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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アルカリ性水溶液を電解質に用いる空気二次電池の正極であって、
コア材料としてのシリカ粒子と、前記コア材料を被覆するニッケルおよび／またはニッ
ケル合金からなる被覆層とを含むニッケル被覆材料を備えたことを特徴とする正極。
【請求項２】
前記被覆層がニッケル−リン合金であることを特徴とする請求項１に記載の正極。
【請求項３】
前記ニッケル被覆材料と混合された、ビスマスイリジウム酸化物および／またはビスマ
スルテニウム酸化物からなる触媒をさらに備えたことを特徴とする請求項１または２に記
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載の正極。
【請求項４】
前記ニッケル被覆材料と混合された、ポリテトラフルオロエチレンからなる撥水剤をさ
らに備えたことを特徴とする請求項１〜３のいずれか１項に記載の正極。
【請求項５】
アルカリ性水溶液を電解質に用いる空気二次電池の正極の製造方法であって、
コア材料としてのシリカ粒子にニッケルおよび／またはニッケル合金からなる被覆層を
形成する被覆工程と、
前記被覆工程で得られたニッケル被覆材料と触媒と撥水剤とを混合する混合工程と、
前記混合工程で得られた混合物を成形する成形工程と、
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前記成形工程で得られた成形体を加熱する加熱工程と、
を備え、前記混合工程において、前記撥水剤と同じ材料からなる混練具で混合することを
特徴とする正極の製造方法。
【請求項６】
前記撥水剤がポリテトラフルオロエチレンであることを特徴とする請求項５に記載の正
極の製造方法。
【請求項７】
前記混合工程が、
前記ニッケル被覆材料と前記触媒とを混合する第１混合工程と、
前記第１混合工程で得られた一次混合物と前記撥水剤とを混合する第２混合工程と、
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を含むことを特徴とする請求項５または６に記載の正極の製造方法。
【請求項８】
前記被覆層がニッケル−リン合金であることを特徴とする請求項５〜７のいずれか１項
に記載の正極の製造方法。
【請求項９】
アルカリ性水溶液を電解質に用いる空気二次電池であって、
正極と負極とを備え、
前記正極が、請求項１〜４のいずれか１項に記載の正極であることを特徴とする空気二
次電池。
【請求項１０】
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前記負極が、水素吸蔵合金、亜鉛、アルミニウム、鉄、リチウム、マグネシウム、ナト
リウムのいずれかを含むことを特徴とする請求項９に記載の空気二次電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、アルカリ性水溶液を電解質とし、正極では放電時に酸素が還元され、充電時
には酸素が発生する空気二次電池の正極およびその製造方法、並びにその正極を用いた空
気二次電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
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空気電池は、空気中の酸素を正極活物質とする電池であり、市販されている亜鉛／空気
一次電池がよく知られている。亜鉛／空気一次電池と類似な構造を有する空気電池には、
負極活物質にアルミニウムや鉄を用いる電池がある。また、空気電池は、機械式充電型の
亜鉛／空気二次電池を除いて、二次電池としてはいまだ実用化されていない。機械式充電
型の亜鉛／空気二次電池とは、電池の反応としては放電だけを行うもので、放電後の亜鉛
負極を電池外に取り出し、新しい亜鉛負極と取り替えることで電池を再び放電できるよう
にしたものである。したがって、一般に知られる二次電池のように、電池で生じる充電反
応により蓄電して、繰り返し利用できるものではない。なお、上記のような亜鉛、アルミ
ニウム、鉄などを負極活物質に用いる空気電池は、通常、ＫＯＨ溶液やＮａＯＨ溶液のよ
うなアルカリ性水溶液を電解質として用いている。
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【０００３】
一方、アルカリ性水溶液を電解質とする空気二次電池として、本発明者は特許文献１お
よび特許文献２に、水素吸蔵合金を負極に用いる空気二次電池を開示した。以下、これを
水素／空気二次電池と称する。この電池では、放電と充電の際に、それぞれ以下のような
式で表される電池反応が生じる。
放電：４ＭＨ＋Ｏ２→４Ｍ＋２Ｈ２Ｏ
充電：４Ｍ＋２Ｈ２Ｏ→４ＭＨ＋Ｏ２
なお、式中のＭは水素吸蔵合金を示し、ＭＨは水素を吸蔵した状態の水素吸蔵合金を意
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味する。また、負極に亜鉛を用いる空気二次電池（亜鉛／空気二次電池）は前述の通り実
用化されていないが、その電池反応は以下の式で示される。
放電：２Ｚｎ＋Ｏ２→２ＺｎＯ
充電：２ＺｎＯ→２Ｚｎ＋Ｏ２
これらの電池では、正極で起こる反応は同じで、以下の式で示される。
放電：Ｏ２＋２Ｈ２Ｏ＋４ｅ−→４ＯＨ−
充電：４ＯＨ−→Ｏ２＋２Ｈ２Ｏ＋４ｅ−
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すなわち、アルカリ性水溶液を電解質とする空気二次電池の正極では、放電時に空気中
の酸素が還元されてＯＨ−がアルカリ性水溶液中に生成され、充電時にアルカリ性水溶液
中のＯＨ−が酸化されてＯ２とＨ２Ｏとが生成される。
【０００４】
このような放電と充電の反応が正極で起こるためには、
１）放電の際に、空気中の酸素が正極内部に侵入して反応サイトまで到達可能であり、か
つ、充電の際に、正極内部で発生した酸素が空気中に放出され得ること、
２）放電および充電の両方において、ＯＨ−とＯ２、Ｈ２Ｏの間で円滑な電子の受け渡し
ができるような反応サイトが提供されること、
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３）電気化学的な酸化や還元が生じ、かつアルカリ性水溶液に接する雰囲気でも正極材料
が安定であり、また酸素の発生に対して耐性がある（耐アルカリ性や耐酸化性に優れる）
こと
などの条件を正極が満足する必要がある。
【０００５】
アルカリ性水溶液を電解質とする空気一次電池や空気二次電池の正極には、これまで、
正極全体の導電性を保つための導電材として、様々な種類の炭素材料が用いられることが
多く、例えば粉末状、粒子状、ファイバー状、チューブ状などの炭素材料が使用されてい
る。また、その炭素材料には金属、酸化物、硫化物などの材料からなる触媒が担持されて
おり、さらに導電材同士が接している部分の隙間などに入り込み、正極内部を結着させる
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作用と、正極内部に空気中の酸素が円滑に取り込まれ、または正極内部で発生する酸素が
円滑に空気中に放出されるために、正極内部が電解質であるアルカリ性水溶液で完全に満
たされないように、正極内部に撥水性を付与する撥水剤も正極を構成する材料として用い
られ、例えば耐アルカリ性や耐酸化性に優れるポリテトラフルオロエチレンなどがその代
表である。なお、撥水剤は上記に述べた役割からわかるように、結着剤とも称される。ま
た、特許文献１および特許文献２で開示されているように、導電材にはニッケル粉末やニ
ッケル粒子が用いられることも知られている。
【０００６】
アルカリ性水溶液を電解質とする空気二次電池では、正極が前述の１）〜３）の条件を
満たすことが望まれる一方、正極が可能な限り軽いことも望まれる。空気電池以外の他の
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形式の電池では正極活物質が正極内にあるが、空気二次電池では正極活物質が空気中の酸
素であるため、正極内に貯蔵しておく必要がなく、理論的には空気二次電池の電池容量を
増やすために、正極の重量をそれに伴って増やす必要はないからである。言い換えれば、
正極の重量は可能な限り軽くした状態で、その重量を変えることなく、電池容量を増加さ
せることができるのが、空気二次電池である。したがって、正極が軽くなれば、その分だ
け電池全体の重量は小さくなり、放電容量と放電電圧から求められる放電エネルギー（放
電容量×放電電圧）に対して、電池全体の重量の減少によって、電池重量当たりのエネル
ギーである重量エネルギー密度（Ｗｈ／ｋｇ）を高くすることができる。空気二次電池は
、この重量エネルギー密度や、体積当たりの放電エネルギーである体積エネルギー密度（
Ｗｈ／Ｌ）が、既存のリチウムイオン二次電池の理論値を上回る値を発揮できる可能性を
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持つことから、次世代の高エネルギー密度二次電池として期待されている。
【０００７】
上記のようなエネルギー密度の観点からは、アルカリ性水溶液を電解質とする空気二次
電池の正極の導電材としての炭素材料は、導電性がよく、比表面積を大きくすることによ
り触媒を高分散で担持することができ、しかも密度も小さいので、軽量な正極を作製する
ための材料として優れているが、耐酸化性では非常に大きな問題がある。すなわち、炭素
材料は、正極で充電時に酸素が発生すると、同時に酸化されて二酸化炭素となって消耗す
る。このような二酸化炭素への酸化が起こって導電材である炭素が消耗すると、正極は導
電性のない部分が生じて反応が起こらなくなり、炭素が消耗した部分からアルカリ性水溶
液が電池外部に漏れる漏液が起こり、電池として作動できなくなる。
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【０００８】
これに対して、本発明者が特許文献１や特許文献２などで開示した空気二次電池の正極
は、導電材としてニッケル粉末を用いたものである。アルカリ性水溶液を電解質とするニ
ッケル水素二次電池の正極活物質がニッケルであることからも明らかなように、ニッケル
はアルカリ性水溶液中で安定であり、さらに非特許文献１で開示しているように、アルカ
リ性水溶液を電解質とする空気二次電池の正極の導電材として用いた場合も、充電時の酸
素発生に対して炭素材料のように消耗することはなく、安定性が高いことが判っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００９】
【特許文献１】特開２００６−１９６３２９号公報
【特許文献２】特開２０１２−６４４７７号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】盛満正嗣，松永守央，ＥＣＯ

ＩＮＤＵＳＴＲＹ，Ｖｏｌ．１１，Ｎｏ

．３，ｐｐ．７１−７４（２００６）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
前述のように、ニッケルは、アルカリ性水溶液中で安定であり、アルカリ性水溶液を電
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解質とする空気二次電池の正極の導電材として使用しても炭素材料のように酸素発生とと
もに消耗することはなく、高い耐アルカリ性と耐酸化性を持つ。その一方で、ニッケルは
炭素に比べて密度が大きいため、ニッケルを導電材とする空気二次電池の正極は、炭素材
料を導電材に用いた同じ体積の正極に比べて重くなり、その結果、空気二次電池の重量エ
ネルギー密度が小さくなるという課題があった。
【００１２】
また、炭素材料などの他の導電性の非金属材料に比べてニッケルは高価であることから
、ニッケルを正極の導電材に用いる場合にも、ニッケルの使用量はできるだけ少ないほう
が良い。また、アルカリ性水溶液を電解質に用いる空気二次電池において、ニッケルは導
電材であり、正極の活物質ではないため、導電材として使用されるニッケルは正極全体の
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導電性を保つことができる量があれば十分である。このような観点からは、例えばニッケ
ル粒子を正極の導電材として用いる場合、ニッケル粒子は正極全体に導電性を付与し、か
つ正極に必要な形状と機械的強度を持つことができるのであれば、中空状であってもよい
と言える。言い換えると、ニッケル粒子は高い耐アルカリ性と耐酸化性を有するが、重量
からはその中心部分（コア部分）が正極全体を重くする要因となり、同時に正極に使用さ
れるニッケルのコストが大きくなる要因にもなるという課題があった。
【００１３】
すなわち、従来のアルカリ性水溶液を電解質に用いる空気二次電池では、重量エネルギ
ー密度や重量出力密度を向上させる上で、正極の軽量化が重要かつ不可欠であるのに対し
て、前述のような正極に求められる１）〜３）の条件を満たしながら、軽量化を可能にす
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るような導電材がなかったため、これらを可能とする新たな正極、さらにこれらを可能と
する正極の新たな製造方法、並びにその正極を用いることでエネルギー密度を向上させる
ことができる空気二次電池が要望されていた。
【００１４】
本発明は、アルカリ性水溶液を電解質に用いる空気二次電池において放電時には酸素の
還元、充電時には酸素の発生を生じさせる正極であって、放電の際には正極内部に酸素が
侵入して反応サイトまで到達可能であり、充電の際には正極内部で発生した酸素が空気中
に放出され、かつ放電・充電ともにアルカリ性水溶液中のＯＨ−とＯ２、Ｈ２Ｏとの間で
円滑な電子の受け渡しができるような反応サイトが提供されるとともに、電気化学的な酸
化や還元が生じ、かつアルカリ性水溶液に接する雰囲気でも耐アルカリ性や耐酸化性に優
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れるとともに、従来のニッケル粉末やニッケル粒子を導電材に用いる場合に比べて軽量で
ある正極とその製造方法を提供することを課題とする。また、本発明は、ニッケル粉末や
ニッケル粒子を導電材とする正極を用いた場合に比べて、重量エネルギー密度が高い空気
二次電池を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
上記の課題を解決するために本発明の正極は、以下の構成を有している。
本発明の正極は、アルカリ性水溶液を電解質に用いる空気二次電池の正極であって、ニ
ッケルよりも密度の小さいコア材料と、コア材料を被覆するニッケルおよび／またはニッ
ケル合金からなる被覆層とを含むニッケル被覆材料を備えたことを特徴とする。この構成
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により、正極に必要な導電性がコア材料表面に形成されたニッケルおよび／またはニッケ
ル合金からなる被覆層によって保たれるともに、ニッケル自身が有する耐アルカリ性およ
び耐酸化性が正極に付与され、かつニッケルからなる導電材に比べて正極が軽くなり、ニ
ッケルの使用量が減ることから正極のコストが低減されるという作用が生じる。
【００１６】
ここで、アルカリ性水溶液としては、ＫＯＨ溶液やＮａＯＨ溶液が挙げられるが、これ
に限定されるものではない。また、アルカリ性水溶液のｐＨは少なくとも１０以上であり
、このようなｐＨとなるのに適したＫＯＨやＮａＯＨの濃度が選択される。ｐＨが１０よ
りも小さくなると、正極での酸素還元や酸素発生に対する過電圧がＯＨ−の活量低下のた
めに大きくなり、またアルカリ性水溶液の導電率が低くなって空気二次電池全体での抵抗
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を増加させる要因となるため好ましくない。
【００１７】
次に、ニッケル（密度：８．９ｇ／ｃｍ３）よりも密度の小さいコア材料としては、シ
リカ（密度：２．２ｇ／ｃｍ３）、アルミナ（密度：４．０ｇ／ｃｍ３）、黒鉛（密度：
２．３ｇ／ｃｍ３）、非晶質炭素（密度：１．８〜２．１ｇ／ｃｍ３）、下記に記載のフ
ッ素樹脂、重合体、有機無機混成材料などが挙げられるが、これに限定されるものではな
い。また、シリカやアルミナのような酸化物以外にも、ニッケルよりも密度の小さい金属
、合金、金属硫化物、金属窒化物、金属炭化物、金属酸化物や金属硫化物や金属炭化物や
金属炭化酸化物などの一部を窒素置換したもの、金属と酸素と窒素と炭素の複合酸化物な
どを用いてもよい。なお、密度が小さいこととともに耐アルカリ性、耐酸化性も備えてい
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る材料としては、シリカやアルミナなどがより好ましい。
【００１８】
また、空気二次電池の正極に用いられる撥水剤としては、従来から用いられているポリ
テトラフルオロエチレン（略称：ＰＴＦＥ，密度：２．１〜２．２ｇ／ｃｍ３）をはじめ
として、テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体（略称
：ＰＦＡ，密度：２．１〜２．２ｇ／ｃｍ３）、テトラフルオロエチレン・ヘキサフルオ
ロプロピレン共重合体（略称：ＦＥＰ，密度：２．１〜２．２ｇ／ｃｍ３）、ポリクロロ
トリフルオロエチレン（略称：ＰＣＴＦＥ，密度：２．１〜２．２ｇ／ｃｍ３）、テトラ
フルオロエチレン・エチレン共重合体（略称：ＥＴＦＥ，密度：１．７ｇ／ｃｍ３）、ク
ロロトリフルオエチレン・エチレン共重合体（略称：ＥＣＴＦＥ，密度：１．７ｇ／ｃｍ
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３

）、ポリビニリデンフルオライド（略称：ＰＶＤＦ，密度：１．７〜１．８ｇ／ｃｍ３

）などのフッ素樹脂材料が挙げられるが、これに限定されるものではない。なお、上記の
コア材料や撥水剤の材料の密度はいずれも室温付近での値である。
【００１９】
さらに、本発明では、上記以外の重合体や、有機無機混成材料などを撥水剤として使用
することもできる。使用可能な重合体としては、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレー
ト、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフ
タレート、ポリスルホン、ポリカーボネート、ポリアミドなどの線状重合体；ジビニルベ
ンゼン、ヘキサトリエン、ジビニルエーテル、ジビニルスルホン、ジアリルカルビノール
、アルキレンジアクリレート、オリゴまたはポリアルキレングリコールジアクリレート、
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アルキレントリアクリレート、アルキレンテトラアクリレート、アルキレントリメタクリ
レート、アルキレンテトラメタクリレート、アルキレンビスアクリルアミド、アルキレン
ビスメタクリルアミド、両末端アクリル変性ポリブタジエンオリゴマーなどを単独または
他の重合性単量体と重合させて得られる網状重合体；フェノールホルムアルデヒド樹脂、
メラミンホルムアルデヒド樹脂、ベンゾグアナミンホルムアルデヒド樹脂、尿素ホルムア
ルデヒド樹脂などの熱硬化性樹脂、γ−（メタ）アクリロキシプロピルトリメトキシシラ
ン、トリメトキシシリルスチレン、ビニルトリメトキシシランなどのシラン含有単量体の
単独または他の重合性単量体と共重合させて得られる樹脂やそれら加水分解性シリル基を
加水分解後架橋させた重合体微粒子、ジメチルポリシロキサンなどのオルガノポリシロキ
サン樹脂などが挙げられるが、これに限定されるものではない。
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【００２０】
コア材料は、それ自身で導電性があってもなくてもよく、真球状、楕円体状、多面体状
、針状、ファイバー状、チューブ状、ウイスカー状、柱状、筒状、不定形状などの様々な
形状が可能である。なお、真球状、楕円体状、多面体状、針状、粒子状、粉末状などの場
合、内部が中空であってもよい。ただし、ニッケルおよび／またはニッケル合金で十分に
被覆することが難しいような形状、例えば激しい突起や凹凸の繰り返しを含んだ形状は望
ましくない。コア材料の導電性および形状は、ニッケルおよび／またはニッケル合金から
なる被覆層の形成が可能であるかどうかにも関係するため、被覆層の形成方法も考慮して
選択する必要がある。なお、空気二次電池の正極の厚みは一般に１００μｍ〜１ｍｍ程度
であることから、このような厚みの中で利用可能な形状・サイズの導電材であることが必
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要である。コア材料の表面にニッケルおよび／またはニッケル合金を被覆する方法として
は、電気めっき法、無電解めっき法、溶融めっき法、物理蒸着法、化学蒸着法、電気泳動
法のほか、加圧または減圧または静電的に表面を被覆する方法や、コア材料の表面に前駆
体を塗布した後、これを所定の温度で還元して金属または合金で被覆する方法など、被覆
層を形成する様々な方法を用いることが可能であり、上記に示した方法に限定されるもの
ではない。なお、このような被覆層を形成する方法は、文献Ａ〜文献Ｉに開示されている
。
文献Ａ：特開２００１−２３４３５号公報
文献Ｂ：特開２００３−２１２５３４号公報
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文献Ｃ：特開２００９−１４３７５４号公報
文献Ｄ：特開２００９−９６６６１号公報
文献Ｅ：特開２０１１−１７５９５１号公報
文献Ｆ：特開２０１２−１６０４６０号公報
文献Ｇ：特開２０１２−３６３１３号公報
文献Ｈ：特開２０１４−２２０６５号公報
文献Ｉ：特開２０１４−１３２５４２号公報
【００２１】
ニッケルおよび／またはニッケル合金からなる被覆層の厚みは、コア材料のサイズや形
状によって適切な範囲が異なるが、例えばコア材料が粒子の場合には１０ｎｍ〜１μｍの
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範囲が望ましい。被覆層がこの範囲よりも小さくなると被覆層の電気抵抗が大きくなって
導電性を保つことが難しくなり、またこの範囲よりも大きくなると被覆層の重量が大きく
なって軽量化の効果が得られにくくなり、いずれの場合も好ましくない。
【００２２】
本発明の正極には、導電材とともに、すでに述べたように酸素発生と酸素還元に対する
触媒を用いることができる。触媒は導電材上に担持される。このような触媒としては、例
えば、白金や銀のような貴金属、その他の金属、合金、金属酸化物、金属硫化物、金属窒
化物、金属炭化物、金属酸化物や金属硫化物や金属炭化物や金属炭化酸化物などの一部を
窒素置換したもの、金属と酸素と窒素と炭素の複合酸化物（ＭｅＣｘＮｙＯｚ：ただし、
Ｍｅは金属または合金、Ｃは炭素、Ｎは窒素、Ｏは酸素で、ｘ、ｙ、ｚは組成比を示す）
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や、構造的な分類からは、少なくとも２種類以上の酸素以外の元素を含み、それらが酸素
とともに原子レベルで固溶した状態である複合酸化物、２種類以上の金属酸化物または金
属酸化物と非金属酸化物が混合された混合酸化物などが挙げられるが、これらに限定され
るものではない。例えば、複合酸化物としては、パイロクロア型、ペロブスカイト型、ス
ピネル型などに分類されるものが挙げられ、パイロクロア型酸化物としてはビスマスイリ
ジウム酸化物、ビスマスルテニウム酸化物などが挙げられる。さらに、混合酸化物として
は酸化イリジウム−酸化タンタル混合酸化物や酸化ルテニウム−酸化タンタル混合酸化物
などが挙げられる。
【００２３】
本発明の正極には、導電材、触媒とともに、すでに述べたような撥水剤を用いることも
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できる。このような撥水剤としては、前述のフッ素樹脂材料などが挙げられるが、これに
限定されるものではない。また、一般に知られている方法であるが、導電材、触媒、撥水
剤を混合して一体に形成することにより正極を製造する場合は、撥水剤の出発物質として
、撥水剤を適当な溶液中に分散させた撥水剤分散溶液を用いることもできる。
【００２４】
さらに、本発明の正極は、上記の導電材、触媒、撥水剤とともに、外部端子へ接続され
る集電体と一体に形成された構造体でもよい。このような集電体には、網状、繊維状、多
孔質体などの種々の形状の金属や導電性有機物などを用いることができるが、空気に接す
る側に集電体が配置される場合には、空気中の酸素を取り込むための開口部を集電体が有
することが必要である。集電体の材料としてはニッケルなどが好ましいが、これに限定さ
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れるものではない。
【００２５】
導電材と触媒と撥水剤とを一体とする方法には、プレス法や押し出し法などの一般に空
気電池用の正極を作製する際に用いられる方法が利用できる。例えば、導電材、触媒、撥
水剤が粉末状または粒子状であれば、これらを乾式または湿式で混合した後、ロールプレ
ス機を用いて薄板状に成形することで作製できる。また、特定の型に混合物を入れて成型
加工により作製することができる。また、集電体は、上記に述べた正極の成形工程で一体
としても、導電材、触媒、撥水剤を一体に形成した後に、さらにこれを集電体と一体とし
てもよい。さらに、正極を作製する際には、上記のような成形もしくは一体化の工程の後
に、加熱処理を行ってもよい。
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【００２６】
また、本発明の正極は、コア材料がシリカ粒子であることを特徴とする。シリカは耐ア
ルカリ性と耐酸化性に優れている。このため、この構成により、空気二次電池の電解質で
あるアルカリ性水溶液への溶解によるニッケル被覆材料および正極の形状変化、正極から
のアルカリ性水溶液の漏洩、電解質の導電率の低下や粘性の増加などの、正極での酸素還
元・酸素発生に悪影響を及ぼす各種現象が防がれるという作用が生じる。また、シリカは
コア材料候補の中でも特に比重が小さい。このため、この構成により、正極を軽くするこ
とができるという作用が生じる。なお、シリカ粒子の粒径は５０ｎｍ〜１００μｍの範囲
が望ましいが、これに限定されるものではない。この範囲よりも小さくなると、シリカ粒
子が凝集しやすくなるため、ニッケルおよび／またはニッケル合金で各粒子を被覆するこ
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とが難しくなり、この範囲よりも大きくなると、均一な厚みの被覆層を形成することが難
しくなったり、正極が厚くなりすぎて正極内で酸素が反応サイトへ至る移動の抵抗が大き
くなることがあるため、いずれも好ましくない。
【００２７】
また、本発明の正極は、被覆層がニッケル−リン合金であることを特徴とする。この構
成により、まずコア材料がシリカ粒子のような非導電性である場合、導電材に必要な電気
伝導性が付与されるという作用が生じる。また、コア材料が導電性、非導電性のいずれで
あるかに関わらず、ニッケル−リン合金は、耐アルカリ性と耐酸化性に優れ、かつ無電解
めっき法などにより、組成が均一で、緻密な被覆層を形成することができるので、被覆層
上へ担持される触媒に対する良好な電気的接続が可能になるとともに、触媒が被覆層上で
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安定に保持されるという作用が生じる。さらに、ニッケル−リン合金からなる被覆層は、
厚みを制御することが容易であり、必要な厚みの被覆層を一般に知られる方法によって形
成することが可能である。このため、この構成により、任意の粒径を有するコア材料に対
して、導電性、触媒の保持性、耐アルカリ性、耐酸化性を良好に保つために必要で、かつ
適した厚みの被覆層の形成が可能になるという作用が生じる。ニッケル−リン合金を形成
する方法としては、例えば、文献Ｅ、文献Ｈ、文献Ｊに開示されているような方法を用い
ることができるが、これらに限定されるものではない。
文献Ｊ：特開２０１４−１９４０６３号公報
【００２８】
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また、本発明の正極は、ニッケル被覆材料と混合された、ビスマスイリジウム酸化物お
よび／またはビスマスルテニウム酸化物からなる触媒をさらに備えたことを特徴とする。
ビスマスイリジウム酸化物とビスマスルテニウム酸化物はパイロクロア型の複合酸化物で
あり、その一般式はＢｉ２Ｉｒ２Ｏ７±ｚ、Ｂｉ２Ｒｕ２Ｏ７±ｚで表記される。これら
の酸化物を触媒とすることによって、以下の作用が得られる。
（Ａ）この触媒と導電材のニッケルとの間における電子的および化学的な相互作用によっ
て、酸素発生と酸素還元に対する高い触媒活性が得られ、正極内部における酸素発生と酸
素還元をいずれも円滑に進行させることができる。
（Ｂ）この触媒と導電材のニッケルとの組み合わせによって、正極で副反応として生じる
可能性があるニッケル自身の酸化や還元が抑制されることで、酸素発生・還元サイクルに
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対する耐久性を向上させることができる。
（Ｃ）この触媒と導電材は、湿式または乾式のいずれの方法でも撥水剤との混合、成形が
容易であり、特別な装置を用いず正極を製造することができる。
（Ｄ）白金などの高価な貴金属を触媒に用いないことから、これらに対して正極のコスト
を低減できる。
（Ｅ）鉛イリジウム酸化物のような他のパイロクロア型酸化物に対して、鉛のような有毒
成分を含まないため、空気二次電池の製造・使用・廃棄・処分において安全性が高くなる
。
（Ｆ）ビスマスイリジウム酸化物やビスマスルテニウム酸化物は、硝酸ビスマスのような
ビスマス化合物と塩化イリジウム酸または塩化ルテニウムのような化合物を出発原料とし
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、共沈法、逆均一沈殿法、逆ミセル法などのような、前駆体物質を合成してから加熱処理
するという簡単な方法で得られることから、正極を構成する活性の高い触媒を容易に得る
ことができる。なお、ビスマスイリジウム酸化物やビスマスルテニウム酸化物には、ビス
マス、イリジウム、ルテニウムの一部を他の元素で部分的に置換したものも当然ながら含
まれる。
【００２９】
また、本発明の正極は、ニッケル被覆材料と混合された、ポリテトラフルオロエチレン
からなる撥水剤をさらに備えたことを特徴とする。ポリテトラフルオロエチレンは、良好
な撥水性を有するとともに、３７０℃程度の比較的低い温度で軟化して形状を変化させる
ことができる。このため、この構成により、正極が複雑な内部構造を有する場合でも、空
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気中の酸素が侵入して反応の活性点までに到達できるような良好な経路が正極に付与され
るとともに、正極の作製時に触媒を担持した導電材同士が部分的に結着するという作用が
生じる。また、ポリテトラフルオロエチレンは、高濃度のアルカリ性水溶液や酸素発生反
応に対して極めて安定であり、耐アルカリ性や耐酸化性に優れている。このため、この構
成により、正極の充放電を繰り返した場合にも上記のような機能が保持されるという作用
が生じる。
【００３０】
また、本発明の正極の製造方法は、アルカリ性水溶液を電解質に用いる空気二次電池の
正極の製造方法であって、ニッケルよりも密度の小さいコア材料にニッケルおよび／また
はニッケル合金からなる被覆層を形成する被覆工程と、被覆工程で得られたニッケル被覆
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材料と触媒と撥水剤とを混合する混合工程と、混合工程で得られた混合物を成形する成形
工程と、成形工程で得られた成形体を加熱する加熱工程とを備え、混合工程において、撥
水剤と同じ材料からなる混練具で混合することを特徴とする。この構成により、ニッケル
被覆材料を導電材とし、この導電材上に触媒が担持され、これらが撥水剤とともに一体に
成形された空気二次電池用の正極を作製することができるとともに、混合時の圧力により
ニッケル被覆材料の被覆層が割れる、はがれる、クラックが入るなどして正極内で導電性
がない部分が生じるのを防止することができる。また、この構成により、ニッケル被覆材
料上に触媒を高分散で担持することが可能となり、さらに混合工程において混練具から混
練具の一部が混入したとしても、これが撥水剤と同じ材料であることで、正極で生じる酸
素の還元や酸素の発生が阻害されたり、触媒の活性が低下させられないという作用が生じ
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る。
【００３１】
また、本発明の正極の製造方法は、撥水剤がポリテトラフルオロエチレンであることを
特徴とする。さらに、本発明の正極の製造方法は、混合工程が、ニッケル被覆材料と触媒
とを混合する第１混合工程と、第１混合工程で得られた一次混合物と撥水剤とを混合する
第２混合工程とを含むことを特徴とする。さらに、本発明の正極の製造方法は、コア材料
がシリカ粒子であり、被覆層がニッケル−リン合金であることを特徴とする。
【００３２】
また、本発明の空気二次電池は、アルカリ性水溶液を電解質に用いる空気二次電池であ
って、正極と負極とを備え、正極が、前述の本発明のいずれかの正極であることを特徴と
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する。また、本発明の空気二次電池は、負極が、水素吸蔵合金、亜鉛、アルミニウム、鉄
、リチウム、マグネシウム、ナトリウムのいずれかを含むことを特徴とする。この構成に
より、正極はニッケルのみを成分とする導電材を用いた場合に比べて軽量でありながら、
前述のようなニッケルが有する優れた特性を付与したものとなり、これによって正極が軽
くなることで重量エネルギー密度が向上するとともに、正極のニッケル使用量が低減され
ることでコストが抑制され、空気二次電池のコストが低減されるという作用が生じる。ま
た、この構成により、正極が軽量化されることで、空気二次電池の出力密度も向上すると
いう作用が生じる。
【００３３】
ここで、負極に水素吸蔵合金を用いる空気二次電池では、水素吸蔵合金として、Ｌａ−

40

Ｎｉ系合金、Ｌａ−Ｎｄ−Ｎｉ系合金、Ｌａ−Ｇｄ−Ｎｉ系合金、Ｌａ−Ｙ−Ｎｉ系合金
、Ｌａ−Ｃｏ−Ｎｉ系合金、Ｌａ−Ｃｅ−Ｎｉ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ａｇ系合金、Ｌａ−
Ｎｉ−Ｆｅ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ｃｒ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ｐｄ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ｃ
ｕ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ａｌ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ｍｎ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ｉｎ系合金
、Ｌａ−Ｎｉ−Ｓｎ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ｇａ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金、Ｌａ−
Ｎｉ−Ｇｅ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ａｌ−Ｃｏ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ａｌ−Ｍｎ系合金、Ｌ
ａ−Ｎｉ−Ａｌ−Ｃｒ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ａｌ−Ｃｕ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ａｌ−Ｓｉ
系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ａｌ−Ｔｉ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ａｌ−Ｚｒ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−
Ｍｎ−Ｚｒ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ｍｎ−Ｔｉ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ｍｎ−Ｖ系合金、Ｌａ
−Ｎｉ−Ｃｒ−Ｍｎ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ｃｒ−Ｚｒ系合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ｆｅ−Ｚｒ系
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合金、Ｌａ−Ｎｉ−Ｃｕ−Ｚｒ系合金、Ｔｉ−Ｖ−Ｃｒ合金、Ｔｉ−Ｖ−Ｃｒ−Ｎｉ合金
、並びに、上記合金中のＬａ元素をミッシュメタルで置き換えた合金、また、Ｔｉ−Ｚｒ
−Ｍｎ−Ｍｏ系合金やＺｒ−Ｆｅ−Ｍｎ系合金、Ｍｇ−Ｎｉ系合金などのＴｉ、Ｆｅ、Ｍ
ｎ、Ａｌ、Ｃｅ、Ｃａ、Ｍｇ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｖ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｒ元素の２組以上の組合
せからなる合金などの水素吸蔵合金、さらには、Ｔｉ、Ｖ、Ｚｒ、Ｌａ、Ｐｄ、Ｐｔなど
の水素化物を形成する（水素吸蔵性を有する）金属、または上記合金や金属の水素化物（
水素を吸蔵した物質）、さらに構造的な分類からは、水素吸蔵合金に対して一般に使われ
るＡＢ５構造、Ａ２Ｂ７構造、ＡＢ２構造、ＢＣＣ構造、超格子構造などの各構造で表記
される合金などを用いることができるが、水素の吸蔵と放出が可能な材料であれば、特に
上記の組成に限定されるものではない。
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【００３４】
また、水素吸蔵合金、亜鉛、アルミニウム、鉄は、アルカリ性水溶液中でそのまま使用
することができる。一方、リチウム、マグネシウム、ナトリウムは水と激しく反応するた
め、これらの金属を負極に用いる場合は、それぞれの金属のイオンに対してイオン伝導性
を有する固体膜などを用いることにより、これらの金属とアルカリ性水溶液が直接接触し
ない構造とすることによって使用することができる。例えば、リチウムを負極に用いる場
合は、リチウムとアルカリ性水溶液に特許文献Ｋなどに開示されているようなリチウムイ
オン伝導性の固体膜などを用いることができる。
文献Ｋ：特開２０１４−２２９５７９号公報

20

【００３５】
さらに、本発明の空気二次電池では、アルカリ性水溶液を保持し、かつ正極と負極の短
絡を防止する機能を有する電解質保持体をさらに用いてもよい。このような電解質保持体
としては、アルカリ性水溶液を電解液に用いる電池、例えば、亜鉛／空気一次電池、ニッ
ケル／水素二次電池、アルカリ電池、アルカリマンガン電池、ニッケル／カドミウム電池
などで利用されている様々な電池セパレータの材料などを用いることができる。このよう
な材料は、例えば、文献Ｋ、文献Ｌ、文献Ｍ、文献Ｎ、文献Ｏ、文献Ｐ、文献Ｑなどに開
示されている。具体的な例としては、セロハンなどのイオン透過性フィルム、ポリプロピ
レンやポリエチレンなどのフィルム、ポリビニルアルコール系繊維、セルロース系繊維、
ポリアミド系繊維、ポリオレフィン系繊維、エチレン−ビニルアルコール系共重合体繊維
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を、単独、または混合、または積層してなる不織布、ＴｉＯ２、Ｋ２Ｔｉ６Ｏ１３、Ｚｒ
Ｏ２、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２またはＢＮなどの無機化合物を多孔性樹脂シートに充填した
複合膜、などが挙げられる。また、これらの材料については、極細繊維、芯鞘型複合繊維
、親水化処理を施したものなども用いられる。電解質保持体は、正極と負極を隔離し、電
解液を保持できる機能を有していればよく、したがってアルカリ性水溶液を保持した状態
でイオン伝導性またはイオン透過性を持ち、耐アルカリ性とアルカリ性水溶液に対する吸
液性を有するものであれば、特に上記に限定されるものではない。
文献Ｋ：特開平７−２７２７７１号公報
文献Ｌ：特開平１１−２９３５６４号公報
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文献Ｍ：特開２００７−１５４４０２号公報
文献Ｎ：特開２００７−２８４８４５号公報
文献Ｏ：特開２００９−２２４１００号公報
文献Ｐ：特公表２００９−５１６７８１号公報
文献Ｑ：特開２０１０−７０８７０号公報
【発明の効果】
【００３６】
本発明によれば、アルカリ性水溶液を電解質に用いる空気二次電池において放電時には
酸素の還元、充電時には酸素の発生を生じさせる正極であって、放電の際には正極内部に
酸素が侵入して反応サイトまで到達可能であり、充電の際には正極内部で発生した酸素が
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空気中に放出され、かつ放電・充電ともにアルカリ性水溶液中のＯＨ−とＯ２、Ｈ２Ｏと
の間で円滑な電子の受け渡しができるような反応サイトが提供されるとともに、電気化学
的な酸化や還元が生じ、かつアルカリ性水溶液に接する雰囲気でも耐アルカリ性や耐酸化
性に優れるとともに、従来のニッケル粉末やニッケル粒子を導電材に用いる場合に比べて
軽量である正極とその製造方法を提供することができることによって、正極が優れた充放
電サイクル特性を発揮し、電池全体の重量を軽量化することが可能となり、正極において
高い導電性と酸素還元・酸素発生に対する高い触媒性を同時に達成し、さらに任意の形状
の正極を低コストで得ることが可能になるという効果を有する。また、本発明によれば、
ニッケル粉末やニッケル粒子を導電材とする正極を用いた場合に比べて、重量エネルギー
密度が向上し、さらに電池重量が軽くなることで単位重量当たりの出力である出力密度も
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向上し、同じ電池容量の組電池や電池パックにおいて、より軽量でエネルギー密度や出力
密度の高く、かつ可燃性の有機電解液を持ちないことから安全性も高い組電池や電池パッ
クが可能になるという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】実施例１の正極で使用した導電材の表面の電子顕微鏡写真である。
【図２】実施例１の正極の外観写真である。
【図３】実施例１の正極の導電材上に担持された触媒の電子顕微鏡写真である。
【図４】実施例１と比較例２の正極の電極電位と酸素還元電流の関係を示すグラフである
20

。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
以下、本発明を実施例により具体的に説明する。なお、本発明はこれらの実施例に限定
されるものではない。
【００３９】
（実施例１）
Ｂｉ（ＮＯ３）３・５Ｈ２ＯとＨ２ＩｒＣｌ６・６Ｈ２Ｏを同じ濃度となるように７５
℃の蒸留水に溶解した後、攪拌・混合した。この溶液に７５℃で、１ｍｏｌ／ＬのＮａＯ
Ｈ水溶液を所定量滴下し、その後、酸素でバブリングしながら３日間攪拌した。これによ
って生じた沈殿物を含む溶液を８５℃で保持することにより蒸発・乾固させてペースト状
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とした。このペースト状のものを蒸発皿に移し、１２０℃、１２時間乾燥させてから乳鉢
で粉砕した後に、空気雰囲気中で６００℃、２時間焼成した。次に、焼成物中に含まれる
副生成物を除去するために、７０℃の蒸留水を用いて吸引ろ過し、パイロクロア型のビス
マスイリジウム酸化物を単離した。さらに、これを１２０℃、１２時間乾燥させた後に、
乳鉢を用いて粉砕してビスマスイリジウム酸化物粒子を得た。Ｘ線回折法により分析した
結果、得られた酸化物は、Ｂｉ２Ｉｒ２Ｏ７−ｚで示される酸素欠損型ビスマスイリジウ
ム酸化物であり、ＳＥＭによる観察から粒径は２０ｎｍ〜１００ｎｍであった。これを触
媒として用いた。
【００４０】
無電解めっき法により、シリカ粒子（粒径：４μｍ〜４０μｍ，平均粒径約１１μｍ）
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の表面をニッケル−リン合金（ニッケル：リンの平均組成７９：２１ａｔ．％，厚さ１５
０ｎｍ〜２５０ｎｍ）で被覆した材料を導電材とした。この導電材の表面を走査型電子顕
微鏡で観察したところ図１の結果が得られた。
【００４１】
上記の導電材と触媒をポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）製の乳鉢と乳棒を用い
て混合した。この混合物に撥水剤となるＰＴＦＥの懸濁液（ダイキン工業製，Ｄ−２１０
Ｃ，ＰＴＦＥ粒子の平均粒径２２０ｎｍ）を加えて、ＰＴＦＥ製の乳鉢と乳棒でさらに混
合した混合物を得た。この際、混合物中の導電材と触媒とＰＴＦＥ粒子の重量比は４４：
３７：１９であった。この混合物をロールプレス機で薄板状に伸ばしたのち、集電体とな
るニッケル網とともに再びロールプレス機で成形した。その後、窒素雰囲気中３７０℃で
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１３分間熱処理して正極を作製した。得られた正極の寸法は４３ｍｍ×４５ｍｍ×０．２
７ｍｍであり、重量はニッケル網を含む全重量で１．７９ｇ、ニッケル網を除いた重量で
０．７４ｇであった。このようにして得られた正極は図２に示したような外観であり、走
査型電子顕微鏡でその表面を観察したところ、導電材上に担持された触媒の様子が図３の
ように見られた。このように触媒は、導電材のニッケル−リン合金からなる被覆層の上に
分散して担持されていた。また、この正極の導通を市販のテスターで調べた結果、良好な
導通があることを確認した。
【００４２】
この正極の特性を３電極式電気化学セルと電気化学測定装置を用いて評価した。電気化
学セルでは、正極を所定のＰＴＦＥ製ホルダーに配置し、ニッケル網の側が空気に接する
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ように、反対側はアルカリ性水溶液に接するように配置した。アルカリ性水溶液には６ｍ
ｏｌ／ＬのＫＯＨ水溶液を用いた。また、この水溶液には対極として白金板を浸漬した。
さらに６ｍｏｌ／ＬのＫＯＨ水溶液の水銀／酸化水銀電極を参照電極として使用し、この
参照電極と正極が接しているＫＯＨ溶液とは、液絡によって接続した。参照電極に対する
正極の電位を５ｍＶ／ｓの走査速度で変えながら電流を測定するサイクリックボルタメト
リーで、酸素還元電流と正極の電極電位の関係を室温で測定した。その結果、図４に示し
たような酸素還元電流と電位の関係が得られた。
【００４３】
（比較例１）
ＰＴＦＥ製の乳鉢と乳棒ではなく、メノウ製の乳鉢と乳棒を用いたことを除いて、実施

20

例１と同じ方法で比較例１の正極を作製した。比較例１の正極は、図１と同様に薄板状に
形成されたものであったが、テスターで調べた結果、導通がないことが判った。また、正
極の表面を走査型電子顕微鏡で観察したが、導通がないため、電子顕微鏡写真を得ること
はできなかった。また、実施例１と同じ方法で特性の評価を試みたが、正極の抵抗が大き
く、測定自体ができなかった。これらの理由として、正極を作製している過程で、ニッケ
ル−リン合金からなる被覆層が割れたり、はがれたり、クラックが入るなどして、導電材
の間で電気的な接触ができなかったことが推察される。
【００４４】
実施例１と比較例１の比較から、本発明の正極の製造方法によって、ニッケル被覆材料
からなる導電材と、その表面に担持された触媒粒子と、これらと混合された撥水剤とを備
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えた、空気二次電池用の正極が作製できることが判った。
【００４５】
（比較例２）
導電材にニッケル粉末（粒径：１０μｍ〜２０μｍ）を用いたことと、導電材と触媒と
ＰＴＦＥの重量比を７０：２０：１０にしたことを除いて、実施例１と同じ方法で比較例
２の正極を作製した。得られた正極の寸法は４３ｍｍ×４５ｍｍ×０．２５ｍｍであり、
重量はニッケル網を含む全重量で２．４４ｇ、ニッケル網を除いた重量で１．４１ｇであ
った。比較例２の正極は、図１と同様に薄板状に形成されたものであり、テスターで調べ
た結果、良好な導通があることを確認した。この正極の特性を実施例１と同じ方法で評価
した。その結果、図４に示したような酸素還元電流と電位の関係が得られた。
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【００４６】
実施例１と比較例２の正極を比較すると、実施例１は比較例２に対して全重量が２７％
小さくなり、集電体であるニッケル網を除いた重量では４８％小さくなり、本発明のニッ
ケル被覆材料を導電材に用いることで正極が軽量化できることが判った。また、図４の結
果から、実施例１の正極は比較例２の正極に比べて同じ電位での酸素還元電流が大きく、
触媒活性が高いことも判った。
【００４７】
（実施例２）
実施例１の正極と、この正極とほぼ同じサイズの水素吸蔵合金負極（容量約１．７Ａｈ
）と、電解質保持体であるポリプロピレン製不織布に６ｍｏｌ／ＬのＫＯＨ水溶液を含浸
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させたものを、ＰＴＦＥ製容器の下から負極、不織布、正極の順に配置し、正極は集電体
側を空気に接するようにして水素／空気二次電池を作製した。この二次電池は充放電が可
能であり、室温において１００ｍＡでの放電における重量エネルギー密度は１２６Ｗｈ／
ｋｇであった。
【００４８】
（比較例３）
比較例２の正極を用いたことを除いて、実施例２と同じように水素／空気二次電池を作
製した。この二次電池は充放電が可能であり、１００ｍＡの放電における重量エネルギー
密度は１０６Ｗｈ／ｋｇであった。
10

【００４９】
実施例２と比較例３の比較から、本発明の水素／空気二次電池では、本発明の正極を用
いたことによって、約１９％も重量エネルギー密度を向上できることが判った。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
本発明の空気二次電池用の正極および空気二次電池は、充放電特性に優れ、エネルギー
密度が高く、電解質に水溶液を用いることから安全性も高いことから、パソコン、携帯電
話、携帯音楽プレーヤー、携帯ビデオプレーヤー、携帯書籍端末などのモバイル機器の電
源、電気自動車、ハイブリッド自動車、電動バイク、電動自転車、ショベルカーなどの電
動作業機械や電動建設機械などの動力用または補助用電池、自動車用、家庭用、業務用、
産業用の燃料電池の電力貯蔵用・出力調整用電池、太陽光発電、風力発電、水力発電、原
子力発電などの電力貯蔵・出力調整用電池などに用いることができる。

【図１】

【図３】

【図２】

【図４】
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