
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集電体上に、活物質、導電材およびバインダーを含む合材の層を形成してなる、リチウ
ムイオン二次電池用の正極であって、
　活物質が、平均粒径が７～１３μｍのＬ ｏ と平均粒径が１～６μｍのＬ ｏ

とを１：０．１～１．５の割合（重量比）で含む混合物であり、
　導電材が、平均粒径が μｍの鱗片状黒鉛化炭素と平均粒径が０．５μｍ以下のカ
ーボンブラックとを ： ～ の割合（重量比）で含む混合物であり、
　活物質と導電材の割合（重量比）が１：０．０１～０．１であることを特徴とするリチ
ウム二次電池用正極。
【請求項２】
　正極、負極、当該正極と負極の間に介在するセパレータ、および、電解液を含むリチウ
ムイオン二次電池であって、正極が請求項１記載の正極からなることを特徴とするリチウ
ムイオン二次電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はリチウムイオン二次電池用の正極およびリチウムイオン二次電池に関する。
【０００２】
【従来の技術】

10

20

JP 4025094 B2 2007.12.19

ｉＣ Ｏ２ ｉＣ
Ｏ２

２～３
１００ １ ３：１



リチウムイオン二次電池は、ニッカド電池などに比べ高エネルギー密度、高電圧を達成す
ることができ、近年、携帯電話やノート型パソコンといった携帯機器の駆動源として急速
に採用が進んでいる。
【０００３】
リチウムイオン二次電池の正極は、一般に、Ａｌ箔等の金属箔からなる集電体上に、活物
質、導電材および結着剤を含む合材の層を形成して構成される。かかる合材の層は、通常
、集電体上に活物質、導電材および結着剤を含むスラリーを塗工、乾燥し、得られた塗膜
に圧延処理を施すことで形成されている。ここで、活物質としては、ＬｉＣｏＯ 2等のＬ
ｉ－Ｃｏ系複合酸化物（粒状物）が使用され、導電材としては、黒鉛、カーボンブラック
等の炭素材料が使用されている。
【０００４】
活物質であるＬｉ－Ｃｏ系複合酸化物はその粒径が大きいほど、異常反応を起こしにくく
、電池の安全性の点からは粒径が大きい方が好ましいことが知られている。しかし、その
反面、粒径が大きくなると、正極の電気抵抗が高くなって電池特性（特に放電負荷特性）
が低下する傾向にある。本発明者等は、活物質として粒径が大きいＬｉ－Ｃｏ系複合酸化
物（平均粒径が１７μｍ以上）を使用し、導電材に、該Ｌｉ－Ｃｏ系複合酸化物（粒子）
の表面を被覆して該表面の導電性を高める微小粒径（平均粒径が１μｍの以下）の炭素材
料（第１の導電材）と、該Ｌｉ－Ｃｏ系複合酸化物（粒子）の粒子間の隙間に存在して、
該粒子間の導電性を高める、平均粒径が約５μｍ以上の炭素材料（第２の導電材）を使用
することで、正極の導電性を高めるようにしてきた。
【０００５】
一方、電池の容量を高めるには、正極内の活物質の量を増やすこととなるが、規定サイズ
の電池とするためには正極の厚みは所定厚み以下に制限されるので、活物質、導電材およ
び結着剤を含む合材の層（以下、「合材層」または「正極合材層」ともいう）を圧延（圧
縮）して正極を所定厚み以下に調整することが必要になる。
【０００６】
近時の電池の高容量化への要求は止まるところがなく、従来よりも活物質の量を更に増量
して、その分、合材層をより強く圧縮（圧延）しているが、このようにして作製された正
極を使用した電池において、内部ショート（正極がセパレータを突き破って負極に接触す
る）の発生率が高くなり、また、低温特性が低下するという問題が生じている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記事情に鑑み、高容量で、良好な低温特性を示し、しかも、内部ショートお
よび異常反応を起こしにくい、リチウムイオン二次電池を達成し得るリチウムイオン二次
電池用の正極および該正極を用いたリチウムイオン二次電池を提供することを目的とする
。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明者等の研究の結果、上記の内部ショートの問題は、合材層を高圧縮（圧延）するこ
とによって現れる合材層表面の凹凸が原因で、特定粒径範囲（平均粒径が１～６μｍ）の
鱗片状黒鉛化炭素を導電材に使用することで、合材層表面の凹凸差が減少する（合材の充
填密度が向上する）ことを知見した。そこで、かかる特定粒径範囲の鱗片状黒鉛化炭素を
導電材に使用し、電池の高容量化のために活物質（Ｌｉ－Ｃｏ系複合酸化物）を小粒径化
することを検討したが、合材層表面の平坦化は未だ十分とはいえず、このために、更に研
究をすすめた結果、活物質として比較的粒径が大きいＬｉ－Ｃｏ系複合酸化物の粒子群（
平均粒径が７～１３μｍ）と、比較的粒径が小さいＬｉ－Ｃｏ系複合酸化物の粒子群（平
均粒径が１～６μｍ）とを特定の割合で使用し、さらに前記特定粒径範囲（平均粒径が１
～６μｍ）の鱗片状黒鉛化炭素とともに微小粒径（平均粒径が０．５μｍ以下の）のカー
ボンブラックを導電材として使用することにより、合材層表面の十分な平坦化（内部ショ
ートの防止）と電池の高容量化を両立でき、しかも、電池は異常反応を起こさず、低温特
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性が大きく向上することを見出し、本発明を完成させたものである。
すなわち、本発明は以下の構成を特徴としている。
【０００９】
（１）　集電体上に、活物質、導電材およびバインダーを含む合材の層を形成してなる、
リチウムイオン二次電池用の正極であって、
活物質が、平均粒径が７～１３μｍのＬｉ－Ｃｏ系複合酸化物と平均粒径が１～６μｍの
Ｌｉ－Ｃｏ系複合酸化物とを１：０．１～１．５の割合（重量比）で含む混合物であり、
導電材が、平均粒径が１～６μｍの鱗片状黒鉛化炭素と平均粒径が０．５μｍ以下のカー
ボンブラックとを１：０．０１～１の割合（重量比）で含む混合物であり、
活物質と導電材の割合（重量比）が１：０．０１～０．１であることを特徴とするリチウ
ム二次電池用正極。
（２）正極、負極、当該正極と負極の間に介在するセパレータ、および、電解液を含むリ
チウムイオン二次電池であって、正極が、上記（１）記載の正極からなることを特徴とす
るリチウムイオン二次電池。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を詳細に説明する。
本発明のリチウムイオン二次電池用正極（以下、単に正極ともいう）は、集電体上に、活
物質、導電材およびバインダーを含む合材の層を形成してなるものであって、
活物質に、平均粒径が７～１３μｍのＬｉ－Ｃｏ系複合酸化物（第１の活物質）と、平均
粒径が１～６μｍのＬｉ－Ｃｏ系複合酸化物（第２の活物質）とを１：０．１～１．５（
第１の活物質：第２の活物質）の割合（重量比）で含む混合物を使用し、
導電材として、平均粒径が１～６μｍの鱗片状黒鉛化炭素と平均粒径が０．５μｍ以下カ
ーボンブラックとを１：０．０１～１（鱗片状黒鉛化炭素：カーボンブラック）の重量比
で含む混合物を使用し、
活物質と導電材の割合（重量比）を１：０．０１～０．１にしたことが特徴である。
【００１１】
すなわち、本発明の正極では、導電材に平均粒径が１～６μｍの鱗片状黒鉛化炭素を使用
することが重要であり、平均粒径が１μｍに満たない鱗片状黒鉛化炭素では、合材層表面
は十分に平坦化されず、また、活物質粒子間の導電性が得られにくくなってしまう。また
、平均粒径が６μｍを超えるような鱗片状黒鉛化炭素では、小粒径の活物質の充填阻害が
生じる。本発明において、鱗片状黒鉛化炭素の平均粒径は好ましくは２～４μｍであり、
特に好ましくは２～３μｍである。
【００１２】
また、活物質は、比較的粒径が大きいＬｉ－Ｃｏ系複合酸化物の粒子群（第１の活物質、
平均粒径：７～１３μｍ）と比較的粒径が小さいＬｉ－Ｃｏ系複合酸化物の粒子群（第２
の活物質、平均粒径：１～６μｍ）との混合物で構成し、その混合比（第１の活物質：第
２の活物質）を１：０．１～１．５（重量比）とすることが重要である。当該混合比を離
れて第１の活物質の割合が多くなると、合材層の表面の平坦化が十分でなく、また、低温
特性が低下する傾向となる。一方、第２の活物質の割合が多くなると、活物質の反応面積
が大きくなりすぎることから、電池の安全性が低下する傾向となってしまう。
【００１３】
本発明において、第１の活物質の平均粒径は好ましくは８～１１μｍ、特に好ましくは８
～１０μｍであり、第２の活物質の平均粒径は好ましくは２～５μｍ、特に好ましくは３
～５μｍである。また、第１の活物質と第２の活物質の混合比は１：０．２～１．０が好
ましく、特に好ましくは１：０．２～０．６である。
【００１４】
また、本発明の正極では、導電材に、前記平均粒径が１～６μｍの鱗片状黒鉛化炭素とと
もに、平均粒径が０．５μｍ以下のカーボンブラックを使用することが重要であり、当該
平均粒径が０．５μｍ以下のカーボンブラックを使用することによって正極合材層の表面
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の平坦性が一層向上するとともに、優れた低温特性が得られるようになる。
【００１５】
本発明において、当該平均粒径が０．５μｍ以下のカーボンブラックは、平均粒径が８０
ｎｍ（０．０８μｍ）以下のものが好ましく、また、平均粒径の下限は５ｎｍ（０．００
５μｍ）以上である。これは平均粒径５ｎｍ（０．００５μｍ）未満のものは、合材層形
成のためのスラリーの調製作業において凝集が激しく、均質なスラリーを調製できないた
めである。
【００１６】
本発明の正極において、活物質と導電材の割合（活物質：導電材）は、通常、１：０．０
１～０．１（重量比）であり、好ましくは１：０．０２～０．０７である。この範囲を離
れて導電材の割合が少ない場合、合材層の平坦化が十分になされず、また、正極の電気抵
抗上昇による電池の放電負荷特性の低下等の問題を生じ、一方、当該範囲を離れて導電材
の割合が多くなると、合材層中の活物質の占有率が少なくなり過ぎ、電池の高容量化を実
現できない。
【００１７】
また、導電材における鱗片状黒鉛化炭素とカーボンブラックの割合（重量比）は、１：０
．０１～１（鱗片状黒鉛化炭素：カーボンブラック）の範囲内に設定することが重要であ
り、好ましくは１：０．２～０．５である。この範囲を離れて鱗片状黒鉛化炭素の割合が
少なくなると、合材層表面が十分に平坦化されず（内部ショートを発生しやすくなり）、
また、カーボンブラックの割合が少ないと、良好な低温特性を得ることができなくなり、
また、合材層表面の平坦性も低下してしまう。
【００１８】
本発明において、活物質（第１の活物質および第２の活物質）に使用するＬｉ－Ｃｏ系複
合酸化物の具体例としては、ＬｉＣｏＯ 2やＬｉ AＣｏ 1 - XＭｅ XＯ 2で示されるものが挙げ
られる。後者のＬｉ AＣｏ 1 - XＭｅ XＯ 2において、Ａは０．０５～１．５が好ましく、０．
１～１．１が特に好ましい。Ｘは０．０１～０．５が好ましく、０．０２～０．２が特に
好ましい。元素Ｍｅとしては、Ｚｒ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｎｉなどの周期律表
の３～１０族元素や、Ｂ、Ａｌ、Ｇｅ、Ｐｂ、Ｓｎ、Ｓｂなどの１３～１５族元素が挙げ
られる。
【００１９】
本発明において、第１の活物質（平均粒径が７～１３μｍのＬｉ－Ｃｏ系複合酸化物）と
第２の活物質（平均粒径が１～６μｍのＬｉ－Ｃｏ系複合酸化物）とは同一組成（同一構
成元素で、構成元素の量比が同一）でも、異なる組成（▲１▼同一構成元素で、構成元素
の量比が異なるもの、▲２▼構成元素が異なるもの）でもよいが、同一組成が好ましく、
共にＬｉＣｏＯ 2であるのが特に好ましい。
【００２０】
本発明で使用するＬｉ－Ｃｏ系複合酸化物は、例えば、出発原料となるリチウム化合物と
コバルト化合物とを、コバルトとリチウムとの原子比が１：１～０．８：１となるように
混合し、その混合物を温度７００℃～１２００℃の大気雰囲気下で、３時間～５０時間加
熱するなどして反応させ、さらに反応して出来たものを粉砕して粒状物にする、または、
当該粒状物を更に分級して用いる。また、かかる粉砕後の粒状物に４００℃～７５０℃（
好ましくは４５０℃～７００℃）程度の温度下で０．５時間～５０時間（好ましくは１時
間～２０時間）程度の熱処理を加えてもよい。かかる熱処理により、粒状物の平均粒径を
殆ど変化させずに比表面積を減少させることができ、電池の低温特性および充放電サイク
ル特性において好ましい結果を与える。当該熱処理は、たとえば、大気雰囲気下や、窒素
またはアルゴンといった不活性ガス雰囲気下で行うことができる。但し、雰囲気中に炭酸
ガスが存在すると、炭酸リチウムが生じて不純物の含有量が増大するおそれがあるので、
炭酸ガスの分圧が１０ｍｍＨｇ程度以下の雰囲気下で行うのが好ましい。
【００２１】
上記の出発原料となるリチウム化合物としては、酸化リチウム、水酸化リチウム、ハロゲ
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ン化リチウム、硝酸リチウム、シュウ酸リチウム、炭酸リチウムなどや、これらの混合物
が挙げられる。コバルト化合物としては、酸化コバルト、水酸化コバルト、ハロゲン化コ
バルト、硝酸コバルト、シュウ酸コバルト、炭酸コバルトなどや、これらの混合物が挙げ
られる。なお、Ｌｉ AＣｏ 1 - XＭｅ XＯ 2で示されるＬｉ－Ｃｏ系複合酸化物を製造するので
あれば、リチウム化合物とコバルト化合物との混合物に、置換元素の化合物を必要量添加
すれば良い。
【００２２】
本発明において、第１の活物質（平均粒径が７～１３μｍのＬｉ－Ｃｏ系複合酸化物）お
よび第２の活物質（平均粒径が１～６μｍのＬｉ－Ｃｏ系複合酸化物）における平均粒径
の値は、個数基準分布での体積平均径であり、以下の測定方法で測定した値である。
【００２３】
最初に、測定対象となる粒状物を、水やエタノールなどの有機液体に投入し、３５ｋＨｚ
～４０ｋＨｚ程度の超音波を付与して約２分間分散処理を行う。ここで、測定対象となる
粒状物の量は、分散処理後の分散液のレーザ透過率（入射光量に対する出力光量の比）が
７０％～９５％となる量とする。次に、この分散液をマイクロトラック粒度分析計にかけ
、レーザー光の散乱により個々の粒状物の粒径（Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３・・）、および各粒径
毎の存在個数（Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３・・・）を計測する。この粒径分布の計測は、観測され
た散乱強度分布に最も近い理論強度になる球形粒子群の粒径分布として算出される（粒子
は、レーザー光の照射によって得られる投影像と同面積の断面円を持つ球体と想定され、
この断面円の直径（球相当径）が粒径として計測される）。
平均粒径（μｍ）は、個々の粒子の粒径（Ｄ）と各粒径毎の存在個数（Ｎ）とから、下記
式により算出される。
【００２４】
平均粒径（μｍ）＝（ΣＮＤ 3  ／ΣＮ）  1 /  3

【００２５】
本発明において、活物質全体、すなわち、第１のＬｉ－Ｃｏ系複合酸化物と第２のＬｉ－
Ｃｏ系複合酸化物の混合物は、通常、前記の式で定義される平均粒径が５～１３μｍ (好
ましくは７～１１μｍ）の範囲で、１０％体積径（Ｄ１０）（測定全粒子の体積割合の合
計値に対して、ある粒径以下の体積割合の合計が１０％になる粒径値）が２～６μｍ、９
０％体積径（Ｄ９０）（測定全粒子の体積割合の合計値に対して、ある粒径以下の体積割
合の合計が９０％になる粒径値）が１５～２５μｍの粒度分布を形成する。
【００２６】
本発明において、平均粒径が１～６μｍの鱗片状黒鉛化炭素は、人造物あるいは天然物の
いずれも使用できるが、不純物が少なくより好ましい結果が得られる点から人造物が好ま
しい。
【００２７】
また、鱗片状黒鉛化炭素の粒径とは、鱗片状黒鉛化炭素を球体と想定したときの断面円の
直径（球相当径）を意味し、平均粒径は上述のＬｉ－Ｃｏ系複合酸化物の場合と同様の方
法（マイクロトラック粒度分析計を用いた方法）で測定した、個数基準分布での体積平均
径である。
【００２８】
また、鱗片状黒鉛化炭素とともに使用する平粒粒径が０．５μｍ以下のカーボンブラック
の粒径は、カーボンブラックの粒子を球体と想定したときの断面円の直径（球相当径）で
あり、平均粒径は電子顕微鏡を用いて測定したものである。すなわち、最初に視野に粒子
が２０個以上入るよう倍率を設定して電子顕微鏡写真を撮影し、次に、写真に写った各粒
子の像の面積を算出し、さらにこの算出された面積から同面積を持つ円の直径を算出して
、この直径を粒子の粒径とし（この直径の断面円をもつ球体からなる粒子を想定し、該球
体の直径を粒径とし）、測定個数（２０個）による平均値を計算して平均粒径とする。
【００２９】
平均粒径が０．５μｍ以下のカーボンブラックは、市販品をそのまま使用できるが、平均
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粒径が０．５μｍを超えるようなもの（市販品）であっても、公知の粉砕機（例えば、湿
式超微粒分散粉砕機等）で粉砕して（さらに必要に応じて分級し）、平均粒径を０．５μ
ｍ以下の微粉体にして使用することもできる。好ましい例として、アセチレンブラック、
オイルファーネスブラック、イクストラコンダクティブファーネスブラック等が挙げられ
るが、オイルファーネスブラックが特に好ましい。
【００３０】
本発明の正極は、上記特定の活物質および特定の導電材と、高分子バインダーと、溶媒と
を混合してスラリーを調製し、該スラリーを集電体（片面または両面）上に塗工し、次い
で乾燥して合材層を形成し、さらに該合材層に圧延処理を施すことにより作製される。
【００３１】
上記高分子バインダーとしては、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、
ポリエチレン、エチレン－プロピレン－ジエン系ポリマーなどが好適であり、これらの中
でもポリフッ化ビニリデンが好ましい。
【００３２】
合材層（スラリー）中の高分子バインダーの量は、活物質１００重量部に対して、一般に
、１～１０重量部、好ましくは２～５重量部である。高分子バインダーが１重量部未満で
ある場合、合材層を構成する材料間の結合が不十分となり、合材層が集電体から欠落し、
充放電特性が低下してしまう。また、高分子バインダーが１０重量部を超えると、合材層
（正極）の電気抵抗値が上昇して、低温特性の低下する傾向となり、好ましくない。
【００３３】
スラリーの調製は、通常、活物質、導電材および高分子バインダーを適当な溶媒とともに
混練することで行われる。溶媒は特に限定されないが、Ｎ－メチルピロリドンが好ましい
。また、混練は、例えば、プラネタリディスパ混練装置（浅田鉄工所製）などの従来公知
の混練装置で行われる。
【００３４】
スラリーの集電体上への塗工は、コンマロールタイプやダイコートタイプの従来公知の塗
工機により行われ、スラリーの乾燥は、集電体上に塗工されたスラリーを、集電体ととも
に温風乾燥炉などの乾燥装置を使用して、８０～２００℃、好ましくは、１００～１８０
℃の温度範囲で、２～５分間乾燥させる。
【００３５】
なお、スラリーの塗工量は、目的とする電池の容量によって異なるが、集電体の単位面積
当たりの乾燥後の付着量（合材の付着量）で示すとして、一般に、３０～１００ｍｇ／ｃ
ｍ 2程度である。
【００３６】
乾燥後の合材層の圧延（圧縮）処理は、圧延プレス機などを用いて、正極（集電体＋合材
層）全体を圧延することで行われる。圧延条件は、一般に、圧延温度を２０～１００℃と
し、圧延率が１０～６０％（好ましくは２０～５０％）となるように行う。ここで、圧延
温度は合材層の温度であり、圧延率とは、圧下率などとも呼ばれる圧延の加工度を表す尺
度であり、圧延前の正極板（集電体＋合材層）の厚みをｈ１、圧延後の正極板（集電体＋
合材層）の厚みをｈ２、集電体の厚みをｈ３とするとき、下記式（ＩＩ）で算出される。
圧延率（％）＝（ｈ１－ｈ２）×１００／（ｈ１－ｈ３）　　（ＩＩ）
【００３７】
なお、圧延処理における温度が上記の範囲よりも低い場合、圧延により合材層に割れ（ひ
び割れ）が生じやすく、好ましくない。また、高い場合は、電解液の含浸が十分に進行せ
ず、抵抗増大をもたらし、好ましくない。また、圧延処理における圧延率が、上記の範囲
よりも小さい場合、正極（電極）厚みを十分に小さくできないので、所定サイズの電池缶
への収納が困難になる。
【００３８】
このようにして得られる本発明の正極は、合材層は、最大厚み部分と最小厚み部分の厚み
の差が１０μｍ以下の平坦性の優れたものとなる。なお、ここでの最大厚み部分と最小厚
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み部分の厚みの差とは、正極（電極）の断面をＳＥＭ観察して写真を撮り、その写真に写
った合材層の最大厚み部分と最小厚み部分の厚みをノギスで測り、その差を求めたもので
ある。なお、写真は正極（電極）の任意の５点の断面について撮影し、かかる５点におけ
る最大厚み部分と最小厚み部分の厚みの差の平均値を計算する。
【００３９】
本発明の正極に使用する集電体としては、たとえばアルミニウム、アルミニウム合金、チ
タンなどで形成された箔やエキスパンドメタルなど従来と同様のものが利用できる。なお
、集電体が箔や穴あき箔の場合は、その厚みは通常５～１００μｍ程度であり、好ましく
は１０～５０μｍ程度である。集電体がエキスパンドメタルの場合は、その厚みは通常２
５～３００μｍ程度であり、好ましくは３０～１５０μｍ程度である。
【００４０】
本発明のリチウムイオン二次電池は、前記説明した本発明の正極を用いて構成される。負
極、電解液、セパレータ等の正極以外の電池の構成要素は特に限定されず、公知のものを
常法に従って使用することができる。
【００４１】
負極は集電体上に、活物質および結着剤を含む合材の層が形成されて構成されるが、活物
質としては、黒鉛類（天然、人造）、カーボンブラック、非晶質炭素材（ハードカーボン
、ソフトカーボン）、活性炭等の公知のリチウム二次電池の負極用活物質として使用され
ている粒状の炭素材を使用できる。これらのうちでも、黒鉛類が好ましく、人造黒鉛（黒
鉛化炭素）が特に好ましい。また、黒鉛類においては、粒状物以外に繊維状のものを用い
ることができ、該繊維状黒鉛炭素は直線状でもカール状でもよく、その大きは特に限定さ
れないが平均繊維長が１～１００μｍのものが好ましく、平均繊維長が３～５０μｍのも
のが特に好ましい。また、繊維状黒鉛化炭素のアスペクト比（平均繊維長／平均繊維径）
は１～５が好ましく、特に好ましくは３～５である。
【００４２】
かかる繊維状黒鉛化炭素の大きさ（繊維径、繊維長）は、電子顕微鏡を用いて測定できる
。すなわち、視野に繊維が２０本以上入るよう倍率を設定して電子顕微鏡写真を撮影し、
写真に写った各繊維の繊維径および繊維長をノギス等で測定することで行うことができる
。なお、繊維長の測定は、繊維が直線状の場合であれば、一端と他端との最短距離を測定
することにより行えば良い。但し、繊維がカール等している場合であれば、繊維上の最も
互いに離れる任意の二点を取り、この二点間の距離を測定し、これを繊維長とすれば良い
。なお、平均繊維径、平均繊維長さは測定個数の個数平均値である。
【００４３】
結着剤には、従来からリチウム二次電池の負極の活物質層に使用されている結着剤、例え
ば、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）等の
フッ素樹脂、エチレン－プロピレン－ジエン共重合体（ＥＰＤＭ）、スチレン－ブタジエ
ンゴム（ＳＢＲ）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）等の高分子材料が使用される
。
【００４４】
負極の合材層中の活物質の量（集電体の単位面積当りの活物質の存在量）は、通常、３～
３０ｍｇ／ｃｍ 2程度、好ましくは５～２０ｍｇ／ｃｍ 2程度である。また、合材層におけ
る活物質と結着剤の割合は重量比（活物質：結着剤）で一般に８０：２０～９８：２であ
る。
【００４５】
電解液は粘度を３ｃｐｓ以下に調製したものが好ましく、当該粘度が３ｃｐｓ以下の電解
液は、ジエチルカーボネート（ＤＥＣ）およびエチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）から
選ばれる少なくとも一種と、エチレンカーボネート（ＥＣ）と、プロピレンカーボネート
（ＰＣ）と、ジメチルカーボネート（ＤＭＣ）との混合溶媒によって達成するのが好まし
い。
【００４６】
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このとき、エチレンカーボネート（ＥＣ）およびプロピレンカーボネート（ＰＣ）の合計
量を全体の２５体積％以下にするのが好ましく、具体的組成としては、例えば、ジエチル
カーボネートおよびエチルメチルカーボネートから選ばれる少なくとも一種を２５体積％
～５０体積％（好ましくは３０体積％～３５体積％）、エチレンカーボネートを４体積％
～２０体積％（好ましくは６体積％～１８体積％）、プロピレンカーボネートを３体積％
～１７体積％（好ましくは５体積％～１５体積％）、ジメチルカーボネートを４０体積～
６０体積％（好ましくは４５体積％～５５体積％）が挙げられる。
【００４７】
ジエチルカーボネートおよびエチルメチルカーボネートから選ばれる少なくとも一種にお
いては、上記混合比が２５体積％未満であると、電解液の凝固点が上昇して、特に－２０
℃以下の低温下において、電池の内部抵抗を増大させ、充放電サイクル特性および低温特
性を低下させることがあり好ましくない。一方、上記混合比が５０体積％を超えると電解
液の粘度が上昇して電池の内部抵抗を増大させ、充放電サイクル特性を低下させることが
あり好ましくない。
【００４８】
エチレンカーボネートにおいては、上記混合比が４体積％未満であると、負極板表面で安
定な皮膜が形成されにくく、サイクル特性を低下させる恐れがあり好ましくない。また上
記混合比が２０体積％を超えると、電解液の粘度が上昇して電池の内部抵抗を増大させ、
充放電サイクル特性が低下させることがあり好ましくない。
【００４９】
プロピレンカーボネートにおいては、上記混合比が３体積％未満であると充放電サイクル
に伴うインピーダンスの増加の抑制効果が小さくなり、サイクル特性を低下させる恐れが
あり好ましくない。上記混合比が１７体積％を超えると、電解液の粘度が上昇して電池の
内部抵抗を増大させ、充放電サイクル特性を低下させることがあり好ましくない。
【００５０】
ジメチルカーボネートにおいては、上記混合比が４０体積％未満であると電解液の粘度が
上昇して電池の内部抵抗を増大させ、充放電サイクル特性を低下させることがあり好まし
くない。上記混合比が６０体積％を超えると、電解液の揮発が容易に進行し、高温特性が
低下する傾向にあるため好ましくない。
【００５１】
電解液に溶解させるリチウム塩としては、例えば、ＬｉＣｌＯ 4  、ＬｉＢＦ 4、ＬｉＰＦ 6

 、ＬｉＡｓＦ 6、ＬｉＡｌＣｌ 4  、Ｌｉ（ＣＦ 3  ＳＯ 2  ） 2  Ｎなどが挙げられる。これら
のうち一種のみを用いても良いし、二種以上を用いても良い。解離定数が大きく、熱安定
性が高く、又毒性が少ない点から、これらのうちＬｉＰＦ 6が好ましく用いられる。
【００５２】
電解液に溶解させるリチウム塩を増加させることは、常温以上においては、限界電流密度
を増加させる点から有効といえる。しかし、低温下では、塩の解離に限界がある。そのた
め、リチウム塩を増量しても電荷を運ぶのに有効なリチウム塩の増加は望めず、逆に、電
解液の粘度を増加させ、リチウムイオンの拡散速度を遅くしてしまい、結果、低温特性を
低下させてしまう。従って、リチウム塩の濃度は０．５モル／Ｌ～１．５モル／Ｌ、好ま
しくは０．７モル／Ｌ～１．２モル／Ｌとなるように電解液を調製するのがよい。
【００５３】
セパレータには、ポリオレフィンセパレータ等の従来からリチウム二次電池で使用されて
いる公知のセパレータが使用される。ここで、セパレータは多孔質状のものでも、実質的
に孔形成を行っていないセパレータ（中実のセパレー）でもよい。また、ポリオレフィン
セパレータはポリエチレン（ＰＥ）層単体やポリプロピレン（ＰＰ）層単体のものでもよ
いが、ポリエチレン層とポリプロピレン層とを積層したタイプが好ましい。積層タイプの
場合、その積層数や積層パターンは特に限定されないが、内部ショートをより高いレベル
で防止する観点からは、ＰＰ／ＰＥ／ＰＰ等の３層タイプが好適である。セパレータの厚
みは、電池の形態によっても異なるが、一般に１０～５０μｍ程度である。本発明では、
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電池を小型化（薄型化）するために、１５～３０μｍ程度の比較的薄い厚みのセパレータ
を使用しても、内部ショートの発生を十分に防止することができる。
【００５４】
電池の形態は特に限定されない。従来からリチウム二次電池で使用されている公知のもの
を使用でき、例えば、Ｆｅ、Ｆｅ（Ｎｉメッキ）、ＳＵＳ、アルミ、アルミ合金等の金属
からなる円筒缶、角筒缶、ボタン状缶等や、ラミネートフィルム等のシート状の外装材が
使用される。ラミネートフィルムとしては、銅、アルミニウム等の金属箔の少なくとも片
面にポリエステル、ポリプロピレン等の熱可塑性樹脂ラミネート層が形成されたものが好
ましい。
【００５５】
【実施例】
以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に示す。
実施例１
〔正極〕
平均粒径１０μｍのＬｉＣｏＯ 2（第１の活物質）６５重量部、平均粒径が５μｍのＬｉ
ＣｏＯ 2（第２の活物質）２８重量部、平均粒径２μｍの鱗片状黒鉛化炭素（第１の導電
材）３重量部、平均粒径４０ｎｍ（０．０４μｍ）のオイルファーネスブラック（第２の
導電材）１重量部およびポリフッ化ビニリデン（結着剤）３重量部を、分散溶媒としての
Ｎ－メチル－２－ピロリドンとともに混練（混合）してスラリーを調製し、該スラリーを
集電体であるアルミニウム箔（幅５５ｍｍ、長さ６００ｍｍ）の両面上に塗布し、乾燥し
て合材層を形成し、さらに圧延処理（圧延温度：３０℃、圧延率：４０％）を施して、全
体厚みが１５０μｍの正極を完成させた。
【００５６】
〔負極〕
活物質としての黒鉛化炭素繊維（平均繊維径８μｍ）１００重量部と、結着剤としてのポ
リフッ化ビニリデン５重量部を、分散溶媒としてのＮ－メチル－２－ピロリドンとともに
混合してスラリー化し、このスラリーを集電体となる幅５７ｍｍ、長さ６００ｍｍの銅箔
の両面に塗布し、乾燥して合材層を形成し、さらに圧延処理を施して、全体厚みが１５０
μｍの負極を完成させた。
【００５７】
〔リチウム二次電池の組立〕
ジエチルカーボネート４体積％と、エチルメチルカーボネート２９体積％と、プロピレン
カーボネート９体積％と、エチレンカーボネート１１体積％と、ジメチルカーボネート４
７体積％とからなる混合溶媒に、ＬｉＰＦ 6を１モル／Ｌ溶解して電解液を調製した。そ
して、上記作成した正極と負極とを、ポリプロピレン－ポリエチレン複合セパレータ（全
体厚み２０μｍ、積層構成ＰＰ／ＰＥ／ＰＰ）を介して捲回し、これを円筒型の電池缶（
外径１８ｍｍ、内径１７．５ｍｍ、高さ６５ｍｍ）に収容し、この後、正極と負極との間
に電解液を含浸させて、リチウム二次電池を完成させた。
【００５８】
実施例２
第１の活物質を平均粒径８μｍのＬｉＣｏＯ 2６５重量部に、第２の活物質を平均粒径３
μｍのＬｉＣｏＯ 2２８重量部にそれぞれ変更した以外は実施例１に準拠して、全体厚み
が１５０μｍの正極を作製した。そして、この正極以外の構成は実施例１と同様にして電
池を作製した。
【００５９】
実施例３
第１の活物質（平均粒径１０μｍのＬｉＣｏＯ 2）の量を７９重量部に変更し、第２の活
物質（平均粒径５μｍのＬｉＣｏＯ 2）の量を１４重量部にそれぞれ変更した以外は実施
例１に準拠して、全体厚みが１５０μｍの正極を作製した。そして、この正極以外の構成
は実施例１と同様にして電池を作製した。
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【００６０】
実施例４
第１の活物質（平均粒径１０μｍのＬｉＣｏＯ 2）の量を４３重量部に変更し、第２の活
物質（平均粒径５μｍのＬｉＣｏＯ 2）の量を５０重量部にそれぞれ変更した以外は実施
例１に準拠して、全体厚みが１５０μｍの正極を作製した。そして、この正極以外の構成
は実施例１と同様にして電池を作製した。
【００６１】
比較例１
活物質に平均粒径２０μｍのＬｉＣｏＯ 2９１重量部を使用し、導電材に平均粒径６μｍ
の球状黒鉛化炭素（第１の導電材）５重量部と平均粒径４０ｎｍ（０．０４μｍ）のオイ
ルファーネスブラック（第２の導電材）１重量部を使用し、その他は実施例１に準拠して
、全体厚みが１５０μｍの正極を作製した。そして、この正極以外の構成は実施例１と同
様にして電池を作製した。
【００６２】
比較例２
第１の導電材を平均粒径６μｍの球状黒鉛化炭素３重量部に変更した以外は、実施例１に
準拠して、全体厚みが１５０μｍの正極を作製した。そして、この正極以外の構成は実施
例１と同様にして電池を作製した。
【００６３】
比較例３
第１の導電材に平均粒径５μｍの塊状黒鉛化炭素３重量部に変更した以外は、実施例１に
準拠して、全体厚みが１５０μｍの正極を作製した。そして、この正極以外の構成は実施
例１と同様にして電池を作製した。ここで塊状黒鉛化炭素の「塊状」とは、岩石のような
規則性のない凹凸を表面に有する塊を意味している。
【００６４】
比較例４
平均粒径４０ｎｍ（０．０４μｍ）のオイルファーネスブラック（第２の導電材）を使用
しない代わりに、平均粒径２μｍの鱗片状黒鉛化炭素（第１の導電材）の配合量を４重量
部に変更した以外は、実施例１に準拠して、全体厚みが１５０μｍの正極を作製した。そ
して、この正極以外の構成は実施例１と同様にして電池を作製した。
【００６５】
以上の各実施例および各比較例で作製したリチウムイオン二次電池につき、以評価試験を
行った。その結果を表１に示す。なお、表１中の圧延負荷（ｔ／ｃｍ）は、圧延時の電極
（正極）にかかる荷重（Ｔ）を電極幅（Ｗ）で割った値であり、圧延荷重は圧延装置に付
設されている圧延荷重計より得たものである。また、電極幅（Ｗ）は電極の進行方向と直
交する方向（圧延ロールの軸心方向）における幅である。この圧延負荷が小さいほど、圧
延時に正極（電極）にかかる負荷が小さく、作業性が良いことを意味する。
【００６６】
〔電池の初期容量〕
２０℃の環境下で、定電流－定電圧充電（２０００ｍＡ、４．２Ｖ）後、定電流放電（４
００ｍＡ、カットオフ電圧：３Ｖ）を行い、放電時間×電流より容量〔ｍＡ・Ｈ〕を求め
る。
【００６７】
〔低温特性試験〕
室温で充電を行なった後、これを－２０℃の大気雰囲気中に６時間放置する。なお、ここ
での充電は上記の初期容量の測定の際のそれと同じである。次に、この－２０℃の大気雰
囲気中で１Ｃ（２０００ｍＡｈ）／３Ｖカットオフで放電を行い、その時の放電時間×電
流より放電容量〔ｍＡ・Ｈ〕を求める。
【００６８】
〔内部ショート試験〕
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電池１００個を４．２Ｖに満充電して２週間放置し、放置後の電圧を測定する。足切り基
準（放置後の電圧が４Ｖ以下）として、そのような電池の個数をｎ１とする。そして、（
１００－ｎ１）個の電池の平均電圧をＶｎとしたとき、Ｖｎよりも１０ｍＶ電圧が低い電
池の個数ｎ２とし、下記式により不良率（＝内部ショート発生率）を計算する。
不良率（％）＝［（ｎ１＋ｎ２）／１００］×１００
【００６９】
〔釘刺し試験（安全性試験）〕
１．５Ａで電圧が４．３Ｖとなるまで充電し、充電後直ちに外径３ｍｍの釘を、各リチウ
ムイオン二次電池の正極端子と負極端子との間の略中央辺りにおいて４ｃｍ／秒の速度で
刺し込んで電池を貫通させ、１０本中での発火本数を調べる安全性の試験を行った。１０
本中、１本でも発火したものは不合格（×）とし、１０本とも発火しなかったものを合格
（○）とした。
【００７０】
以上の試験結果が下記表１である。
【００７１】
【表１】
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【００７２】
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表中、比較例１、２の圧延負荷における（箔切れ）とは、圧延過程で箔の切断や破損が生
じたことを意味する。
【００７３】
【発明の効果】
以上の説明により明らかなように、本発明のリチウムイオン二次電池用の正極を使用する
ことにより、高容量で優れた低温特性を示し、しかも、内部ショートおよび異常反応が起
こりにくい、高性能かつ高信頼性のリチウム二次電池を実現することができる。
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