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(57)【要約】
【課題】例えば金属空気電池等に用いることができ、酸
化還元活性に優れ、柔軟な設計が可能な新たな触媒物質
を備える電極を提供すること。
【解決手段】本発明に係る電極は、鉄元素を含む第１触
媒と、コバルト元素及び／又はニッケル元素を含む第２
触媒と、を備え、第１触媒と、第２触媒とが、互いに離
間して配置される。第１触媒と、第２触媒とが、共通の
電解液溶液に浸漬されて用いられることが好ましい。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
鉄元素を含む第１触媒と、コバルト元素及び／又はニッケル元素を含む第２触媒と、を
備え、
前記第１触媒と、前記第２触媒とが、互いに離間して配置される、
電極。
【請求項２】
前記第１触媒と、前記第２触媒とが、共通の電解質溶液に浸漬されて用いられる、
請求項１に記載の電極。
【請求項３】
酸素発生反応のための
請求項１又は２に記載の電極。
【請求項４】
金属空気電池における正極反応のための
請求項１又は２に記載の電極。
【請求項５】
請求項１又は２に記載の電極を正極として含む
金属空気電池。
【請求項６】
電解質として、電解質溶液をさらに含み、
前記第２触媒の近傍から前記第１触媒の近傍に向けて前記電解質溶液を流動させる流動
機構をさらに備える、
請求項５に記載の金属空気電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、電極及び金属空気電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
電気自動車（ＥＶ）の更なる普及には、ガソリン自動車並の航続距離を実現する高エネ
ルギー密度蓄電池の開発が必要不可欠である。現在、現状のリチウムイオン二次電池を超
える「革新型蓄電池」の一つとして、金属空気電池が注目を集めている。金属空気電池と
は、負極活物質として亜鉛等の金属、正極活物質として空気中の酸素を用いる二次電池を
いう。このような金属空気電池は、非常に高い理論エネルギー密度を達成する可能性があ
る。金属空気電池、特に金属として亜鉛を用いた亜鉛空気電池は、国内外の研究機関で古
くから研究開発が行われているが（例えば、非特許文献１、２）、現在のところ、本格的
な実用化には至っていない。
【０００３】
ところで、金属空気電池の空気極では、放電時には酸素（活物質）の４電子還元反応に
より水酸化物イオンが生成し、一方で、充電時には水酸化物イオンの４電子酸化反応によ
り酸素が発生する。これら４電子の授受を伴う酸素還元反応（以下、「ＯＲＲ」というこ
ともある。）及び酸素発生反応（以下、「ＯＥＲ」ということもある。）は、速度論的に
非常に遅い反応であることから充放電時に大きな過電圧が生じるため、ＯＲＲ／ＯＥＲを
促進し得る高活性触媒が必要である。
【０００４】
具体的に、金属空気電池の各電極における充電反応及び放電反応は、以下の（１）〜（
４）式のとおりである。なお、（１）〜（４）式においては、便宜のため、負極として亜
鉛を用いた例を示している。
（正極）
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充電反応（酸素発生反応）：４ＯＨ →Ｏ２＋２Ｈ２Ｏ＋４ｅ
・・・（１）
−
−
放電反応（酸素還元反応）：Ｏ２＋２Ｈ２Ｏ＋４ｅ →４ＯＨ
・・・（２）
（負極）
−
−
充電反応：ＺｎＯ＋Ｈ２Ｏ＋２ｅ →Ｚｎ＋２ＯＨ
・・・（３）
−
−
放電反応：Ｚｎ＋２ＯＨ →ＺｎＯ＋Ｈ２Ｏ＋２ｅ
・・・（４）
【０００５】
ここで、金属空気電極においては、電解液として高濃度ＫＯＨ水溶液の強アルカリ水溶
液等を用いて、上記（１）、（４）式に関与する水酸化物イオンを供給する。そして、正
極触媒は強アルカリ水溶液に浸漬されるため、優れた化学的安定性（特に、アルカリ耐久
性）が求められる。
【０００６】
正極触媒として、白金、酸化ルテニウム、酸化イリジウム等の貴金属系触媒が高いＯＲ
Ｒ／ＯＥＲ活性を示すことが知られている。しかしながら、これらに含まれる貴金属は稀
少で高価であることから自動車用蓄電池等の大規模な実用化は困難である。したがって、
遷移金属等、資源的に豊富な元素を主成分とする汎用的な高性能ＯＲＲ／ＯＥＲ活性を示
す正極触媒の開発が強く望まれている。
【０００７】
近年では、正極触媒として、ペロブスカイト（ＡＢＯ３）型遷移金属酸化物の開発が進
められている。これまで、ペロブスカイトＡＢＯ３構造における六配位（ＢＯ６）八面体
のＢサイトのエネルギー準位がｔ２ｇ及びｅｇに分裂した際、ｅｇ電子数が１でＯＲＲ／
ＯＥＲ活性が極大となることが報告されている（例えば、非特許文献３、４）。このよう
に正極触媒として、これまでＢＯ６八面体配位構造を有するペロブスカイト型酸化物が主
として研究されてきたが、他の金属−酸素配位構造を持つ化合物群については殆ど研究さ
れておらず、それら以外に有用な材料は見出されていない。
【０００８】
一方で、金属空気電池には、上述した電気自動車以外にも、正極について柔軟な設計が
可能となれば多数の分野への応用が拓ける可能性もある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Ｆ．Ｃｈｅｎｇ，Ｊ．Ｃｈｅｎ，Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．Ｒｅｖ．，４１，
２１７２−２１９２（２０１２）．
【非特許文献２】Ｙ．Ｌｉ，Ｈ．Ｄａｉ，Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．Ｒｅｖ．４３，５２５７−
５２７５（２０１４）．
【非特許文献３】Ｊ．Ｓｕｎｔｉｖｉｃｈ，Ｈ．Ａ．Ｇａｓｔｅｉｇｅｒ，Ｎ．Ｙａｂｕ
ｕｃｈｉ，Ｈ．Ｎａｋａｎｉｓｈｉ，Ｊ．Ｂ．Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ，Ｙ．Ｓ．−Ｈｏｒ
ｎ，Ｎａｔ．Ｃｈｅｍ．，３，５４６−５５０（２０１１）．
【非特許文献４】Ｊ．Ｓｕｎｔｉｖｉｃｈ，Ｋ．Ｊ．Ｍａｙ，Ｈ．Ａ．Ｇａｓｔｅｉｇｅ
ｒ ， Ｊ ． Ｂ ． Ｇ ｏ ｏ ｄ ｅ ｎ ｏ ｕ ｇ ｈ ， Ｙ ． Ｓ ． − Ｈ ｏ ｒ ｎ ， Ｓ ｃ ｉ ｅ ｎ ｃ ｅ ， ３ ３ ４ ,１
３８３−１３８５（２０１１）．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
本発明は、以上のような実情に鑑みてなされたものであり、例えば金属空気電池等に用
いることができ、酸化還元活性に優れ、柔軟な設計が可能な新たな触媒物質を備える電極
を提供することを目的とするものである。
【００１１】
本発明者らは、上述した課題を解決するために鋭意検討を重ねた。その結果、酸素発生
反応における触媒材料として、鉄元素を含む第１触媒と、コバルト元素及び／又はニッケ
ル元素を含む第２触媒と、を備え、第１触媒と第２触媒とを有する電極が触媒活性に優れ
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、しかもそれら２種の触媒を離間しても優れた触媒活性を有すること、及びこのように２
種の触媒を離間させることで柔軟に電極の構成を設計できることを見出し、本発明を完成
するに至った。具体的に、本発明は、以下のものを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
（１）本発明の第１の発明は、鉄元素を含む第１触媒と、コバルト元素及び／又はニッ
ケル元素を含む第２触媒と、を備え、前記第１触媒と、前記第２触媒とが、互いに離間し
て配置される、電極である。
【００１３】
（２）本発明の第２の発明は、第１の発明において、前記第１触媒と、前記第２触媒と
が、共通の電解質溶液に浸漬されて用いられる、電極である。
【００１４】
（３）本発明の第３の発明は、第１又は第２の発明において、酸素発生反応のための電
極である。
【００１５】
（４）本発明の第４の発明は、第１又は第２の発明において、金属空気電池における正
極反応のための電極である。
【００１６】
（５）本発明の第５の発明は、第１又は第２の発明に係る電極を正極として含む金属空
気電池である。
【００１７】
（６）本発明の第６の発明は、第５の発明において、電解質として、電解質溶液をさら
に含み、前記第２触媒の近傍から前記第１触媒の近傍に向けて前記電解質溶液を流動させ
る流動機構をさらに備える、金属空気電池である。
【発明の効果】
【００１８】
本発明によれば、例えば金属空気電池等に用いることができ、酸化還元活性に優れ、柔
軟な設計が可能な新たな触媒物質を備える電極を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係る空気金属電池の断面図である。
【図２】実施例で用いた回転リングディスク電極の模式図であり、（ａ）は回転リングデ
ィスク電極の中心軸を含む縦断面図、（ｂ）は回転リングディスク電極の上面図である。
【図３】（ａ）コバルトディスク電極／鉄リング電極のＯＥＲにおける電流密度−電位曲
線図である。（ｂ）コバルトディスク電極／鉄リング電極のＯＥＲにおけるＴａｆｅｌプ
ロットである。
【図４】第２サイクルのみ同期した場合の全５サイクルのコバルトディスク電極／鉄リン
グ電極の鉄のＯＥＲにおける電流密度−電位曲線図である。
【図５】（ａ）鉄ディスク電極／コバルトリング電極のＯＥＲにおける電流密度−電位曲
線図である。（ｂ）鉄ディスク電極／コバルトリング電極のＯＥＲにおけるＴａｆｅｌプ
ロットである。
【図６】（ａ）ニッケルディスク電極／鉄リング電極のＯＥＲにおける電流密度−電位曲
線図である。（ｂ）ニッケルディスク電極／鉄リング電極のＯＥＲにおけるＴａｆｅｌプ
ロットである。
【図７】（ａ）鉄ディスク電極／ニッケルリング電極のＯＥＲにおける電流密度−電位曲
線図である。（ｂ）鉄ディスク電極／ニッケルリング電極のＯＥＲにおけるＴａｆｅｌプ
ロットである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
以下、本発明の具体的な実施形態について詳細に説明する。なお、本発明は、以下の実
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施形態に限定されるものではなく、本発明の目的の範囲内において適宜変更を加えて実施
することができる。
【００２１】
＜１．電極＞
本実施形態に係る電極は、鉄元素を含む第１触媒と、コバルト元素及び／又はニッケル
元素を含む第２触媒と、を備え、第１触媒と、第２触媒とが、互いに離間して配置される
。このような電極において、第１触媒及び第２触媒は、電極触媒として作用するものであ
る。そして、このような電極は高い触媒活性、特に、金属空気電池における正極反応にお
いて高いＯＥＲ活性及びＯＲＲ活性を有する。
【００２２】
上述した電極が高いＯＥＲ活性及びＯＲＲ活性を有する理由は必ずしも明らかではなく
、また、必ずしもここに示すメカニズムを経由するか否かは明らかではないが、本発明者
らは以下のように考えている。
【００２３】
上記（１）式の酸素発生反応は、以下の（１−１）式及び（１−２）式の２つの素反応
式に分解されると考えられる。すなわち、これらの素反応のいずれもが進行してはじめて
、（１）式の酸素発生反応が進行する。なお、以下においては、便宜上、これら（１−１
）式及び（１−２）式の反応をそれぞれ「酸素発生第１素反応」及び「酸素発生第２素反
応」と呼ぶ。
−
−
−
酸素発生第１素反応：３ＯＨ →ＨＯ２ ＋Ｈ２Ｏ＋２ｅ
・・・（１−１）
−
−
−
酸素発生第２素反応：ＨＯ２ ＋ＯＨ →Ｏ２＋２Ｈ２Ｏ＋２ｅ
・・・（１−２
）
【００２４】
３＋
鉄イオン（Ｆｅ
）は、酸素発生第１素反応に活性を有しないが、酸素発生第２素反
２＋
３＋
応に極めて高い触媒活性を有する。一方で、コバルトイオン（Ｃｏ
，Ｃｏ
）又は
２＋
３＋
ニッケルイオン（Ｎｉ
，Ｎｉ
）は、酸素発生第１素反応及び酸素発生第２素反応
のいずれにも高い触媒活性を有する。したがって、これら２つの触媒を組み合わせること
で、酸素発生第１素反応に際しては、コバルトイオンやニッケルイオンの高い触媒活性が
寄与し、酸素発生第２素反応に際しては、鉄イオンの非常に高い触媒活性が寄与するもの
と考えられる。
【００２５】
そして、本発明者らはこのような電極触媒において、単に電解質溶液を介して鉄イオン
とコバルトイオン又はニッケルイオンとが共存していればよく、鉄元素と、コバルト元素
又はニッケル元素との間に生じる何らかの相互作用（例えば鉄元素とコバルト元素やニッ
ケル元素とが複合して特定の結晶構造を構成する等）は一切必要ない。したがって、鉄元
素とコバルト元素又はニッケル元素とを複合して、例えば合金化や複合酸化物化するため
の合成を行う必要はなく、安価な鉄化合物等やコバルト化合物等又はニッケル化合物等を
採用し得る。また、第１触媒及び第２触媒それぞれを離間して配置させることができるこ
とから、単一化合物を用いる従来の電極と比較して、より自由で柔軟な電極構造の設計が
可能となる。
【００２６】
第１触媒及び第２触媒の性状は、固体状であれば特に限定されず、粉末状、棒状、板状
、筒状、塊状等であってよい。ただし、第１触媒及び第２触媒に、液体状及び溶液状のも
のは包含されない。なお、第２触媒において、コバルト化合物及びニッケル化合物が混合
、複合し、又はコバルト元素及びニッケル元素が合金や複合酸化物等を形成しているもの
を用いることもできる。
【００２７】
第１触媒に含まれる鉄元素の状態としては、特に限定されず、例えば、金属鉄、塩化鉄
、硝酸鉄、酸化鉄、水酸化鉄等（鉄化合物等」ということがある。）あらゆる状態のもの
を用いることもできる。当該第１触媒を用いて電池を構成する場合には、その電池の通電
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等により、第１触媒に含まれる鉄イオンの価数を制御することができるためである。以上
の鉄化合物等は、１種を単独で用いることができ、また複数種を組み合わせて用いること
ができる。また、第１触媒は、コバルト元素及びニッケル元素以外のあらゆる元素を含ん
でいてもよい。第１触媒にはコバルト元素及びニッケル元素が含まれないが、第１触媒の
質量に対し５質量％以下、好ましくは１質量％以下、より好ましくは０．５質量％以下、
さらに好ましくは０．１質量％以下、特に好ましくは０．０５質量％以下の不可避的不純
物として、コバルト元素及びニッケル元素を含む（合計量）ことができる。また、第１触
媒が、第２触媒とともに電解質溶液に浸漬して使用される場合には、これにより第２触媒
がその表面に付着し得るが、このようにして意図せずに付着したコバルト元素やニッケル
元素までを排除するものではない。
【００２８】
第２触媒に含まれるコバルト元素の状態としては、特に限定されず、例えば、金属コバ
ルト、塩化コバルト、硝酸コバルト、酸化コバルト、水酸化コバルト等（「コバルト化合
物等」ということがある。）あらゆる状態のものを用いることができる。当該第２触媒を
用いて電池を構成する場合には、その電池の通電等により、第２触媒に含まれるコバルト
イオンの価数を制御することができるためである。以上のコバルト化合物等は、１種を単
独で用いることができ、また複数種を組み合わせて用いることもできる。また、第２触媒
は、鉄元素以外のあらゆる元素を含んでいてもよい。第２触媒には鉄元素が含まれないが
、第２触媒の総質量に対し５質量％以下、好ましくは１質量％以下、より好ましくは０．
５質量％以下、さらに好ましくは０．１質量％以下、特に好ましくは０．０５質量％以下
の不可避的不純物として、鉄元素を含むことができる。また、第２触媒が、第１触媒とと
もに溶液に浸漬して使用される場合には、これにより第１触媒がその表面に付着し得るが
、このようにして意図せずに付着した鉄元素までを排除するものではない。
【００２９】
第２触媒に含まれるニッケル元素の状態としては、特に限定されず、例えば、金属ニッ
ケル、塩化ニッケル、硝酸ニッケル、酸化ニッケル、水酸化ニッケル等（「ニッケル化合
物等」ということがある。）あらゆる状態のものを用いることができる。当該第２触媒を
用いて電池を構成する場合には、その電池の通電等により、第２触媒に含まれるニッケル
イオンの価数を制御することができるためである。以上のニッケル化合物等は、１種を単
独で用いることができ、また複数種を組み合わせて用いることもできる。また、第２触媒
は、鉄元素以外のあらゆる元素を含んでいてもよい。
【００３０】
また、第１触媒及び第２触媒の具体的な組み合わせも特に限定されず、本実施形態の電
極が、第１触媒及び第２触媒のあらゆる組み合わせ（特に、上述した第１触媒として用い
ることができる具体的な鉄化合物等と、第２触媒として用いることができる具体的なコバ
ルト化合物等やニッケル化合物等のあらゆる組み合わせ）を包含することができる。
【００３１】
ここで、「離間」とは、第１触媒及び第２触媒の固体部分が直接接触せずに一定の間隔
を隔てて存在することを意味している。第１触媒及び第２触媒は、それらの一部が、例え
ば筐体や壁等によって区画されていてもよいが、少なくとも一部は、両者が共通した電解
質溶液に浸漬されていることを要する。
【００３２】
なお、電解質溶液としては、この電極の各用途に適したものを適宜選択することができ
る。具体的に、金属空気電極の場合にはアルカリ水溶液を用い、光触媒反応やＣＯ２の電
気化学的還元の場合には中性又はその付近の水溶液を用いることができる。
【００３３】
第１触媒に含まれる鉄元素と第２触媒に含まれるコバルト及び／又はニッケルの含有量
の比（Ｆｅ：Ｃｏ及びＮｉの合計量）としては、特に限定されないが、モル比で０．０１
：０．９９〜０．９９：０．０１であることが好ましく、０．０５：０．９５〜０．９５
：０．０５であることがより好ましい。なお、鉄元素の含有量と、コバルト元素及びニッ
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ケル元素の合計含有量との比（Ｆｅ：Ｃｏ及びＮｉの合計量）についての「Ａ：Ｂ〜Ｃ：
Ｄ」（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄは任意の数）とは、鉄元素の含有量がＡ以上Ｃ以下の範囲、コバル
ト元素及びニッケル元素の合計含有量の比がＤ以上Ｂ以下の範囲で且つ鉄元素とコバルト
元素とニッケル元素との和が１となる比をいう。また、鉄元素の含有量とコバルト元素及
びニッケル元素の合計含有量との比は、第１触媒及び第２触媒それぞれを酸溶液に溶解さ
せ、その溶液についてＩＣＰ発光分光分析を行うことにより算出する。
【００３４】
さて、電極触媒の触媒能の指標として、Ｔａｆｅｌ勾配が用いられることがある。この
Ｔａｆｅｌ勾配は、電流を１桁変えるために要する電圧であり、この値が小さいほど電極
触媒としての性能が高い。従来用いられているＣｏ系ペロブスカイトを用いた正極触媒の
−１
酸素発生反応のＴａｆｅｌ勾配は約６０ｍＶ・ｄｅｃ
であるが、本実施形態の第１触
媒及び第２触媒の２種の電極触媒を組み合わせた電極においては、最小で、この６０ｍＶ
−１
・ｄｅｃ
を下回る優れた触媒活性を示す。
【００３５】
本発明の電極は、上述した第１電極及び第２電極を備えるものであれば、本発明の効果
を損なわない範囲において、他の材料を含むことができる。具体的には、導電助剤、接着
剤、プロトン伝導体等の各種材料を含むことができる。導電助剤としては、例えば、グラ
ファイト（カーボンブラック）等を用いることができる。また、接着剤及びプロトン伝導
体としては、ナフィオン（登録商標）を用いることができる。なお、触媒は、本発明の効
果を損なわない範囲において、不純物を含むこともできる。
【００３６】
このように、上述した電極は、酸素発生反応及び酸素還元反応の触媒能に優れる。特に
、酸素発生反応の触媒能に極めて優れ、貴金属触媒ＲｕＯ２をも凌駕する触媒能を示し得
る。以上では、主として空気金属電池の正極としての用途について説明したが、本発明の
電極は、空気電池における酸素発生反応触媒や酸素還元反応触媒用の電極に限られず、他
の酸素発生反応触媒や酸素還元反応触媒用の電極として用いることができる。なお上述し
たとおり、本発明の電極は、特に酸素発生反応用電極として高い触媒活性を有している。
また、酸素発生反応用電極のみ、又は酸素還元反応用電極のみに用いることもでき、酸素
発生反応及び酸素還元反応用電極両方に用いることもできる。具体的な用途としては、例
えば、酸素発生反応用電極として、水を分解して水素を製造する光触媒の助触媒、ＣＯ２
の電気化学的還元、水のアルカリ電解、電解めっき、電気防食等にも用いることができる
。
【００３７】
＜２．正極＞
本実施の形態に係る正極は、上述した第１触媒及び第２触媒を活物質として、それぞれ
離間した構成で備えることを特徴とするものである。
【００３８】
第１触媒及び第２触媒の配置としては、第１触媒及び第２触媒が離間していれば特に限
定されない。
【００３９】
正極には、本発明の効果を損なわない範囲において、他の材料を含むことができる。具
体的には、導電助剤、接着剤、プロトン伝導体等の各種材料を含むことができる。導電助
剤としては、例えば、グラファイト（カーボンブラック）等を用いることができる。また
、接着剤及びプロトン伝導体としては、ナフィオン（登録商標）を用いることができる。
【００４０】
＜３．金属空気電池＞
本実施の形態に係る金属空気電池は、上述した正極触媒を備えることを特徴とするもの
である。そして、このような金属空気電池は、充放電特性が高く、また、耐久性が高い。
【００４１】
以下、具体的な金属空気電池の構成を、図を用いて説明する。図１は、本発明の一実施
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形態に係る空気金属電池の断面図である。金属空気電池１０は、上述した正極触媒を備え
てなる正極１と、負極２と、電解質３とを備える。そして、正極１は、第１触媒を備える
第１正極１１と、第２触媒を備える第２の正極１２とからなるものであり、第１正極１１
と、第２正極１２とは、空間を隔てて離間しており、且つ第１触媒及び第２触媒は相互に
接触していないが、それらの一部はいずれも電解質３に浸漬している。
【００４２】
この金属空気電池１０において、第１正極１１及び第２正極１２は、それぞれ負極２と
、電解質３を隔てて対向するように配置されている。
【００４３】
図示しないが、一実施形態において、第１正極１１及び第２正極１２のそれぞれは、正
極触媒層（第１正極１１では第１触媒層、第２正極では第２触媒層）及びガス拡散層によ
り構成されている。ここで、正極触媒層はガス拡散層の電解質３側に、ガス拡散層は電解
質と反対側にそれぞれ形成されている。なお、ガス拡散層は必須の態様ではない。
【００４４】
正極触媒層は、上述したとおり、第１正極１１では第１触媒、第２正極では第２触媒を
備えて構成される。正極触媒層は、例えば、担体や後述するガス拡散層上に、スラリーコ
ート法、スプレーコート法、焼成法等の方法によって形成することができる。
【００４５】
ガス拡散層としては、導電性と通気性を併せ持つ材料であれば特に限定されず、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、金属メッシュ等を用いること
ができる。
【００４６】
負極２は、アルカリ金属、アルカリ土類金属、第一遷移金属、亜鉛及びアルミニウムか
ら選ばれる元素を含む負極活物質を含有する負極層で構成されている。アルカリ金属とし
ては、例えば、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ等が挙げられる。アルカリ土類金属としては、例えば、Ｍ
ｇ、Ｃａ等が挙げられる。第一遷移金属としては、例えば、Ｆｅ、Ｔｉ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｃ
ｕ、Ｍｎ、Ｃｒ等が挙げられる。負極活物質としては、上述した元素から構成される金属
、合金及び化合物等を用いることができる。負極活物質として用いることができる化合物
としては、具体的には、上述した元素の酸化物、窒化物、炭酸塩等が挙げられる。
【００４７】
電解質３は、電解質溶液であって、例えばＫＯＨ水溶液、ＮａＯＨ水溶液、ＬｉＯＨ水
溶液等、アルカリ水溶液等を用いることができる。この電解質溶液のアルカリの濃度とし
−
ては、特に限定されず、例えば、水酸化物イオンの濃度（［ＯＨ ］）が、１〜１０ｍｏ
ｌ／Ｌ以上であることが好ましい。
【００４８】
図示しないが、一実施形態において、正極１と負極２が接触して短絡することを防ぐた
めに、正極と負極の間に（例えば、電解質３を隔てるようにして）セパレータを備えるこ
とができる。
【００４９】
セパレータとしては、電解質の移動（透過）が可能な絶縁材料であれば特に限定されず
、例えば、ポリオレフィン、フッ素樹脂等の樹脂からなる不織布又は多孔質膜を用いるこ
とができる。樹脂としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリテトラフルオ
ロエチレン、ポリフッ化ビニリデンが挙げられる。電解質が水溶液である場合には、これ
らの樹脂は、親水性化して用いることもできる。
【００５０】
電解質３として、アルカリ金属等陽性な金属を含む水溶液を用いる場合、電解質として
、水系電解液と金属負極を直接接触させることができず、負極２側については有機電解液
を介する必要がある。この場合、例えば、正極１と負極２の間を固体電解質にて隔て、正
極１側に水系電解液、負極２側に有機電解液を配置することができる。
【００５１】
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電解質３としては、上述したとおり、例えばアルカリ水溶液を用いることができるが、
この場合、第２触媒の近傍から第１触媒の近傍に向けてアルカリ水溶液を流動させる流動
機構をさらに備えることが好ましい。上述したとおり、第２触媒は、（１−１）式の酸素
発生第１素反応に活性を示す。一方、第２触媒は、（１−１）式の酸素発生第１素反応に
活性を示さないが、（１−２）式の酸素発生第２素反応に高い活性を示す。したがって、
アルカリ水溶液を流動させて、第２触媒近傍で発生した（１−１）式の酸素発生第１素反
−
応で生成した活性化学種ＨＯ２ を、第１触媒近傍に積極的に移送することで、第１触媒
が有する極めて優れた酸素発生第２素反応に対する活性を効率的に得ることができる。
【００５２】
このような金属空気電池の形状（ケースの形状）としては、特に限定されるものではな
く、例えば、コイン型、ボタン型、シート型、積層型、円筒型、偏平型、角型等の形状の
ものを用いることができる。
【実施例】
【００５３】
以下、実施例を示して本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は、これらの実施例に
何ら限定されるものではない。
【００５４】
＜試料の作製＞
〔電極構造〕
ＢＡＳ社の回転リングディスク電極を用いて触媒試料を作製した。以下、図を用いて具
体的に説明する。図２は、実施例で用いた回転リングディスク電極の模式図であり、図２
（ａ）は回転リングディスク電極の中心軸を含む縦断面図、図２（ｂ）は回転リングディ
スク電極の上面図である。この回転リングディスクは、直径４ｍｍφのガラス状カーボン
からなるディスク電極を中心として、その周囲にこれと同心円上に、厚さ０．５ｍｍの円
筒状のテフロン（登録商標）スペーサーと、厚さ１ｍｍのリング電極と、厚さ２．５ｍｍ
の円筒状のＰＥＥＫ（Ｐｏｌｙ Ｅｔｈｅｒ Ｅｔｈｅｒ Ｋｅｔｏｎｅ）筒とをこの順
に配置して構成されるものである。
【００５５】
〔正極触媒〕
以下に示す方法により、正極触媒としての試料を作製した。原料としては、以下のもの
を用いた。なお、Ｆｅ（ＮＯ３）３、Ｃｏ（ＮＯ３）２、Ｎｉ（ＮＯ３）２、ＫＯＨは純
水に溶解させてそれぞれの濃度に調整して用いた。ＮＨ３水は純水で濃度を調整して用い
た。
Ｆｅ源：Ｆｅ（ＮＯ３）３・９Ｈ２Ｏ（純度９９．９％，富士フイルム和光純薬株式会
社）
Ｃｏ源：Ｃｏ（ＮＯ３）２・６Ｈ２Ｏ（純度９９．９％，株式会社高純度化学研究所）
Ｎｉ源：Ｎｉ（ＮＯ３）２・６Ｈ２Ｏ（純度９９．９５％，関東化学株式会社）
ＯＨ源：ＮＨ３水（純度２８％，富士フイルム和光純薬株式会社）
ＫＯＨ（純度８５％，富士フイルム和光純薬株式会社）
【００５６】
（鉄触媒：第１触媒）
Ｆｅ ０．１Ｍを含有する金属源水溶液を、４０℃、５００ｒｐｍで加熱攪拌しながら
、アルカリ水溶液として２８％のＮＨ３水溶液を、金属源水溶液の２０体積％となるよう
に加えて沈殿を形成させた。得られた沈殿を洗浄・回収し、８０℃で乾燥させて粉末試料
を得た。
【００５７】
（コバルト触媒：第２触媒）
Ｃｏ ０．１Ｍを含有する金属源水溶液を、４０℃、５００ｒｐｍで加熱攪拌しながら
、アルカリ水溶液として２８％のＮＨ３水溶液を、金属源水溶液の２０体積％となるよう
に加えて沈殿を形成させた。得られた沈殿を洗浄・回収し、８０℃で乾燥させて粉末試料
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を得た。
【００５８】
（ニッケル触媒：第２触媒）
Ｎｉ ０．１Ｍを含有する金属源水溶液を、４０℃、５００ｒｐｍで加熱攪拌しながら
、アルカリ水溶液として４ＭのＫＯＨ水溶液を、金属源水溶液の２０体積％となるように
加えて沈殿を形成させた。得られた沈殿を洗浄・回収し、８０℃で乾燥させて粉末試料を
得た。
【００５９】
〔電極への塗布〕
試料は、インク状にして作用電極上に塗布し、評価を行った。以下、具体的に説明する
。
【００６０】
（カーボンの前処理）
カーボンの前処理として、アセチレンブラック（Ａｃｅｔｙｌｅｎｅ ｃａｒｂｏｎ
ｂｌａｃｋ，９９．９９％，ＳＴＲＥＭ ＣＨＥＭＩＣＡＬＳ）を硝酸中で３０分間超音
波分散させた後、８０℃で一晩加熱撹拌子し、ろ過乾燥後、粉砕した。
【００６１】
（インク用溶媒の作製）
５％ナフィオン（商標登録）分散液（和光純薬工業）を水酸化ナトリウム・エタノール
（ＥｔＯＨ）溶液で中和し、得られた中和液とエタノールを３：４７の体積比で混合して
インク用溶媒とした。
【００６２】
（インクの作製）
サンプル瓶にインク用溶媒：アセチレンブラック：触媒（酸化物試料）＝５ｍＬ：１０
ｍｇ：５０ｍｇの比で入れ、超音波分散させた。
【００６３】
（作用電極へのインク塗布）
超純水とＥｔＯＨで洗浄したグラッシーカーボンリングディスク電極において、ディス
ク電極には１２６μＬ（触媒量：０．１２６ｍｇ）、リング電極には１８．９μＬ（触媒
量：０．１８９ｍｇ）インクを滴下し、完全に乾燥させた。ディスク電極に鉄触媒、リン
グ電極にニッケル触媒をそれぞれ塗布した電極と、ディスク電極にニッケル触媒、リング
電極に鉄触媒をそれぞれ塗布した電極とを構成した。
【００６４】
＜ＯＥＲ活性の評価＞
対流ボルタンメトリー（Ｒｏｔａｔｉｎｇ Ｒｉｎｇ Ｄｉｓｋ Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ
，ＲＲＤＥ）法により、上述のようにして作製した作用電極試料のＯＥＲ活性の評価を行
った。回転電極装置（ＲＲＤＥ−３Ａ，ＢＡＳ製）の作用電極を１６００ｒｐｍで回転さ
せ、マルチチャンネルポテンショスタット（ＳＰ−３００，Ｂｉｏ−Ｌｏｇｉｃ製）と接
続し、電解液に４ＭのＫＯＨ水溶液を用い、サイクリックボルタンメトリー（ＣＶ）測定
を行った。電極としては、以下のものを使用した。
作 用 電 極 （ Ｗ Ｅ ） :「 試 料 の 作 製 」 に お い て 作 製 し た 作 用 電 極 試 料
対 電 極 （ Ｃ Ｅ ） :コ イ ル 状 白 金 （ Ｐ ｔ ） 電 極
参 照 電 極 （ Ｒ Ｅ ） :ア ル カ リ 用 参 照 電 極 （ Ｈ ｇ ／ Ｈ ｇ Ｏ ／ ４ Ｍ Ｋ Ｏ Ｈ ）
【００６５】
（サイクリックボルタンメトリー（ＣＶ）測定）
サイクリックボルタンメトリー測定は次の手順に従って、適時酸素ガスフローを行った
後に開始した。
【００６６】
後述するそれぞれの回転リングディスク電極について、測定対象であるディスク電極の
電位を走査し、同時にリング電極を測定開始時の開回路電位に保持してサイクリックボル
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タンメトリー測定を行い、同様にリング電極の電位を走査し、同時にディスク電極を測定
開始時の開回路電位に保持してサイクリックボルタンメトリー測定を行った（この場合を
、「独立ＣＶ」という）。この独立ＣＶにおいて開回路電位は、それぞれＦｅ：１．１Ｖ
，Ｃｏ：０．９４Ｖ，Ｎｉ：１．０ＶｖｓＲＨＥに設定した。また、それぞれの回転リン
グディスク電極について、両方の電極を同時に走査してサイクリックボルタンメトリー測
定を行った（この場合を、「同期ＣＶ」という。）
【００６７】
より具体的に、このときの測定条件は以下の通りである。
（１）クリーニング（ｃｌｅａｎｉｎｇ）測定（ｉｎ Ｏ２）
クリーニング条件：０．１７６Ｖ〜−０．３２４Ｖ ｖｓ．Ｈｇ／ＨｇＯ，５０ｍＶ／ｓ
，３０ｃｙｃｌｅｓ
（２）第１サイクル リング：ＣＶ・ディスク：定電位測定（独立ＣＶ）（ｉｎ Ｏ２
）
ディスク電位：０ＶｖｓＯＣＰ（開回路電位）
リングＣＶ条件：−０．３２４Ｖ〜０．７７６Ｖ ｖｓ．Ｈｇ／ＨｇＯ，２ｍＶ／ｓ，１
ｃｙｃｌｅ
（３）第２サイクル リング：ＣＶ・ディスク：ＣＶ測定（同期ＣＶ）（ｉｎ Ｏ２）
リング・ディスクＣＶ条件：−０．３２４Ｖ〜０．７７６Ｖ ｖｓ．Ｈｇ／ＨｇＯ，２ｍ
Ｖ／ｓ，１ ｃｙｃｌｅ
（４）第３サイクル リング：ＣＶ・ディスク：定電位測定（独立ＣＶ）（ｉｎ Ｏ２
）
ディスク電位：０ＶｖｓＯＣＰ（開回路電位）
リングＣＶ条件：−０．３２４Ｖ〜０．７７６Ｖ ｖｓ．Ｈｇ／ＨｇＯ，２ｍＶ／ｓ，３
ｃｙｃｌｅｓ
（５）第４サイクル リング：定電位・ディスク：ＣＶ測定（独立ＣＶ）（ｉｎ Ｏ２
）
リング電位：０ＶｖｓＯＣＰ（開回路電位）
ディスクＣＶ条件：−０．３２４Ｖ〜０．７７６Ｖ ｖｓ．Ｈｇ／ＨｇＯ，２ｍＶ／ｓ，
３ ｃｙｃｌｅｓ
（６）第５サイクル リング：定電位・ディスク：ＣＶ測定（独立ＣＶ）（ｉｎ Ｏ２
）
リング電位：０ＶｖｓＯＣＰ（開回路電位）
ディスクＣＶ条件：−０．３２４Ｖ〜０．７７６Ｖ ｖｓ．Ｈｇ／ＨｇＯ，２ｍＶ／ｓ，
３ ｃｙｃｌｅｓ
【００６８】
以上のようにして得られたデータから、電位と電流密度の関係を図示し、触媒活性を評
価した。なお、電位（電圧値）については可逆水素電極（Ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ ｈｙｄ
ｒｏｇｅｎ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ，ＲＨＥ）電位に換算した（Ｕ ｖｓ．ＲＨＥ＝Ｕ ｖ
ｓ Ｈｇ／ＨｇＯ＋０．９２４Ｖ）。
【００６９】
＜コバルトディスク電極／鉄リング電極の評価結果＞
ディスク電極にコバルト酸水酸化物を、リング電極に鉄酸水酸化物をそれぞれ塗布した
回転リングディスク電極について、ＯＥＲ活性を測定した。
【００７０】
図３（ａ）は、コバルトディスク電極／鉄リング電極のＯＥＲにおける電流密度−電位
曲線図である。また、図３（ｂ）は、コバルトディスク電極／鉄リング電極のＯＥＲにお
けるＴａｆｅｌプロットである。なお、図３（ａ）、（ｂ）においては、第１サイクルの
結果を示している。
【００７１】
図３（ｂ）に示したＴａｆｅｌプロットより、独立ＣＶ及び同期ＣＶのそれぞれの場合
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において、鉄及びコバルトのそれぞれについて、Ｔａｆｅｌ勾配を算出し、表１に示した
。
【００７２】
【表１】

【００７３】
表１から分かるように、鉄リング電極を、コバルトディスク電極と同時に走査すること
により、Ｔａｆｅｌ勾配が大幅に低下した。このことから、鉄リング電極とコバルトディ
スク電極との相乗効果が確認された。
【００７４】
また、図４は、５サイクル全てのコバルトディスク電極／鉄リング電極の鉄リング電極
のＯＥＲにおける電流密度−電位曲線図である。
【００７５】
各サイクルのコバルトディスク電極／鉄リング電極の鉄リング電極のＴａｆｅｌプロッ
ト（図示せず）より、各サイクルにおいて、鉄について、Ｔａｆｅｌ勾配を算出し、表２
に示した。
【００７６】
【表２】

【００７７】
表２より、第２サイクルで同期ＣＶを行った場合には、第１サイクルに比べてＴａｆｅ
ｌ勾配が低下するが、その後、第５サイクルまで独立ＣＶを繰り返すと、第１サイクルと
同等まで、Ｔａｆｅｌ勾配が増大することが分かった。このことから、第２サイクルにお
いてＴａｆｅｌ勾配が低下したのは、触媒の変質（例えば、鉄及びコバルトの間での化合
物の形成）ではなく、電極中の鉄イオン及びコバルトイオンが同時にＯＥＲ環境下で機能
することで相乗効果的に高いＯＥＲ活性が得られたことが分かった。
【００７８】
＜鉄ディスク電極／コバルトリング電極の評価結果＞
ディスク電極に鉄酸水酸化物を、リング電極にコバルト酸水酸化物をそれぞれ塗布した
回転リングディスク電極について、ＯＥＲ活性を測定した。
【００７９】
図５（ａ）は、鉄ディスク電極／コバルトリング電極のＯＥＲにおける電流密度−電位
曲線図である。また、図５（ｂ）は、鉄ディスク電極／コバルトリング電極のＯＥＲにお
けるＴａｆｅｌプロットである。なお、図５（ａ）、（ｂ）においては、第１サイクルの
結果を示している。
【００８０】
図５（ｂ）に示したＴａｆｅｌプロットより、独立ＣＶ及び同期ＣＶのそれぞれの場合
において、鉄及びコバルトのそれぞれについて、Ｔａｆｅｌ勾配を算出し、表３に示した
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。
【００８１】
【表３】

【００８２】
表３から分かるように、鉄ディスク電極／コバルトリング電極の場合でも、Ｃｏ系ペロ
ブスカイトを用いた正極触媒の酸素発生反応のＴａｆｅｌ勾配の値と同等のＴａｆｅｌ勾
配を達成することはできたが、コバルトディスク電極／鉄リング電極のように、鉄イオン
及びコバルトイオンの相乗効果は確認されなかった。
【００８３】
本実験装置では、円筒状の容器に電解質たるＫＯＨ水溶液を充填し、その円筒の中心軸
に沿って、水面の上方からリングディスク電極の先端を浸漬し、リングディスク電極を回
転させることでＫＯＨ水溶液を撹拌している。このような実験装置では、リングディスク
電極の回転によって、溶液がリングディスク電極の中心軸から、外方の容器内壁へ向かう
流れが生じる。コバルトディスク電極／鉄リング電極の場合には、コバルトディスク電極
すなわち容器中心軸近傍で何らかの反応中間体が生じる。この反応中間体は、（１）式の
−
酸素発生反応と併せて（１−１）式の酸素発生第１素反応が生じて生成する、ＨＯ２ で
−
あると考えられる。このようにして生成したＨＯ２ は、撹拌によって生じたＫＯＨ水溶
液の流れによって外方の容器内壁へ流される。コバルトディスク電極の外方に配置された
鉄リング電極は（１−２）式の酸素発生第２素反応について非常に高い活性を有している
−
ので、ＨＯ２ が供給されて、（１−２）式の酸素発生第２素反応が進行し、合計４電子
−
（ｅ ）を放出する（１）式の反応が効率的に進行する。これに対し、鉄ディスク電極／
コバルトリング電極の場合には、鉄が（１−１）式の酸素発生第１素反応に活性を有しな
いので、鉄ディスク電極すなわち容器中心軸近傍で（１−１）式の酸素発生第１素反応は
生じず、外方のコバルトリング電極で（１−１）式の酸素発生第１素反応が生じる。コバ
ルトリング電極でもより容器外方への流れが生じているので、（１−１）式の酸素発生第
−
１素反応により、コバルトリング電極近傍に発生したＨＯ２ は、容器中心軸近傍に存在
する鉄ディスク電極には移送されず、（１−２）式の酸素発生第２素反応についての鉄の
極めて高い触媒活性を活かすことができない。
【００８４】
＜ニッケルディスク電極／鉄リング電極の評価結果＞
ディスク電極にニッケル酸水酸化物を、リング電極に鉄酸水酸化物をそれぞれ塗布した
回転リングディスク電極について、ＯＥＲ活性を測定した。
【００８５】
図６（ａ）は、ニッケルディスク電極／鉄リング電極および鉄ディスク電極／ニッケル
リング電極のＯＥＲにおける電流密度−電位曲線図である。また、図６（ｂ）は、ニッケ
ルディスク電極／鉄リング電極および鉄ディスク電極／ニッケルリング電極のＯＥＲにお
けるＴａｆｅｌプロットである。なお、図６（ａ）、（ｂ）においては、第１サイクルの
結果を示している。
【００８６】
図６（ｂ）に示したＴａｆｅｌプロットより、独立ＣＶ及び同期ＣＶのそれぞれの場合
において、鉄及びニッケルのそれぞれについて、Ｔａｆｅｌ勾配を算出し、表４に示した
。
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【００８７】
【表４】

【００８８】
表４から分かるように、鉄リング電極を、ニッケルディスク電極と同時に走査すること
により、Ｔａｆｅｌ勾配が低下した。このことから、鉄リング電極とニッケルディスク電
極との相乗効果が確認された。
【００８９】
＜鉄ディスク電極／ニッケルリング電極の評価結果＞
ディスク電極に鉄酸水酸化物を、リング電極にニッケル酸水酸化物をそれぞれ塗布した
回転リングディスク電極について、ＯＥＲ活性を測定した。
【００９０】
図７（ａ）は、鉄ディスク電極／ニッケルリング電極のＯＥＲにおける電流密度−電位
曲線図である。また、図７（ｂ）は、鉄ディスク電極／ニッケルリング電極のＯＥＲにお
けるＴａｆｅｌプロットである。なお、図７（ａ）、（ｂ）においては、第１サイクルの
結果を示している。
【００９１】
図７（ｂ）に示したＴａｆｅｌプロットより、独立ＣＶ及び同期ＣＶのそれぞれの場合
において、鉄及びニッケルのそれぞれについて、Ｔａｆｅｌ勾配を算出し、表５に示した
。
【００９２】
【表５】

【００９３】
鉄ディスク電極／ニッケルリング電極においても、鉄ディスク電極／コバルトリング電
極と同様に、同期ＣＶを行った場合において、鉄のＴａｆｅｌ勾配が、独立ＣＶを行った
場合と比較して、低下しない傾向が確認された。
【符号の説明】
【００９４】
１
正極
１１
第１正極
１２
第２正極
２
負極
３
電解質
１０
金属空気電極
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【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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