔質基材の
表面から５μｍ以上浸透している、（１）～（３）のいずれか一項に記載のカーボンナノ
チューブ正極。
（５）前記導電性多孔質基材と前記カーボンナノチューブ層との間に、カーボンナノチュ
ーブを含む中間層を備える、（１）～（３）のいずれか一項に記載のカーボンナノチュー
ブ正極。
（６）前記中間層は、カーボンナノチューブと界面活性剤との混合物、カーボンナノチュ
ーブとバインダーとの混合物、または、カーボンナノチューブと界面活性剤とバインダー
との混合物からなる、（５）に記載のカーボンナノチューブ正極。
（７）前記中間層のカーボンナノチューブが、前記導電性多孔質基材および前記カーボン
ナノチューブ層の少なくとも一方の表面から５μｍ以上浸透している、（５）または（６
）に記載のカーボンナノチューブ正極。
（８）前記金属二次電池は、リチウム空気電池、亜鉛－空気電池、ナトリウム－空気電池
、アルミニウム－空気電池、マグネシウム－空気電池、カルシウム－空気電池、鉄－空気
電池、カリウム－空気電池、またはリチウム－二酸化炭素電池である、（１）～（７）の
いずれか一項に記載のカーボンナノチューブ正極。
（９）（１）～（８）のいずれか一項に記載の金属二次電池用カーボンナノチューブ正極
の製造方法であって、カーボンナノチューブを溶媒中に分散させ、カーボンナノチューブ
の分散液を得るステップと、前記カーボンナノチューブの分散液を導電性多孔質基材上に
ろ過または塗布し、前記導電性多孔質基材の一方の面に構造的および電気的に一体化した
カーボンナノチューブ層を形成するステップとを包含する、方法。
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（１０）前記ろ過は、吸引ろ過または加圧ろ過である、（９）に記載の方法。
（１１）前記カーボンナノチューブ層を形成するステップの前に、界面活性剤、バインダ
ー、またはそれらの混合物を含む溶媒中にカーボンナノチューブを分散させた分散液を、
前記導電性多孔質基材上にろ過または塗布し、カーボンナノチューブを含む中間層を形成
するステップを包含する、（９）または（１０）に記載の方法。
（１２）正極、金属を含有する負極、および、前記正極と前記負極との間に位置する電解
液とを備える金属二次電池であって、前記正極は、（１）～（８）のいずれか一項に記載
の金属二次電池用カーボンナノチューブ正極である、金属二次電池。
（１３）負極活物質が、リチウム、亜鉛、ナトリウム、アルミニウム、マグネシウム、カ
ルシウム、鉄、またはカリウムであり、正極活物質が、酸素または二酸化炭素である、（
１２）に記載の金属二次電池。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の金属二次電池用カーボンナノチューブ正極は、導電性多孔質基材と、カーボン
ナノチューブ層とを備え、導電性多孔質基材とカーボンナノチューブ層が構造的および電
気的に一体化されてなる。そのため、上記従来のカーボンナノチューブ正極の問題点、具
体的には、カーボンナノチューブ正極の薄く軽量な特徴にともなう、取り扱いや加工の困
難さ、および作製されたセルの電池性能の再現不安定性を解消し、容易な電極加工と安定
したセル特性を発揮するセル作製を可能にせしめるものである。さらには、セル積層時の
ガス拡散経路の確保により、セルの積層設計を可能にせしめるものである。
【００１１】
　本発明の金属二次電池用カーボンナノチューブ正極は、負極活物質に金属、正極活物質
に酸素や二酸化炭素などの外部ガスを用いる金属二次電池正極として使用することができ
る。より具体的には、負極活物質にリチウム、亜鉛、ナトリウム、アルミニウム、マグネ
シウム、カルシウム、鉄、またはカリウムを用い、正極活物質に酸素を用いる金属空気電
池正極として好適であり、中でも、リチウム空気電池正極として特に適している。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施の形態１の金属二次電池用カーボンナノチューブ正極を示す模式図
【図２】実施の形態１のカーボンナノチューブ正極の製造方法を示すフローチャート
【図３】実施の形態２の金属二次電池用カーボンナノチューブ正極を示す模式図
【図４】実施の形態２のカーボンナノチューブ正極の製造方法を示すフローチャート
【図５】実施の形態３の金属二次電池用カーボンナノチューブ正極を示す模式図
【図６】実施の形態３のカーボンナノチューブ正極の製造方法を示すフローチャート
【図７】実施の形態１のカーボンナノチューブ正極を用いたリチウム空気電池を示す模式
図
【図８】実施の形態２のカーボンナノチューブ正極を用いたリチウム空気電池を示す模式
図
【図９】実施の形態３のカーボンナノチューブ正極を用いたリチウム空気電池を示す模式
図
【図１０】（ａ）実施例１の積層体の断面のＳＥＭ像、（ｂ）実施例１の積層体のカーボ
ンナノチューブ層を拡大したＳＥＭ像
【図１１】（ａ）、（ｂ）実施例１の積層体におけるカーボンペーパーとカーボンナノチ
ューブ層の密着強度の試験方法を示す模式図
【図１２】実施例４のリチウム空気電池コインセルの放電挙動を示す図
【図１３】実施例４のリチウム空気電池コインセルの充放電挙動を示す図
【図１４】（ａ）実施例４および実施例５の構成を有するコインセルのインピーダンスス
ペクトル、（ｂ）比較例６の構成を有するコインセルのインピーダンススペクトル
【発明を実施するための形態】
【００１３】



(6) JP 2021-2437 A 2021.1.7

10

20

30

40

50

　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。なお、同様の要素には同様
の番号を付し、その説明を省略する。
【００１４】
　本明細書において、金属二次電池とは、負極活物質に金属、正極活物質に酸素や二酸化
炭素などの外部ガスを用いるものをいう。負極活物質の金属としては、例えば、リチウム
、亜鉛、ナトリウム、アルミニウム、マグネシウム、カルシウム、鉄、カリウムなどが挙
げられるがこれらに限定されない。金属二次電池の具体例としては、例えば、リチウム空
気電池、亜鉛－空気電池、ナトリウム－空気電池、アルミニウム－空気電池、マグネシウ
ム－空気電池、カルシウム－空気電池、鉄－空気電池、カリウム－空気電池、リチウム－
二酸化炭素電池などが挙げられるがこれらに限定されない。正極活物質の酸素としては、
純酸素、大気酸素、あるいは任意の酸素分圧のガスを含むものを用いることができる。な
お、金属二次電池の放電時の出力特性の観点から、通常は、酸素濃度は高い方が好ましい
。
　なお、以下では、本発明の理解を助ける目的で、金属二次電池がリチウム空気電池であ
る場合を例にして説明することがあるが、本発明のカーボンナノチューブ正極の用途はリ
チウム空気電池正極に限定されず、外部ガスの吸収・排出を伴う機構を有する正極を備え
た電池（いわゆる、開放型の電池）用の正極としても適用可能であることに留意されたい
。
【００１５】
　（実施の形態１）
　実施の形態１では、本発明の一実施形態に係る金属二次電池用カーボンナノチューブ正
極およびその製造方法について説明する。
【００１６】
　図１は、本実施形態の金属二次電池用カーボンナノチューブ正極（以下、単にカーボン
ナノチューブ正極とも称する。）を示す模式図である。
【００１７】
　本実施形態のカーボンナノチューブ正極１００は、導電性多孔質基材１１０と、カーボ
ンナノチューブ層１２０を備え、導電性多孔質基材１１０の一方の面に、カーボンナノチ
ューブ層１２０が積層され、構造的および電気的に一体化されてなる。
【００１８】
　本明細書において、導電性多孔質基材１１０とカーボンナノチューブ層１２０が構造的
に一体化した状態とは、導電性多孔質基材１１０とカーボンナノチューブ層１２０が組み
合わさって１つの構造体（すなわち、カーボンナノチューブ正極１００）を構成している
状態をいう。
【００１９】
　このような構造的に一体化した状態は、簡易的には、例えば、カーボンナノチューブ正
極１００の、導電性多孔質基材１１０およびカーボンナノチューブ層１２０のいずれか一
方のみをマイクロピンセット等でつまんだ状態で、上方へ引き上げたとき、および／また
は、上下もしくは左右に振動させたときに、導電性多孔質基材１１０とカーボンナノチュ
ーブ層１２０が部分的にもしくは全体的に分離するかどうかによって、確認することがで
きる。例えば、導電性多孔質基材の一方の面にカーボンナノチューブ層を載置してなる構
造体、あるいは、導電性多孔質基材の一方の面にカーボンナノチューブ層を載置し、一定
の圧力を負荷してなる構造体では、上記の操作によって、導電性多孔質基材とカーボンナ
ノチューブ層が部分的にもしくは全体的に分離した様子が確認されると考えられる。その
ような構造体は、本発明においては、構造的に一体化した状態ではないものとする。
【００２０】
　より詳細には、カーボンナノチューブ正極１００の断面を、走査型電子顕微鏡装置（Ｓ
ＥＭ）を用いて観察し、導電性多孔質基材１１０とカーボンナノチューブ層１２０が接触
する界面の状態を確認することが好ましい。本実施形態のカーボンナノチューブ正極１０
０では、図１中の部分拡大図に示すように、カーボンナノチューブ層１２０のカーボンナ
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ノチューブ１２２が、導電性多孔質基材１１０の表面１１２から５μｍ以上浸透している
（入り込んでいる）。これにより、カーボンナノチューブ正極１００は、導電性多孔質基
材１１０とカーボンナノチューブ層１２０が構造的に一体化した状態となっている。
【００２１】
　なお、本願発明者らによる知見では、導電性多孔質基材１１０およびカーボンナノチュ
ーブ層１２０の各々の厚みとは無関係に、導電性多孔質基材１１０に対してカーボンナノ
チューブ層１２０のカーボンナノチューブ１２２が概ね５μｍ以上浸透していれば、構造
的な一体化が確保されうる。一方、電極の設計によっては、構造的に一体化した状態の指
標として、導電性多孔質基材１１０の厚みに対するカーボンナノチューブ層１２０のカー
ボンナノチューブ１２２の浸透度を用いることもできる。具体的には、例えば、カーボン
ナノチューブ層１２０のカーボンナノチューブ１２２が、導電性多孔質基材１１０の表面
から、導電性多孔質基材１１０の厚みに対して１％以上浸透していることが好ましい。
【００２２】
　なお、図１では、簡略化のために、導電性多孔質基材１１０およびカーボンナノチュー
ブ層１２０の表面が平坦であるものとして示しているが、実際には各層の表面には微視的
な凹凸が存在しうる。そのため、当業者であれば、ＳＥＭ像から確認される界面の状態に
応じて、導電性多孔質基材１１０の表面１１２の位置が特定され、当該位置から導電性多
孔質基材１１０の厚み方向への距離（カーボンナノチューブ１２２の浸透深さ）が測定さ
れうることは、容易に理解される。
【００２３】
　また、導電性多孔質基材１１０とカーボンナノチューブ層１２０が構造的に一体化した
状態は、カーボンナノチューブ正極１００の強度（より具体的には、導電性多孔質基材１
１０とカーボンナノチューブ層１２０の密着強度）を評価することによって確認すること
もできる。後述する実施例では、具体的な試験方法の一例を示す。
【００２４】
　本実施形態のカーボンナノチューブ正極１００は、導電性多孔質基材１１０とカーボン
ナノチューブ層１２０が構造的に一体化した状態であるので、その取り扱い性、加工性に
優れる。具体的には、本実施形態のカーボンナノチューブ正極１００は、市販のハサミ、
カッターナイフ、あるいは打ち抜き器等を用い、剥がれや切り毀れなく、積層構造を保っ
たまま任意の形状に切断することができる。そのため、本実施形態のカーボンナノチュー
ブ正極１００は、所望のセルサイズに合わせた電極の切り出しが可能である。また、カー
ボンナノチューブ層のみからなる従来の正極に比べて、セル作製の際に電極内の空孔構造
が押し潰されにくくなる。
【００２５】
　なお、図１に示すように、本実施形態のカーボンナノチューブ正極１００では、導電性
多孔質基材１１０の下面とカーボンナノチューブ層１２０の上面が接触しているが、導電
性多孔質基材１１０とカーボンナノチューブ層１２０が物理的に接触していることは、本
発明のカーボンナノチューブ正極に必須の要件ではないことに留意されたい。例えば、後
述する実施の形態３のように、導電性多孔質基材とカーボンナノチューブ層の間に中間層
を備える場合でも、導電性多孔質基材とカーボンナノチューブ層を含む積層体全体が１つ
の構造体を構成している状態であれば、本明細書でいう「構造的に一体化された状態」で
あり、当該構造体は、本発明のカーボンナノチューブ正極に包含されうる。また、導電性
多孔質基材とカーボンナノチューブ層の物理的な接触は、面接触に限られず、例えば、後
述する実施の形態２のように、導電性多孔質基材の内部に、カーボンナノチューブ層全体
が浸透した状態（入り込んだ状態）も、本明細書でいう「構造的に一体化された状態」で
あり、当該構造体は、本発明のカーボンナノチューブ正極に包含されうる。
【００２６】
　本明細書において、導電性多孔質基材１１０とカーボンナノチューブ層１２０とが電気
的に一体化した状態とは、これらを備えるカーボンナノチューブ正極１００が、金属二次
電池用の正極として機能しうる程度の導電性を有している状態をいう。
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【００２７】
　このような電気的に一体化した状態は、例えば、後述する実施例に記載のコインセル等
の電池試験用セルを用いて確認することができる。なお、実施例に記載のコインセルの構
成は一例であり、当業者であれば、電池試験用セルの構成を都度設計することができる点
に留意されたい。
【００２８】
　導電性多孔質基材１１０としては、典型的には、リチウム空気電池等の空気電池や燃料
電池においてガス拡散層（ＧＤＬ）として用いられる材料を使用することができる。具体
的には、例えば、カーボンペーパー、カーボンクロス、カーボンフェルトなどの、炭素繊
維を主成分とする材料が挙げられるが、これらに限定されない。
【００２９】
　導電性多孔質基材１１０は、空孔率が６０～８０％であることが好ましく、８０％超で
あることがより好ましい。導電性多孔質基材１１０の空孔率が６０％以上であると、カー
ボンナノチューブ正極１００が複数積層された状態でも、酸素の吸排気が可能なガス拡散
機構が確保され、空孔率が８０％超であると、当該ガス拡散機構がより確実に確保される
。
【００３０】
　導電性多孔質基材１１０の厚みは特に限定されないが、典型的には、５０～５００μｍ
の範囲である。導電性多孔質基材１１０の厚みは、セルや正極の設計、また、カーボンナ
ノチューブ層１２０の厚み等を考慮して適宜調整される。例えば、積層体全体の厚み（カ
ーボンナノチューブ正極１００の厚み）が１ｍｍ以下の値となるように、導電性多孔質基
材１１０の厚みを調整することが好ましく考慮される。
【００３１】
　カーボンナノチューブ層１２０は、カーボンナノチューブを主成分として構成される。
好ましくは、カーボンナノチューブ層１２０は、カーボンナノチューブからなり、その作
製過程で不可避的に混入しうる不純物以外の添加成分を含まない。カーボンナノチューブ
層１２０は、典型的には、非特許文献１に記載のカーボンナノチューブ正極と同様の不織
布状であり、カーボンナノチューブがナノないしマイクロスケールで分散したバンドル（
束）から構成される。カーボンナノチューブ層１２０を構成するカーボンナノチューブは
、単層カーボンナノチューブ（ＳＷＮＴ）であってもよく、二層カーボンナノチューブ（
ＤＷＮＴ）であってもよく、多層カーボンナノチューブ（ＭＷＮＴ）であってもよく、ま
たは、それらの混合物であってもよい。
【００３２】
　カーボンナノチューブ層１２０の厚みは特に限定されないが、典型的には、１０～５０
０μｍの範囲である。カーボンナノチューブ層１２０の厚みは、セルや正極の設計、また
、導電性多孔質基材１１０の厚みを考慮して適宜調整される。例えば、積層体全体の厚み
（カーボンナノチューブ正極１００の厚み）が１ｍｍ以下の値となるように、カーボンナ
ノチューブ層１２０の厚みを調整することが好ましく考慮される。
【００３３】
　本実施形態のカーボンナノチューブ正極１００は、導電性多孔質基材１１０とカーボン
ナノチューブ層１２０が構造的および電気的に一体化した状態であるので、少なくとも導
電性多孔質基材１１０に浸透したカーボンナノチューブ層１２０のカーボンナノチューブ
１２２は、セル内圧が小さい環境で充放電反応に寄与することができ、電池特性を安定化
させることが可能となる。また、カーボンナノチューブ層１２０が導電性多孔質基材１１
０と構造的に一体化していることにより、カーボンナノチューブ正極１００の容易な取り
扱いや加工が可能となる。さらに、導電性多孔質基材１１０の、カーボンナノチューブ層
１２０が積層されていない面（ガス供給面）にガス拡散機能が保持されるため、このよう
な構成を有する正極を複数積層させても充放電反応に必要な酸素の給排気が可能となり、
セルの積層設計およびそれによる大容量化が可能となる。
【００３４】
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　非特許文献１では、カーボンナノチューブによるリチウム空気電池セルの容量増大挙動
とその現象考察について言及しているが、実用リチウム空気電池セル開発に当たって実際
に適用可能かつ具体的な電極作製方法、さらには積層設計を見越したガス拡散層との一体
化とその必要性については何ら開示していない。非特許文献１に記載のシート状カーボン
ナノチューブのみで構成された正極では、得られるセル容量にバラつきが大きく、安定し
たセルの作製が期待できない。また、非特許文献１には、２枚以上のガス拡散層でカーボ
ンナノチューブ層をサンドイッチさせた構造の正極が記載されているが、このような構造
を有する正極では、正極自体の重量と必要な電解液量が増大するため、エネルギー密度を
高く設計することができない。また、積層も困難なため実用に資さない。これに対して、
本発明では、ガス拡散機能を有する導電性多孔質基材と、カーボンナノチューブ層とを備
え、導電性多孔質基材の一方の面に、カーボンナノチューブ層が積層され、構造的および
電気的に一体化されてなる構造を有するカーボンナノチューブ正極であるので、安定して
高容量なリチウム空気電池セル（金属二次電池セル）の作製が可能であり、また積層によ
る大容量化も可能となる。
【００３５】
　次に、本実施形態のカーボンナノチューブ正極１００の製造方法を説明する。
【００３６】
　図２は、本実施形態の金属二次電池用カーボンナノチューブ正極の製造方法を示すフロ
ーチャートである。
【００３７】
　ステップＳ２１０：カーボンナノチューブを溶媒中に分散させ、カーボンナノチューブ
の分散液を得る。
　具体的には、カーボンナノチューブを、溶媒に対して重量比０．００５～０．５％程度
の濃度で懸濁させ、超音波分散処理またはミキサー撹拌処理して分散させて、カーボンナ
ノチューブの分散液を得る。
【００３８】
　溶媒としては、水および一般に入手可能な有機溶媒を用いることができる。有機溶媒と
しては、例えば、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、ジメチルスルホキシド、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルホルムアミドの他、各種アルコール類（例えば、メタノール、エタノール、イソプロパ
ノール）、エーテル類、エステル類、カーボネート類、芳香族炭化水素溶媒、炭化水素溶
媒などが挙げられるが、これらに限定されない。溶媒は、使用するカーボンナノチューブ
の特性（平均長さ、平均外径、分散性等）を考慮して選択することができる。溶媒は、単
一溶媒であってもよく、混合溶媒であってもよい。また、カーボンナノチューブの濃度は
、使用する溶媒に応じて、上記の範囲内で適宜調整される。
【００３９】
　上記分散処理は、室温で行ってもよく、冷却条件下（例えば、氷浴中）で行ってもよく
、加熱条件下で行ってもよい。また、分散処理の時間は、使用するカーボンナノチューブ
および溶媒に応じて、適宜調整される。
【００４０】
　ステップＳ２２０：カーボンナノチューブの分散液を導電性多孔質基材上にろ過または
塗布し、導電性多孔質基材の一方の面に構造的および電気的に一体化したカーボンナノチ
ューブ層を形成する。
【００４１】
　ステップＳ２２０において、ろ過する方法は特に制限されないが、導電性多孔質基材が
フィルターとしての役割を果たす場合には、カーボンナノチューブの分散液を、導電性多
孔質基材上にろ過することができる。また、カーボンナノチューブの分散液を、導電性多
孔質基材を設置したメンブレンフィルター上にろ過してもよい。この場合、メンブレンフ
ィルターとしては、例えば、表面が親水化処理されたポリテトラフルオロメチレン（Poly
tetrafluoroethylene（PTFE））メンブレン、表面が親水化処理されたポリフッ化ビニリ
デン（Polyvinylidene Fluoride（PVDF））メンブレン、グラスファイバーメンブレン等
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が挙げられるが、これらに限定されない。
【００４２】
　ステップＳ２２０において、ろ過は、吸引ろ過または加圧ろ過であることが好ましい。
これにより、自然ろ過の場合と比べて、カーボンナノチューブが導電性多孔質基材の内部
により深く浸透しやすくなり、導電性多孔質基材とカーボンナノチューブ層が構造的に一
体化した積層体を得られやすい。
【００４３】
　一方、ステップＳ２１０で得られたカーボンナノチューブの分散液に関し、当該分散液
中のカーボンナノチューブの分散性が良好であり、かつ、カーボンナノチューブの濃度が
比較的高く、分散液が一定の粘性を有する場合には、カーボンナノチューブの分散液を導
電性多孔質基材上に塗布してもよい。この場合、塗布する方法は特に制限されないが、例
えば、滴下塗布が挙げられる。導電性多孔質基材上に塗布したカーボンナノチューブの分
散液は、そのまま一定時間静置することによって、カーボンナノチューブが導電性多孔質
基材の内部に浸透し、導電性多孔質基材とカーボンナノチューブ層が構造的に一体化する
。あるいは、導電性多孔質基材の、カーボンナノチューブの分散液が塗布された面に加圧
してもよく、カーボンナノチューブの分散液が塗布された面とは反対側の面に負圧をかけ
てもよい。これにより、カーボンナノチューブが導電性多孔質基材の内部により深く浸透
しやすくなり、導電性多孔質基材とカーボンナノチューブ層が構造的に一体化した積層体
を得られやすい。
【００４４】
　このようにして得られた積層体を乾燥させ、本実施形態のカーボンナノチューブ正極１
００とする。上述したメンブレンフィルター上でステップＳ２２０を行った場合には、乾
燥処理の後、積層体をメンブレンフィルターから剥離させることで、本実施形態のカーボ
ンナノチューブ正極１００を得る。
【００４５】
　（実施の形態２）
　実施の形態２では、本発明の別の実施形態に係る金属二次電池用カーボンナノチューブ
正極およびその製造方法について説明する。なお、実施の形態１と同様の構成および方法
については、その説明を省略する。
【００４６】
　図３は、本実施形態の金属二次電池用カーボンナノチューブ正極（以下、カーボンナノ
チューブ正極と称する。）を示す模式図である。
【００４７】
　本実施形態のカーボンナノチューブ正極３００は、導電性多孔質基材３１０と、カーボ
ンナノチューブ層３２０を備え、導電性多孔質基材３１０の内部に、カーボンナノチュー
ブ層３２０全体が浸透しており（入り込んでおり）、構造的および電気的に一体化されて
なる。より詳細には、カーボンナノチューブ層３２０は、導電性多孔質基材３１０の一方
の面から、導電性多孔質基材３１０の全厚に満たない範囲で、導電性多孔質基材３１０の
内部に形成されてなる。すなわち、図３に示すように、カーボンナノチューブ正極３００
の一方の表面（図３における紙面下側の面）３０２は、導電性多孔質基材３１０の表面３
１２であり、かつ、カーボンナノチューブ層３２０の表面３２２でもある。
【００４８】
　このような構造を有する本実施形態のカーボンナノチューブ正極３００では、図３中の
部分拡大図に示すように、カーボンナノチューブ層３２０のカーボンナノチューブ３２４
が、導電性多孔質基材３１０の表面３１２から５μｍ以上浸透している（入り込んでいる
）。これにより、導電性多孔質基材３１０とカーボンナノチューブ層３２０とが構造的に
一体化された状態がより確実にされている。
【００４９】
　本実施形態では、カーボンナノチューブ層３２０の厚みは、５μｍ以上であり、典型的
には、１０～５００μｍの範囲であり、導電性多孔質基材３１０の全厚に満たない範囲で
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調整される。また、導電性多孔質基材３１０の厚みは、少なくとも５μｍを超え、典型的
には、５０～５００μｍの範囲である。カーボンナノチューブ層３２０の厚みを考慮して
調整される。例えば、導電性多孔質基材３１０の厚みに対するカーボンナノチューブ層３
２０の厚みの割合としては、１～１０％の範囲、５％～２５％の範囲、１０～３０％の範
囲、２０～５０％の範囲、２５～７５％の範囲、５０～８０％の範囲、７０～９０％の範
囲、７５～９５％の範囲が挙げられるが、これらに限定されない。
【００５０】
　次に、本実施形態のカーボンナノチューブ正極３００の製造方法を説明する。
【００５１】
　図４は、本実施形態の金属二次電池用カーボンナノチューブ正極の製造方法を示すフロ
ーチャートである。
【００５２】
　ステップＳ４１０：カーボンナノチューブを溶媒中に分散させ、カーボンナノチューブ
の分散液を得る。
　ステップＳ４１０は、実施の形態１で説明したステップＳ２１０と同様であるので、説
明を省略する。
【００５３】
　ステップＳ４２０：カーボンナノチューブの分散液を導電性多孔質基材上にろ過または
塗布し、導電性多孔質基材の一方の面に構造的および電気的に一体化したカーボンナノチ
ューブ層を形成する。
　ステップＳ４２０において、カーボンナノチューブの分散液を導電性多孔質基材上にろ
過する場合には、吸引ろ過または加圧ろ過であることが特に好ましい。これにより、カー
ボンナノチューブが導電性多孔質基材の内部に完全に浸透し、導電性多孔質基材の内部に
カーボンナノチューブ層全体が浸透した、導電性多孔質基材とカーボンナノチューブ層が
構造的に一体化した構造体を確実に得ることができる。
　一方、ステップＳ４１０で得られたカーボンナノチューブの分散液に関し、当該分散液
中のカーボンナノチューブの分散性が良好であり、かつ、カーボンナノチューブの濃度が
比較的高く、分散液が一定の粘性を有する場合には、カーボンナノチューブの分散液を導
電性多孔質基材上に塗布してもよい。この場合、導電性多孔質基材の、カーボンナノチュ
ーブの分散液が塗布された面に加圧するか、または、カーボンナノチューブの分散液が塗
布された面とは反対側の面に負圧をかけることが特に好ましい。これにより、カーボンナ
ノチューブが導電性多孔質基材の内部に完全に浸透し、導電性多孔質基材の内部にカーボ
ンナノチューブ層全体が浸透した、導電性多孔質基材とカーボンナノチューブ層が構造的
に一体化した構造体を確実に得ることができる。
【００５４】
　上記の事項以外は、ステップＳ４２０は、実施の形態１で説明したステップＳ２２０と
同様であるので、説明を省略する。
【００５５】
　（実施の形態３）
　実施の形態３では、本発明のさらに別の実施形態に係る金属二次電池用カーボンナノチ
ューブ正極およびその製造方法について説明する。なお、実施の形態１と同様の構成およ
び方法については、その説明を省略する。
【００５６】
　図５は、本実施形態の金属二次電池用カーボンナノチューブ正極（以下、カーボンナノ
チューブ正極と称する。）を示す模式図である。
【００５７】
　本実施形態のカーボンナノチューブ正極５００は、導電性多孔質基材５１０と、カーボ
ンナノチューブ層５２０を備え、導電性多孔質基材５１０とカーボンナノチューブ層５２
０との間に、カーボンナノチューブを含む中間層５３０を備える。すなわち、カーボンナ
ノチューブ正極５００は、導電性多孔質基材５１０の一方の面に、中間層５３０およびカ
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ーボンナノチューブ層５２０が積層され、構造的および電気的に一体化されてなる。
【００５８】
　中間層５３０に含まれるカーボンナノチューブは、中間層５３０に導電性を付与し、こ
れにより、構造体（すなわち、カーボンナノチューブ正極５００）が電気的に一体化され
た状態が確保される。
【００５９】
　中間層５３０に含まれるカーボンナノチューブは、単層カーボンナノチューブ（ＳＷＮ
Ｔ）であってもよく、二層カーボンナノチューブ（ＤＷＮＴ）であってもよく、多層カー
ボンナノチューブ（ＭＷＮＴ）であってもよく、または、それらの混合物であってもよい
。また、中間層５３０に含まれるカーボンナノチューブは、カーボンナノチューブ層５２
０を構成するカーボンナノチューブと同じであってもよく、異なっていてもよい。
【００６０】
　また、本実施形態では、導電性多孔質基材５１０とカーボンナノチューブ層５２０との
間に中間層５３０を備えることにより、導電性多孔質基材５１０とカーボンナノチューブ
層５２０とが構造的に一体化された状態がより確実にされている。好ましくは、中間層５
３０は、カーボンナノチューブ、およびその作製過程で不可避的に混入しうる不純物以外
の添加成分を含む。具体的には、中間層５３０は、例えば、カーボンナノチューブと界面
活性剤との混合物、カーボンナノチューブとバインダーとの混合物、または、カーボンナ
ノチューブと界面活性剤とバインダーとの混合物からなる。
【００６１】
　界面活性剤としては特に限定されず、一般に入手可能な界面活性剤を用いることができ
る。例えば、イオン性界面活性剤（ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウリル硫
酸ナトリウム、アルキルトリメチルアンモニウム塩など）、非イオン性界面活性剤（Ｐｌ
ｕｒｏｎｉｃ、Ｔｗｅｅｎ、Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘなど）を用いることができる。
【００６２】
　バインダーとしては特に限定されず、一般に入手可能なバインダー材料を用いることが
できる。例えば、電池用バインダーとして市販されている樹脂材料（ポリエチレンオキサ
イド、カルボキシメチルセルロース、ポリフッ化ビニリデン、スチレン－ブタジエン樹脂
など）を用いることができる。
【００６３】
　中間層５３０の厚みは特に限定されないが、カーボンナノチューブ層５２０の厚みより
も薄いことが好ましい。例えば、中間層５３０の厚みは、０．５μｍ～１０μｍの範囲で
ある。中間層５３０の厚みが上記範囲内であれば、カーボンナノチューブ正極５００の性
能を損なうことなく、導電性多孔質基材５１０とカーボンナノチューブ層５２０とが構造
的および電気的に一体化された状態をより確実にすることができる。
【００６４】
　また、中間層５３０のカーボンナノチューブは、導電性多孔質基材５１０およびカーボ
ンナノチューブ層５２０の少なくとも一方の表面から５μｍ以上浸透していることが好ま
しい。これにより、導電性多孔質基材５１０とカーボンナノチューブ層５２０とが構造的
および電気的に一体化された状態をより確実にすることができる。
【００６５】
　なお、本実施形態では、中間層５３０を構成するカーボンナノチューブ、および／また
は、界面活性剤、バインダー等の添加成分の効果により、導電性多孔質基材５１０とカー
ボンナノチューブ層５２０とが、中間層５３０を介して、構造的および電気的に一体化さ
れた状態である。そのため、上述したような、中間層５３０のカーボンナノチューブが、
導電性多孔質基材５１０およびカーボンナノチューブ層５２０の少なくとも一方の表面か
ら浸透していることは、本実施形態のカーボンナノチューブ正極５００に必須の条件では
ない。また、カーボンナノチューブの浸透の程度が５μｍ未満であっても、構造的に一体
化した状態が確保されうる。一方、電極の設計によっては、構造的に一体化した状態をよ
り確実にする観点から、導電性多孔質基材５１０の厚み、および／または、カーボンナノ
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チューブ層５２０の厚みに対する、中間層５３０のカーボンナノチューブの浸透度を目安
として、カーボンナノチューブ正極５００における、構造的および電気的に一体化された
状態を評価することもできる。具体的には、例えば、中間層５３０のカーボンナノチュー
ブが、導電性多孔質基材５１０およびカーボンナノチューブ層５２０の少なくとも一方の
表面から、導電性多孔質基材５１０またはカーボンナノチューブ層５２０の厚みに対して
１％以上浸透していることが好ましい。
【００６６】
　次に、本実施形態のカーボンナノチューブ正極５００の製造方法を説明する。
【００６７】
　図６は、本実施形態の金属二次電池用カーボンナノチューブ正極の製造方法を示すフロ
ーチャートである。
【００６８】
　ステップＳ６１０：カーボンナノチューブを溶媒中に分散させ、カーボンナノチューブ
の分散液を得る。
　ステップＳ６１０は、実施の形態１で説明したステップＳ２１０と同様であるので、説
明を省略する。
【００６９】
　ステップＳ６２０：界面活性剤、バインダー、またはそれらの混合物を含む溶媒中にカ
ーボンナノチューブを分散させた分散液を、導電性多孔質基材上にろ過または塗布し、カ
ーボンナノチューブを含む中間層を形成する。
【００７０】
　界面活性剤、バインダー、またはそれらの混合物は、溶媒に対して重量比０．１～１０
％程度の濃度で添加する。
　カーボンナノチューブは、溶媒に対して重量比０．００５～０．５％程度の濃度で懸濁
させ、超音波分散処理またはミキサー撹拌処理して分散させて、界面活性剤、バインダー
、またはそれらの混合物を含む、カーボンナノチューブの分散液を得る。
　なお、界面活性剤、バインダー、またはそれらの混合物と、カーボンナノチューブを溶
媒に添加する順序は特に制限されない。
【００７１】
　ステップＳ６２０において、導電性多孔質基材上に分散液をろ過する方法は特に制限さ
れないが、導電性多孔質基材がフィルターとしての役割を果たす場合には、カーボンナノ
チューブの分散液を、導電性多孔質基材上にろ過することができる。また、カーボンナノ
チューブの分散液を、導電性多孔質基材を設置したメンブレンフィルター上にろ過しても
よい。ろ過は、自然ろ過であってもよく、吸引ろ過または加圧ろ過であってもよい。
　また、導電性多孔質基材上に分散液を塗布する方法は特に制限されないが、例えば、滴
下塗布が挙げられる。導電性多孔質基材上に塗布したカーボンナノチューブの分散液は、
そのまま一定時間静置してもよく、あるいは、導電性多孔質基材の、カーボンナノチュー
ブの分散液が塗布された面に加圧してもよく、カーボンナノチューブの分散液が塗布され
た面とは反対側の面に負圧をかけてもよい。
【００７２】
　ステップＳ６３０：カーボンナノチューブの分散液を導電性多孔質基材上にろ過または
塗布し、導電性多孔質基材の一方の面に構造的および電気的に一体化したカーボンナノチ
ューブ層を形成する。
　ステップＳ６３０は、実施の形態１で説明したステップＳ２２０と同様であるので、説
明を省略する。
【００７３】
　なお、上述したステップＳ６１０とＳ６２０は、その順序が反対であってもよい。すな
わち、ステップＳ６３０によりカーボンナノチューブ層５２０を形成する前に、ステップ
Ｓ６２０により導電性多孔質基材５１０の一方の面に中間層５３０が形成されていればよ
く、ステップＳ６１０の前にステップＳ６２０を行ってもよい。
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【００７４】
　（実施の形態４）
　実施の形態４では、実施の形態１、実施の形態２および実施の形態３で説明した本発明
の金属二次電池用カーボンナノチューブ正極を用いた金属二次電池について説明する。な
お、以下では、例示的な実施形態として、金属二次電池がリチウム空気電池である場合に
ついて説明する。
【００７５】
　図７は、実施の形態１のカーボンナノチューブ正極を用いたリチウム空気電池を示す模
式図である。
【００７６】
　本実施形態のリチウム空気電池７００は、カーボンナノチューブ正極１００と、リチウ
ム金属を含有する負極７１０と、正極１００と負極７１０との間に位置する電解液７２０
とを備える。
【００７７】
　カーボンナノチューブ正極１００は、導電性多孔質基材１１０とカーボンナノチューブ
層１２０を備える。導電性多孔質基材１１０は、外部に接続する端子（図示せず）を有し
てもよい。その他、カーボンナノチューブ正極１００の具体的な構成は、実施の形態１で
説明した通りであるので、説明を省略する。
【００７８】
　負極７１０は、リチウム金属を含有する負極活物質層７１２と、負極活物質層７１２に
接する負極集電体７１４とを備える。負極活物質層７１２に含有されるリチウム金属は、
リチウム金属単体であってもよいし、リチウム合金であってもよい。リチウムとともにリ
チウム合金を形成する元素としては、マグネシウム、チタン、スズ、鉛、アルミニウム、
インジウム、ケイ素、亜鉛、アンチモン、ビスマス、ガリウム、ゲルマニウム、イットリ
ウム等が挙げられるが、これらに限定されない。負極集電体７１４は、導電性を有する金
属材料やカーボン等であり、外部に接続する端子（図示せず）を有してもよい。負極７１
０において、負極活物質層７１２と負極集電体７１４とが一体であってもよく、各々別個
に構成されていてもよい。
【００７９】
　電解液７２０の種類は特に制限されず、従来のリチウム空気電池で用いられる電解液を
用いることができる。なお、電解液７２０内にセパレータ（図示せず）を設けてもよい。
【００８０】
　本実施形態のリチウム空気電池７００の動作原理は既存のリチウム空気電池と同様であ
るが、本実施形態のリチウム空気電池７００は、実施の形態１で説明したカーボンナノチ
ューブ正極１００を備えるため、少なくとも導電性多孔質基材１１０に浸透したカーボン
ナノチューブ層１２０のカーボンナノチューブ（図１中の１２２）が、セル内圧が小さい
環境で充放電反応に寄与することができ、これにより、電池特性が安定化する。また、導
電性多孔質基材１１０の、カーボンナノチューブ層１２０が積層されていない面（上面）
にガス拡散機能が保持され、カーボンナノチューブ正極１００を複数積層させても充放電
反応に必要な酸素の給排気が可能であるため、セル（すなわち、リチウム空気電池７００
）の積層設計およびそれによる大容量化が可能である。
【００８１】
　図８は、実施の形態２のカーボンナノチューブ正極を用いたリチウム空気電池を示す模
式図である。
【００８２】
　本実施形態のリチウム空気電池８００は、カーボンナノチューブ正極３００と、リチウ
ム金属を含有する負極８１０と、正極３００と負極８１０との間に位置する電解液８２０
とを備える。ここで、負極８１０と電解液８２０は、図７を参照して説明した負極７１０
と電解液７２０とそれぞれ同様であるため、説明を省略する。
【００８３】
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　カーボンナノチューブ正極３００は、導電性多孔質基材３１０とカーボンナノチューブ
層３２０を備え、導電性多孔質基材３１０の内部に、カーボンナノチューブ層３２０全体
が浸透している（入り込んでいる）。導電性多孔質基材３１０は、外部に接続する端子（
図示せず）を有してもよい。その他、カーボンナノチューブ正極３００の具体的な構成は
、実施の形態２で説明した通りであるので、説明を省略する。
【００８４】
　本実施形態のリチウム空気電池８００は、実施の形態２で説明したカーボンナノチュー
ブ正極３００を備えるため、少なくとも導電性多孔質基材３１０に浸透したカーボンナノ
チューブ層３２０のカーボンナノチューブ（図３中の３２４）が、セル内圧が小さい環境
で充放電反応に寄与することができ、これにより、電池特性が安定化する。
少なくとも導電性多孔質基材３１０に浸透した中間層３３０のカーボンナノチューブ（図
示せず）が、セル内圧が小さい環境で充放電反応することができ、これにより、電池特性
が安定化する。また、導電性多孔質基材３１０の、カーボンナノチューブ層３２０が形成
されていない面（上面）にガス拡散機能が保持され、カーボンナノチューブ正極３００を
複数積層させても充放電反応に必要な酸素の給排気が可能であるため、セル（すなわち、
リチウム空気電池８００）の積層設計およびそれによる大容量化が可能である。
【００８５】
　図９は、実施の形態３のカーボンナノチューブ正極を用いたリチウム空気電池を示す模
式図である。
【００８６】
　本実施形態のリチウム空気電池９００は、カーボンナノチューブ正極５００と、リチウ
ム金属を含有する負極９１０と、正極５００と負極９１０との間に位置する電解液９２０
とを備える。ここで、負極９１０と電解液９２０は、図７を参照して説明した負極７１０
と電解液７２０とそれぞれ同様であるため、説明を省略する。
【００８７】
　カーボンナノチューブ正極５００は、導電性多孔質基材５１０とカーボンナノチューブ
層５２０を備え、導電性多孔質基材５１０とカーボンナノチューブ層５２０の間に中間層
５３０を備える。導電性多孔質基材５１０は、外部に接続する端子（図示せず）を有して
もよい。その他、カーボンナノチューブ正極５００の具体的な構成は、実施の形態３で説
明した通りであるので、説明を省略する。
【００８８】
　本実施形態のリチウム空気電池９００は、実施の形態３で説明したカーボンナノチュー
ブ正極５００を備えるため、少なくとも導電性多孔質基材５１０に浸透した中間層５３０
のカーボンナノチューブ（図示せず）が、セル内圧が小さい環境で充放電反応に寄与する
ことができ、これにより、電池特性が安定化する。また、導電性多孔質基材５１０の、中
間層５３０とカーボンナノチューブ層５２０が積層されていない面（上面）にガス拡散機
能が保持され、カーボンナノチューブ正極５００を複数積層させても充放電反応に必要な
酸素の給排気が可能であるため、セル（すなわち、リチウム空気電池９００）の積層設計
およびそれによる大容量化が可能である。
【００８９】
　次に具体的な実施例を用いて本発明を詳述するが、本発明がこれら実施例に限定されな
いことに留意されたい。
【実施例】
【００９０】
［実施例１］
　７０ｍｇのカーボンナノチューブ（単層カーボンナノチューブ、品名：ＥＣ　２．０、
名城ナノカーボンから購入）を、１４０ｇのイソプロパノール中、氷浴下で３時間超音波
処理（超音波ホモジナイザ、Ｂｒａｎｓｏｎ、４５０Ｄ）することで、カーボンナノチュ
ーブ０．０５ｗｔ％の分散液を得た。得られた分散液を、カーボンペーパー（品名：ＴＧ
Ｐ－Ｈ－０３０、東レから購入）上にて１ｃｍ２あたり８ｍＬ吸引ろ過し、カーボンペー
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パーの一方の面にシート状のカーボンナノチューブ層を形成した。得られた積層体を真空
乾燥することで実施例１の構造体を得た。
【００９１】
　図１０（ａ）は、実施例１の積層体の断面のＳＥＭ像である。図１０（ｂ）は、実施例
１の積層体のカーボンナノチューブ層を拡大したＳＥＭ像である。
【００９２】
　図１０（ａ）に示すように、実施例１の積層体は、厚み約６１．３μｍのカーボンペー
パー（図中、「ＧＤＬ」と表記。）に、厚み約６８．７μｍのカーボンナノチューブ層（
図中、「ＣＮＴ」と表記。）が積層された構造を有しており、全体の厚みは約１３０μｍ
であった。また、カーボンペーパーとカーボンナノチューブ層が接触する界面においては
、カーボンナノチューブが、カーボンペーパーの表面から５μｍ以上浸透し、構造的に一
体化している様子が確認された。
【００９３】
　また、図１０（ｂ）のＳＥＭ像より、実施例１の積層体のカーボンナノチューブ層は、
直径１０ｎｍ～１０μｍ程度のカーボンナノチューブのバンドル（束）の集合体として構
成されていることが確認された。
【００９４】
　実施例１の積層体は、市販のハサミ、カッターナイフ、あるいは打ち抜き器を用い、剥
がれや切り毀れなく、カーボンペーパーとカーボンナノチューブ層の積層構造を保ったま
ま任意の形状に切断することができた。
【００９５】
　なお、本願発明者らは、実施例１で用いたカーボンペーパーに代えて、種々の厚みを有
する市販のカーボンペーパー、カーボンクロスまたはカーボンフェルトを用いて、実施例
１と同様の手順により、導電性多孔質基材の一方の面にカーボンナノチューブ層を形成し
た積層体が得られること、および、積層体全体の厚みは、１ｍｍ程度以下の値で様々に調
整することができることを確認している。
【００９６】
　実施例１の積層体におけるカーボンペーパーとカーボンナノチューブ層の密着強度を、
以下の方法により評価した。
【００９７】
　図１１（ａ）、（ｂ）は、密着強度の試験方法を示す模式図である。
　実施例１の積層体から、幅５ｍｍ×長さ約１５ｍｍの長方形の試験片を切り出し、試験
片のカーボンペーパー側を、両面テープを介してガラス板の一方の端部に貼り付けて固定
した（図１１（ａ））。
　ガラス板のもう一方の端部を、両面テープを介して固定用の支持台に貼り付けて固定し
た（図１１（ｂ））。
　次に、試験片の表面（カーボンナノチューブ層側の表面）に、粘着テープを介して鉛直
方向（図１１（ｂ）の紙面下方向）に重り（０．５ｇ＝約０．５ｇｆ＝約５ｍＮ）を固定
した。なお、重りは、試験片の端部に均等に荷重がかかるようにする。
　以降、試験片からカーボンナノチューブ層が剥がれ落ちるまで重りを追加した。
【００９８】
　その結果、実施例１の積層体の複数個所から切り出した試験片では、いずれも１０ｍＮ
／５ｍｍ以上の密着強度を有することが確認された。
　これに対して、比較用の構造体として、実施例１で用いたカーボンペーパーに、実施例
１の積層体のカーボンナノチューブ層と同程度の厚みを有するカーボンナノチューブシー
トを載置し、一定の圧力を負荷して作製した構造体（全体の厚みは２００μｍ未満）から
、幅５ｍｍ×長さ約１５ｍｍの長方形の試験片を切り出し、上記と同様の試験を行ったと
ころ、１つ目の重りを固定した段階でカーボンナノチューブシートが剥がれ落ちた（密着
強度は５ｍＮ／５ｍｍに満たなかった）。なお、この比較用の構造体では、試験片の切り
出しの際に、部分的に剥がれや切り毀れが生じ、このことからも、カーボンペーパーとカ
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ーボンナノチューブシートとの密着強度が低いことが分かった。
【００９９】
［実施例２］
　実施例１で用いたカーボンナノチューブの分散液とは別個に、７０ｍｇのカーボンナノ
チューブを０．５ｗｔ％ラウリル硫酸ナトリウム（界面活性剤）水溶液１４０ｇ中、氷浴
下、３時間超音波分散処理をすることで、界面活性剤を含むカーボンナノチューブ０．０
５ｗｔ％の分散液を得た。得られた分散液をカーボンペーパー上に１ｃｍ２あたり０．５
ｍＬ滴下して自然ろ過し、自然乾燥させることで中間層を形成した後、界面活性剤を含ま
ないカーボンナノチューブ分散液（実施例１と同様にして調製したもの）を１ｃｍ２あた
り８ｍＬ吸引ろ過し、中間層の上にカーボンナノチューブ層を形成した。得られた積層体
を真空乾燥することで実施例２の構造体を得た。
【０１００】
　得られた積層体をＳＥＭ観察した結果、界面活性剤を含むカーボンナノチューブの分散
液を用いて形成した中間層のカーボンナノチューブが、カーボンペーパーの表面から５μ
ｍ以上浸透している様子が確認された。また、カーボンナノチューブ層のカーボンナノチ
ューブは、中間層の表面から５μｍ以上浸透し、カーボンペーパー、中間層およびカーボ
ンナノチューブ層が、構造的に一体化している様子が確認された。
【０１０１】
　なお、界面活性剤を含むカーボンナノチューブの分散液を、カーボンペーパーを設置し
たメンブレンフィルター上にろ過する際の滴下量を調整することによって、中間層の厚み
を種々調整することができ、中間層の厚みが比較的薄い場合には、カーボンナノチューブ
層のカーボンナノチューブが、中間層だけでなく、その下に位置するカーボンペーパーに
も浸透している様子が確認された。
【０１０２】
［実施例３］
　実施例２で用いた界面活性剤に代えて、バインダー（ポリフッ化ビニリデン）を用いた
こと以外は実施例２と同様の手順により、実施例３の構造体を得た。
【０１０３】
　得られた積層体をＳＥＭ観察した結果、バインダーを含むカーボンナノチューブの分散
液を用いて形成した中間層のカーボンナノチューブが、カーボンペーパーの表面から５μ
ｍ以上浸透している様子が確認された。また、カーボンナノチューブ層のカーボンナノチ
ューブは、中間層の表面から５μｍ以上浸透し、カーボンペーパー、中間層およびカーボ
ンナノチューブ層が、構造的に一体化している様子が確認された。
【０１０４】
　なお、バインダーを含むカーボンナノチューブの分散液を、カーボンペーパーを設置し
たメンブレンフィルター上にろ過する際の滴下量を調整することによって、中間層の厚み
を種々調整することができ、中間層の厚みが比較的薄い場合には、カーボンナノチューブ
層のカーボンナノチューブが、中間層だけでなく、その下に位置するカーボンペーパーに
も浸透している様子が確認された。
【０１０５】
［実施例４］
　実施例１の積層体を直径１６ｍｍ（表面積２ｃｍ２）の円形に切断し、これを正極とし
てリチウム空気電池セルを試作した。具体的には、ＣＲ２０３２型コインセルケース内に
、直径１６ｍｍのリチウム金属箔負極（厚さ０．２ｍｍ）、ポリプロピレン多孔質膜のセ
パレータ、および、正極のカーボンナノチューブ層をセパレータ側に向けて順に重ね、コ
インセルとした。コインセルのガス拡散層（正極のカーボンペーパー）側には、酸素の吸
排気用に直径１ｍｍ程度の小孔を多数設けた。電解液としてＬｉＴＦＳＩ、ＬｉＮＯ３、
ＬｉＢｒを含むリチウム塩のテトラグライム溶液を調製し、８０μＬ程度をセルに注入し
た。以上のコインセルの試作は全て露点－５０℃以下のドライルーム内で行った。
【０１０６】
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　試作したコインセルの放電特性およびサイクル特性を純酸素雰囲気下にて評価した。結
果を図８および図９に示す。
【０１０７】
　図１２は、実施例４のリチウム空気電池コインセルの放電挙動を示す図である。
　図１３は、実施例４のリチウム空気電池コインセルの充放電挙動を示す図である。
【０１０８】
　上記コインセルを電流値０．４ｍＡにて放電させたところ、図１２に示すように、電極
面積あたり１５～２０ｍＡｈ／ｃｍ２程度の放電容量を発揮し、カーボンナノチューブ重
量あたりでは約８，１００ｍＡｈ／ｇ程度の容量となることがわかった。
　また、電流値０．４ｍＡ／ｃｍ２で１０時間（セル容量４ｍＡｈ／ｃｍ２）の充放電を
繰り返したところ、図１３に示すように、約１５回程度の充放電サイクルが可能であった
。
　これらの結果より、実施例１の積層体が、リチウム空気電池用の正極としての機能を有
し、電気的に一体化した状態であることが確認された。
【０１０９】
［実施例５］
　実施例４のリチウム空気電池コインセルと同様の構成を有するコインセルを多数作製し
、その放電容量を測定した。その結果、いずれのコインセルも、電極面積あたり１５～２
０ｍＡｈ／ｃｍ２程度の放電容量が得られた。
【０１１０】
［比較例６］
　実施例４で用いた正極（実施例１の積層体を直径１６ｍｍ（表面積２ｃｍ２）の円形に
切断したもの）の、カーボンナノチューブ層と同じ重量および厚みを有するカーボンナノ
チューブシートを作製した。このカーボンナノチューブシートを正極として、実施例４と
同様の構成を有するリチウム空気電池セルを試作した。具体的には、ＣＲ２０３２型コイ
ンセルケース内に、直径１６ｍｍのリチウム金属箔負極（厚さ０．２ｍｍ）、ポリプロピ
レン多孔質膜のセパレータ、および、正極のカーボンナノチューブシートを順に重ね、さ
らに、ガス拡散層として実施例１で用いたカーボンペーパーを直径１６ｍｍの円形に切断
したものを重ね（載置したのみ）、コインセルとした。その他の条件は、実施例４と同様
とした。
【０１１１】
　比較例６のコインセルを、実施例４と同様の条件で放電させたところ、放電量は電極面
積あたりで０～１５ｍＡｈ／ｃｍ２程度にバラつき、その平均値も実施例４の場合と比べ
て半減した。
　実施例４、実施例５および比較例６の結果から、実施例１の積層体を正極に用いること
で、リチウム空気電池の放電容量の増加、および容量の安定化の効果が得られることが確
認された。
【０１１２】
［実施例７］
　実施例４および実施例５の構成を有するコインセル、および、比較例６の構成を有する
コインセルの各々において、１ｍＡｈずつ放電させてインピーダンス測定を行った。結果
を図１４（ａ）および図１４（ｂ）に示す。
【０１１３】
　図１４（ａ）は、実施例４および実施例５の構成を有するコインセルのインピーダンス
スペクトルであり、図１４（ｂ）は、比較例６の構成を有するコインセルのインピーダン
ススペクトルである。
【０１１４】
　図１４（ａ）および図１４（ｂ）に示すように、いずれの構成のコインセルにおいても
、インピーダンススペクトルに関して大きな差異は確認されなかった。
　この結果から、本発明のカーボンナノチューブ正極において、カーボンナノチューブ層
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のカーボンナノチューブが導電性多孔質基材に浸透している場合でも、当該カーボンナノ
チューブは、セルの抵抗成分にほとんど影響しない（負の効果を有さないかもしくは無視
できるほどの影響である）ことが示唆された。また、このことは、導電性多孔質基材とカ
ーボンナノチューブ層の間に中間層を備える形態において、中間層に含まれるカーボンナ
ノチューブが導電性多孔質基材に浸透している場合にも当てはまると考えられる。
【０１１５】
［実施例８］
　実施例１の積層体を４０ｘ５０ｍｍの長方形に切断し、これを正極としてリチウム空気
電池スタックセルを試作した。具体的には、４０ｘ５０ｍｍの長方形に切断したリチウム
金属箔（厚さ０．２ｍｍ）、ポリプロピレン多孔質膜のセパレータ、および、正極のカー
ボンナノチューブ層をセパレータ側に向けて順に重ねたものを単セルとし、２枚の単セル
のガス拡散層（正極のカーボンペーパー）側を重ねて１セット（バイセル）とした。この
バイセルを５セット積層し（単セル１０枚、電極面積２００ｃｍ２）、これを断面に通気
孔を設けたアルミラミネートフィルムでパックすることで１０層スタックセルとした。
【０１１６】
　実施例８のリチウム空気電池スタックセルに、実施例４と同様に調製した電解液を適量
注入させ、放電させたところ、実施例４のコインセルと同程度の電極面積あたりの放電容
量を発揮し、セル全体では、電極面積に比例して１００倍程度大きな放電容量が得られた
。また、実施例４と同様の条件で充放電サイクル特性を調べたところ、実施例４のコイン
セルと同様に、１５回程度の充放電サイクルが可能であった。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　本発明のカーボンナノチューブ正極は、金属二次電池正極に用いることができ、より具
体的には、金属空気電池正極として好適である。中でも、リチウム空気電池での用途に特
に適しており、リチウム空気電池セルの開発において、カーボンナノチューブが本来有す
る機能・特性が有効に発揮されるような電極設計が可能である。
【符号の説明】
【０１１８】
　１００、３００、５００　カーボンナノチューブ正極
　１１０、３１０、５１０　導電性多孔質基材
　１１２、３１２　導電性多孔質基材の表面
　１２０、３２０、５２０　カーボンナノチューブ層
　１２２、３２４　カーボンナノチューブ
　５３０　中間層
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