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(57)【要約】
【課題】非水電解質電池の正極として利用した際、電池
を繰り返し充放電させても破損し難い正極体を提供する
。
【解決手段】正極集電体１１と、この正極集電体１１の
少なくとも一面側に設けられる正極活物質層１０とを備
える正極体１Ａにおいて、正極活物質層１０を複数の髭
状体１０ｍと正極活物質膜１０ｆとで構成する。髭状体
１０ｍは、導電性を有し、正極集電体１１に接合されて
いる。また、正極活物質膜１０ｆは、複数の髭状体１０
ｍの表面と、髭状体１０ｍが接合される側の正極集電体
１１の表面とで構成される被膜形成表面に沿って形成さ
れる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極集電体と、この正極集電体の少なくとも一面側に設けられる正極活物質層とを備え
、非水電解質電池の正極として利用される正極体であって、
　前記正極活物質層は、
　　前記正極集電体に接合された導電性を有する複数の髭状体と、
　　これら髭状体の表面と、髭状体が接合される側の正極集電体の表面とで構成される被
膜形成表面に沿って形成され、リチウムイオンの吸蔵と放出を行なう正極活物質膜と、
　を備えることを特徴とする正極体。
【請求項２】
　前記髭状体の一部が、前記正極集電体に埋没していることを特徴とする請求項１に記載
の正極体。
【請求項３】
　前記髭状体がカーボンナノチューブおよび炭素繊維の少なくとも一方であることを特徴
とする請求項１または２に記載の正極体。
【請求項４】
　前記正極活物質層の厚さが１μｍ～１００μｍであることを特徴とする請求項１～３の
いずれか一項に記載の正極体。
【請求項５】
　前記正極活物質層はさらに、正極活物質膜の表面に形成され、リチウムイオン伝導性物
質を含むイオン伝導膜を備えることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の正
極体。
【請求項６】
　正極と、負極と、両電極の間に配される電解質層とを備える非水電解質電池であって、
　前記正極は、
　請求項１～５のいずれか一項に記載される正極体であることを特徴とする非水電解質電
池。
【請求項７】
　正極集電体と、この正極集電体の少なくとも一面側に設けられる正極活物質層とを備え
、非水電解質電池の正極として利用される正極体の製造方法であって、
　正極集電体となる金属基板の少なくとも一面に導電性の髭状体を複数接合された状態に
する髭状体形成工程と、
　前記髭状体の表面と、髭状体が接合される側の正極集電体の表面とで構成される被膜形
成表面に沿うように、リチウムイオンの吸蔵と放出を行う正極活物質膜を形成する活物質
膜形成工程と、
　を備え、
　複数の髭状体及び前記被膜形成表面に沿って形成される正極活物質膜を有する正極活物
質層を形成することを特徴とする正極体の製造方法。
【請求項８】
　前記髭状体形成工程において、気相法によりカーボンナノチューブからなる髭状体を形
成することを特徴とする請求項７に記載の正極体の製造方法。
【請求項９】
　前記髭状体形成工程において、予め用意したカーボンナノチューブまたは炭素繊維を正
極集電体の表面に接合することを特徴とする請求項７に記載の正極体の製造方法。
【請求項１０】
　さらに、前記正極活物質膜の表面にリチウムイオン伝導性物質を含むリチウムイオン伝
導膜を形成するイオン伝導膜形成工程を備えることを特徴とする請求項７～９のいずれか
一項に記載の正極体の製造方法。
【請求項１１】
　前記髭状体形成工程の前に、正極集電体表面に、正極集電体よりも融点の低い金属層を
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形成する金属層形成工程と、
　前記髭状体形成工程の後で活物質膜形成工程の前、もしくは、活物質膜形成工程の後に
、金属層の融点以上の温度で正極体を熱処理する熱処理工程と、
　を備えることを特徴とする請求項７～１０のいずれか一項に記載の正極体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非水電解質電池の正極に利用される正極体とその製造方法、ならびにその正
極体を使用した非水電解質電池に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　携帯機器といった比較的小型の電気機器の電源として、繰り返し充放電を行なうことが
できる非水電解質電池が利用されている。非水電解質電池として、代表的には、正極と負
極とこれら電極の間でリチウムイオンの伝導を媒介する電解質層とを備えるリチウムイオ
ン電池を挙げることができる（例えば、特許文献１や２を参照）。
【０００３】
　特許文献１の非水電解質電池では、正極活物質を樹脂バインダーや溶剤と混合したペー
スト（スラリー）を作製し、このスラリーを基板（支持体）に塗布したものを正極として
使用している。この正極では、支持体が正極集電体として機能し、支持体上に塗布された
スラリーが乾燥したものが正極活物質層として機能する。
【０００４】
　特許文献２の非水電解質電池では、基板の上に金属製の集電体層を形成したものを支持
体として、この支持体の上に正極活物質層を気相法により成膜したものを正極として利用
している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特公平７－５０６１７号公報
【特許文献２】特開２００５－２５１４１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記特許文献１や２の電池は、充放電を繰り返すうちに正極活物質層に亀裂が
生じたり、正極活物質層が正極集電体から剥離したりするという不具合が生じる虞がある
。これは、充放電の際に、正極活物質層におけるリチウムイオンの吸蔵と放出により正極
活物質層が膨張と収縮を繰り返すため、当該活物質層に応力が作用するからである。
【０００７】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、その目的の一つは、非水電解質電池の
正極として利用した際、電池を繰り返し充放電させても破損し難い正極体とその製造方法
を提供することにある。
【０００８】
　また、本発明の別の目的は、本発明正極体を使用した非水電解質電池を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
（１）本発明正極体は、正極集電体と、この正極集電体の少なくとも一面側に設けられる
正極活物質層とを備え、非水電解質電池の正極として利用される正極体に係る。この本発
明正極体の正極活物質層は、複数の髭状体と正極活物質膜とを備えることを特徴とする。
髭状体は、導電性を有し、正極集電体に接合されている。また、正極活物質膜は、複数の
髭状体の表面と、髭状体が接合される側の正極集電体の表面とで構成される被膜形成表面
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に沿って形成され、リチウムイオンの吸蔵と放出を行う。
【００１０】
　ここで、正極活物質膜は、被膜形成表面に付着された正極活物質の粒子の集合体であっ
ても良いし、被膜形成表面に気相法やゾルゲル法で形成されたコーティング状であっても
良い。
【００１１】
　上記本発明正極体を非水電解質電池の正極として利用すれば、電池の充放電に伴い正極
活物質が膨張と収縮を繰り返しても、正極活物質層に亀裂などの破損が生じ難い電池、い
わゆるサイクル特性に優れた電池とすることができる。これは、林立した状態にある髭状
体同士の間に適当な隙間があり、しかも、髭状体が柔軟性に富むので、正極活物質膜の体
積変化とそれに伴う応力を吸収することができるからであると推察される。また、被膜形
成表面上の正極活物質膜が膨張と収縮を繰り返して正極活物質膜に応力が作用しても、そ
の応力が正極活物質層全体に波及し難いことも、本発明正極体を使用した電池が優れたサ
イクル特性を発揮する要因であると考えられる。つまり、髭状体が林立した状態にあると
、一の髭状体の表面にある正極活物質膜の膨張と収縮による応力が、他の髭状体の正極活
物質に作用し難く、応力が作用した部分の正極活物質膜が部分的に脱落するに止まると推
察される。
【００１２】
　また、正極活物質層において導電性の髭状体が毛細血管のように配された状態にあるの
で、正極活物質膜と正極集電体との間の電力の遣り取りを円滑にできる。その結果、本発
明正極体を使用すれば、放電容量に優れる電池を作製することができる。
【００１３】
（２）本発明正極体の一形態として、前記髭状体の一部が、前記正極集電体に埋没してい
ることが好ましい。
【００１４】
　髭状体が単に正極集電体上に堆積しているのではなく、髭状体の根元部分が正極集電体
に埋没している構造とすることで、髭状体を正極集電体から脱落し難くすることができる
。このような構造の正極体を電池の正極として使用すれば、電池の充放電を繰り返したと
しても、髭状体と正極活物質膜を主体とする正極活物質層が正極集電体から剥離し難く、
長期に渡って初期の放電容量を維持することができる。
【００１５】
（３）本発明正極体の一形態として、前記髭状体がカーボンナノチューブおよび炭素繊維
の少なくとも一方であることが好ましい。
【００１６】
　髭状体は導電性を有していれば特に限定されないが、カーボンナノチューブ（以下、Ｃ
ＮＴ）や炭素繊維は、導電性に優れると共に、正極活物質との密着性も良好である。また
、ＣＮＴや炭素繊維は、強度と柔軟性をバランスよく備えているので、破損し難い正極活
物質層を備える正極体とすることができる。特に、気相法を用いて正極集電体上に成長さ
れるＣＮＴが好適である。気相法により形成したＣＮＴは、正極集電体の面にほぼ直交す
るように成長する傾向にあるため、気相法でＣＮＴを作製すれば正極活物質層中の導電路
である髭状体が整列した状態にできる。その結果、電池の厚み方向における電荷の流れが
円滑になり、髭状体が整列していない状態よりも、電池の充放電時間が短くなる。
【００１７】
（４）本発明正極体の一形態として、正極活物質層の厚さが１μｍ～１００μｍであるこ
とが好ましい。
【００１８】
　上記厚さの正極活物質層を備える正極体であれば、携帯電話などの薄型デバイスに好適
な薄い非水電解質電池を作製することができるし、そのような薄型デバイスの電源として
十分な放電容量を備える電池を作製することができる。
【００１９】
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（５）本発明正極体の一形態として、前記正極活物質層は、正極活物質膜の表面に形成さ
れ、リチウムイオン伝導性物質を含むイオン伝導膜を備えることが好ましい。
【００２０】
　上記構成によれば、正極活物質膜の表面にリチウムイオンの伝導路を形成することがで
きる。その結果、本発明正極体を非水電解質電池に使用したときに、正負極間のリチウム
イオンの遣り取りが円滑に行われるので、電池の放電容量を向上させることができる。こ
のようなリチウムイオン伝導性物質としては、リチウムイオン伝導性を有する複合酸化物
や、リチウムイオン伝導性を有する高分子を利用することができる。
【００２１】
（６）本発明非水電解質電池は、正極と、負極と、両電極の間に配される電解質層とを備
える非水電解質電池であって、前記正極が本発明正極体であることを特徴とする。
【００２２】
　本発明正極体を備える非水電解質電池であれば、充放電を繰り返しても放電容量が低下
し難い。そのため、本発明電池は、例えば携帯電話などの電源として好適に利用可能であ
る。
【００２３】
（７）本発明正極体の製造方法は、正極集電体と、この正極集電体の少なくとも一面側に
設けられる正極活物質層とを備え、非水電解質電池の正極として利用される正極体の製造
方法であって、以下の工程を備え、複数の髭状体及び前記被膜形成表面に沿って形成され
る正極活物質膜を有する正極活物質層を形成することを特徴とする。
　正極集電体となる金属基板の少なくとも一面に導電性の髭状体を複数接合された状態に
する髭状体形成工程。
　前記髭状体の表面と、髭状体が接合される側の正極集電体の表面とで構成される被膜形
成表面に沿うように、リチウムイオンの吸蔵と放出を行う正極活物質膜を形成する活物質
膜形成工程。
【００２４】
　本発明正極体の製造方法によれば、本発明正極体を容易に製造することができる。
【００２５】
（８）本発明正極体の製造方法の一形態として、髭状体形成工程において、気相法により
カーボンナノチューブからなる髭状体を形成しても良い。
【００２６】
　気相法により正極集電体の表面から延びるように髭状体となるカーボンナノチューブを
成長させると、正極集電体から脱落し難い髭状体とすることができる。また、カーボンナ
ノチューブは強度と柔軟性をバランス良く備えるので扱い易い上、破損し難い健全な正極
活物質層を有する正極体を製造することができる。
【００２７】
　（９）本発明正極体の製造方法の一形態として、髭状体形成工程において、予め用意し
たカーボンナノチューブまたは炭素繊維を正極集電体の表面に接合しても良い。
【００２８】
　カーボンナノチューブや炭素繊維は、強度と柔軟性をバランス良く備えるので扱い易い
上、破損し難い健全な正極活物質層を有する正極体を製造することができる。
【００２９】
（１０）本発明正極体の製造方法の一形態として、さらに、正極活物質膜の表面にリチウ
ムイオン伝導性物質を含むリチウムイオン伝導膜を形成するイオン伝導膜形成工程を備え
ることが好ましい。
【００３０】
　イオン伝導膜形成工程を備えることにより、リチウムイオンの伝導路を正極活物質膜の
表面に形成することができる。その正極体を電池に用いれば、電池の放電容量を向上させ
ることができる。
【００３１】
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（１１）本発明正極体の製造方法の一形態として、さらに以下の工程を備えることが好ま
しい。
　髭状体形成工程の前に、正極集電体表面に、正極集電体よりも融点の低い金属層を形成
する金属層形成工程。
　髭状体形成工程の後で活物質膜形成工程の前、もしくは、活物質膜形成工程の後に、金
属層の融点以上の温度で正極体を熱処理する熱処理工程。
【００３２】
　上記工程を実施することにより、髭状体の根元部分を容易に正極集電体に埋没させるこ
とができる。ここで、上記工程で形成される金属層も導電性を有するがリチウムイオン伝
導性を有さないため、正極集電体の一部とみなすことができる。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明正極体を非水電解質電池の正極として使用すれば、電池を繰り返し充放電させて
も正極の部分に破損が生じ難い電池を作製できる。その結果、本発明正極体を用いた非水
電解質電池は、携帯機器の電源に要求されるサイクル特性を満たす電池、即ち、繰り返し
の充放電にも放電容量の低下し難い電池となる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】実施形態に示す非水電解質電池の概略構成図である。
【図２】実施形態に示す本発明正極体の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
［全体構成］
　図１に例示するように、本発明非水電解質電池１００は、正極１、負極２、および、両
電極間に配置される電解質層３を備える。正極１は、正極活物質層１０と正極集電体１１
とを備え、負極２は、集電体を兼ねる負極活物質層２０を備える。さらに、この電池１０
０は、正極活物質層１０と電解質層３との間にリチウムイオンの偏りを緩衝する緩衝層４
を備える。この本発明非水電解質電池１００の最も特徴とするところは、この電池１００
の正極１に利用される正極体１Ａにある。以下、まず初めに本発明正極体１Ａとその製造
方法を詳細に説明し、次いで正極体１Ａ以外の構成について簡単に説明する。
【００３６】
［正極体］
　本発明正極体１Ａの構成を具体的に説明すると、図２に示すように金属基板などの導電
性板材からなる正極集電体１１と正極活物質層１０とを備える。正極活物質層１０は、正
極集電体１１に接合される髭状体１０ｍと、この髭状体１０ｍの表面および髭状体１０ｍ
が接合される側の正極集電体１１の表面で構成される導電性の被膜形成表面に沿うように
形成される正極活物質膜１０ｆと、を備える。正極活物質層１０はさらに、正極活物質膜
１０ｆの表面を覆うように配されるリチウムイオン伝導性物質を含むリチウムイオン伝導
膜１０ｒを備えていても良い。なお、正極集電体１１の他面側にも正極活物質層１０を設
けても良い。正極集電体１１の両面に正極活物質層１０を設ける場合、各正極活物質層１
０のそれぞれに対して電解質層３や負極２を積層すると良い。
【００３７】
　正極体１Ａの厚さは、携帯機器の電源として小型でありつつ十分な放電容量を備えるよ
うに選択することが好ましい。正極体１Ａは、正極集電体１１と正極活物質層１０とを備
えるので、例えば、正極集電体１１の厚さを３～３００μｍ、正極活物質層１０の厚さを
１～１００μｍとすると良い。なお、正極集電体１１の表面から延びる髭状体１０ｍの平
均長さが、正極活物質層１０の厚さと見なして良い。
【００３８】
　＜髭状体＞
　髭状体１０ｍは、導電性を有する短尺の線状部材であり、正極集電体１１に接合されて
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いる。この髭状体１０ｍは、正極活物質膜１０ｆを保持する役割を担うと共に、正極活物
質膜１０ｆと正極集電体１１との間の電力の遣り取りを仲介する役割を担う。
【００３９】
　髭状体１０ｍの表面積は、電池の放電容量を決める正極活物質膜１０ｆを保持すると言
う観点からすれば、大きいほうが好ましい。ここで、１本の髭状体１０ｍの表面積を大き
くしようとすれば髭状体１０ｍの直径を太くすれば良いが、その場合、正極集電体１１に
接合できる髭状体１０ｍの数は少なくなる。従って、本発明正極体１Ａでは逆に１本の髭
状体１０ｍの直径を細くして、正極集電体１１に接合できる髭状体１０ｍの数を多くし、
正極集電体１１に接合される全ての髭状体１０ｍの合計表面積を大きくする。例えば、髭
状体１０ｍの直径が２０μｍ以下とし、髭状体１０ｍの［直径／長さ］比を１００以上と
すると、種々の用途に使用可能な量の正極活物質を備える正極活物質膜１０ｆを形成する
ことができる。
【００４０】
　また、髭状体１０ｍは、その一端側が正極集電体１１に埋設されていることが好ましい
。このような構成であれば、髭状体１０ｍが正極集電体１１から脱落し難くなるからであ
る。髭状体１０ｍの一端側を正極集電体１１に埋設させる代表的な方法については後述す
る。
【００４１】
　上記のような髭状体１０ｍは、導電性に優れる材質で構成されていれば特に限定されな
い。例えば、導電性に優れると共に、適度な強度と柔軟性を有するＣＮＴや炭素繊維を使
用することができる。髭状体１０ｍは、例えば化学気相成長法（ＣＶＤ法）などにより、
正極集電体１１の表面から成長させるようにして形成しても良い。その他、髭状体１０ｍ
を予め用意して、この用意した髭状体１０ｍを正極集電体１１の表面に接合するようにし
ても良い。
【００４２】
　一方、髭状体１０ｍの表面に担持される正極活物質膜１０ｆは、被膜形成表面に沿って
被膜形成表面を実質的に覆う膜であって、リチウムイオンの吸蔵と放出を行なうことがで
きる電池反応の主体となる正極活物質を含む。この正極活物質膜１０ｆは、粒状体の活物
質を髭状体１０ｍの表面に付着させることで形成しても良いし、気相法やゾルゲル法など
により形成したコーティング状のものとしても良い。
【００４３】
　使用する正極活物質の材料として代表的には、ＬｉαＯ２やＬｉβ２Ｏ４（α、βはＮ
ｉ，Ｃｏ，Ｍｎの少なくとも一種を５０％以上含む）などで表される物質、例えば、Ｌｉ
ＣｏＯ２や、ＬｉＮｉＯ２、ＬｉＭｎＯ２、ＬｉＣｏ０.５Ｆｅ０.５Ｏ２、ＬｉＭｎ２Ｏ

４などを利用することができる。その他、正極活物質としてＬｉＦｅＰＯ４などを使用で
きる。
【００４４】
　＜リチウムイオン伝導膜＞
　活物質膜１０ｆの表面に形成されるリチウムイオン伝導膜１０ｒとしては、リチウムイ
オン伝導性を有する複合酸化物や、リチウムイオン伝導性を有する高分子で構成すること
ができる。この伝導膜１０ｒは、上述した正極活物質膜１０ｆの表面に沿って、活物質膜
１０ｆ全体を覆うように構成することが好ましい。このような構成とすることで、活物質
膜１０ｆの表面にリチウムイオンの伝導路を形成することができる。
【００４５】
　複合酸化物としては、Ｌｉと、Ｔｉ，ＮｂおよびＴａのうち少なくとも一種とを含有す
る酸化物、例えば、ＬｉＮｂＯ３や、Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２、ＬｉＴａＯ３などを利用でき
る。その他の複合酸化物として、Ｌｉと、Ｌａと、ＺｒおよびＴｉのうち少なくとも一種
とを含有する酸化物、例えば、Ｌｉ７Ｌａ３Ｚｒ２Ｏ１２、Ｌｉ０.３３Ｌａ０.５６Ｔｉ
Ｏ３などを利用することができる。このような複合酸化物は、被膜形成表面に被膜として
形成することができる。
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【００４６】
　一方、リチウムイオン伝導性の高分子としては、例えば、リチウムを含む化合物（例え
ば、ＬｉＰＦ６やＬｉＣｌＯ４など）を分散させた高分子化合物（例えば、ポリエチレン
オキサイドなど）を利用できる。このような高分子は、正極活物質膜１０ｆを表面に形成
した髭状体１０ｍ同士の隙間に当該隙間を埋めるように充填させることができる。その他
、粘度を低めにした高分子を髭状体１０ｍの形成面に塗布し、熱処理などで高分子の粘度
を上げると、正極活物質膜１０ｆの表面に比較的均一な被膜状のリチウムイオン伝導膜１
０ｒを形成することができる。
【００４７】
　以上の構成を備える正極体を非水電解質電池の正極として使用すれば、充放電に伴い放
電容量が低下し難い電池とすることができる。その理由は、電池の充放電に伴い正極活物
質が膨張と収縮を繰り返したとしても、その体積変化により生じる応力を髭状体で緩和す
ることができるからである。
【００４８】
［正極体の製造方法］
　本発明正極体１Ａは、例えば、以下に示す工程を必須要件として備える本発明正極体の
製造方法により作製することができる。
　（髭状体形成工程）…正極集電体１１となる金属基板の少なくとも一面に接合される導
電性の髭状体１０ｍを複数接合された状態とする工程
　（活物質膜形成工程）…前記髭状体１０ｍの表面と、髭状体１０ｍが接合される側の正
極集電体１１の表面とで構成される被膜形成表面に沿うように、リチウムイオンの吸蔵と
放出を行う正極活物質膜１０ｆを形成する工程
【００４９】
　また、本発明正極体の製造方法は、以下に示すイオン伝導膜形成工程、金属層形成工程
、熱処理工程を任意要件として備えていても良い。なお、金属層形成工程と熱処理工程は
組で行うようにする。
　（イオン伝導膜形成工程）…正極活物質膜１０ｆの表面にリチウムイオン伝導性物質を
含むリチウムイオン伝導膜１０ｒを形成する工程
　（金属層形成工程）…髭状体形成工程の前に、正極集電体１１表面に、正極集電体１１
よりも融点の低い金属層を形成する工程
　（熱処理工程）…髭状体形成工程の後で活物質膜工程の前、もしくは、活物質膜形成工
程の後に、金属層の融点以上の温度で正極体１Ａを熱処理する工程
【００５０】
　上述した必須要件と任意要件の組み合わせを以下に列挙する。
　髭状体形成工程→活物質膜形成工程
　髭状体形成工程→活物質膜形成工程→イオン伝導膜形成工程
　金属膜形成工程→髭状体形成工程→熱処理工程→活物質膜形成工程
　金属膜形成工程→髭状体形成工程→活物質膜形成工程→熱処理工程
　金属膜形成工程→髭状体形成工程→活物質膜形成工程→熱処理工程→イオン伝導膜形成
工程
　金属膜形成工程→髭状体形成工程→活物質膜形成工程→イオン伝導膜形成工程→熱処理
工程
【００５１】
　以下、本発明正極体の製造方法における各工程について詳細に説明する。
【００５２】
　＜髭状体形成工程＞
　正極集電体１１に髭状体１０ｍを接合するための代表的な方法を以下に２つ例示する。
【００５３】
　まず、第１の方法は、正極集電体１１の表面に気相法を用いてカーボンナノチューブ（
ＣＮＴ）を成長させ、このＣＮＴを髭状体とする方法である。ＣＮＴは、線状体であって
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、優れた導電性を有する。
【００５４】
　ＣＮＴのより具体的な製造方法としては化学気相成長（ＣＶＤ）法を挙げることができ
る。例えば、正極集電体１１の表面にＦｅやＣｏなどの触媒を付着させた後、炭化水素や
アルコールガス雰囲気の下で加熱することでＣＮＴを形成できる。正極集電体１１の表面
にＣＮＴを成長させると、正極集電体１１の表面にほぼ直交するようにＣＮＴが延びる。
【００５５】
　次に、第２の方法は、予めＣＮＴもしくは炭素繊維などからなる髭状体１０ｍを用意し
、この髭状体１０ｍをめっき法や電着法などを利用して正極集電体１１の表面に接合する
方法である。例えばめっき法では、正極集電体１１を浸漬しためっき液中に髭状体１０ｍ
を分散させた状態でめっきを行なう。このようにすれば、正極集電体１１の表面にめっき
液中の金属が析出する際に、髭状体１０ｍが金属の析出に巻き込まれて正極集電体１１の
表面に固定される。この場合、めっき層も導電性を有するため正極集電体１１の一部とみ
なせる。一方、電着法では、極性溶媒中に正極集電体１１を浸漬させると共に、髭状体１
０ｍを分散させ、直流電場を印加した電気泳動により正極集電体１１の表面に髭状体１０
ｍを堆積させ、固定させる。その際、印加する電場の大きさによって、髭状体１０ｍを正
極集電体１１の表面にめり込ませることができる。
【００５６】
　＜活物質膜形成工程＞
　被膜形成表面（髭状体１０ｍの表面と、髭状体１０ｍが接合される側の正極集電体１１
の表面）に正極活物質膜１０ｆを形成するための代表的な方法を以下に２つ例示する。
【００５７】
　まず第１の作製方法は、被膜形成表面に粒状の正極活物質を付着させる方法である。例
えば、極性溶媒中で正極活物質の粒子を正（または負）に帯電させると共に、前記溶媒と
は別に用意した極性溶媒中で髭状体１０ｍを有する正極集電体１１を負（または正）に帯
電させ、両溶液を混ぜ合わせることで被膜形成表面に正極活物質粒子を吸着させると良い
。
【００５８】
　次に、正極活物質膜の第２の作製方法は、被膜形成表面に膜状の正極活物質をコーティ
ングさせることで、正極活物質膜１０ｆを形成する方法である。例えば、物理気相成長法
や化学気相成長法などの気相法により髭状体１０ｍの表面に正極活物質をコーティングさ
せると良い。その他、正極活物質の前駆物質である金属アルコキシドを含むゾルを熱処理
によりゲルとなすゾルゲル法などにより正極活物質膜１０ｆを形成しても良い。
【００５９】
　＜イオン伝導膜形成工程＞
　イオン伝導膜形成工程は、正極活物質膜１０ｆの表面にさらにリチウムイオン伝導性物
質を含むリチウムイオン伝導膜１０ｒを形成するための工程である。この工程も、代表的
には以下の２つの方法により行うことができる。
【００６０】
　まず１つ目の方法は、リチウムイオン伝導性の複合酸化物（正極体の説明の際に例示）
を正極活物質膜１０ｆの表面に膜状に形成する方法である。例えば、複合酸化物の前駆物
質であるアルコキシドを含むゾルを用意し、正極活物質膜１０ｆを形成した髭状体１０ｍ
同士の隙間に含浸させた後、熱処理により前駆物質を複合酸化物のゲルに変化させる。
【００６１】
　次に、２つ目の方法は、リチウムイオン伝導性の高分子樹脂（正極体の説明の際に例示
）を髭状体１０ｍ同士の隙間に充填させる方法である。例えば、リチウムイオン伝導性の
化合物を高分子樹脂中に分散させ、この高分子樹脂を髭状体１０ｍの隙間に含浸させた後
、熱処理により高分子樹脂の粘度を高くすることで当該隙間に高分子樹脂を担持させる。
【００６２】
　＜金属膜形成工程と熱処理工程＞
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　金属膜形成工程は、髭状体１０ｍを形成する前の平坦な正極集電体１１の薄膜状の金属
層を形成する工程である。例えば、金属層は、スパッタリングなどの物理気相成長法によ
り形成することができる。金属層の材質は、正極集電体よりも低融点で、導電性を有する
ものであれば良く、例えば、Ａｇ－Ｃｕ合金、Ｃｕ－Ｎｉ合金などを好適に利用すること
ができる。また、金属層の厚さは、１～５μｍとすることが好ましい。
【００６３】
　一方、熱処理工程は、金属層を軟化させ、髭状体１０ｍの根元を金属層（正極集電体１
１の一部とみなす）中に埋設させることができる温度条件とする。例えば、正極集電体１
１をＳＵＳ３１６、金属層をＡｇ－Ｃｕ合金とするなら、熱処理温度は８００～９００℃
、熱処理時間は１０～３０分とすると良い。
【００６４】
［正極体以外の構成］
　次に、図１に示す正極１（正極体１Ａ）以外の構成を簡単に説明する。
【００６５】
　まず、電解質層３は、リチウムを含有する固体電解質であり、正極１と負極２との間の
リチウムイオンの伝導を媒介する。電解質層３の材料としては、Ｌｉ、Ｐ、ＯおよびＮを
含むもの（例えば、Ｌｉ－Ｐ－Ｏ－Ｎ）や、Ｌｉ、ＰおよびＳを含むもの（例えば、Ｌｉ

２Ｓ－Ｐ２Ｓ５）を利用できる。
【００６６】
　また、緩衝層４は、正極活物質層１０と電解質層３との間でリチウムイオンの偏りを緩
衝する層である。但し、緩衝層４は、電解質層が硫黄（Ｓ）を含まない場合、設ける必要
はない。
【００６７】
　負極２（負極活物質層２０）は、Ｌｉ金属、あるいはＬｉと合金を形成することのでき
るＡｌ、Ｓｉ、Ｃ、Ｓｎ、Ｂｉ、及びＩｎなどの元素や、ＬｉとＴｉの複合酸化物、Ｓｉ
、Ｓｎ、Ｖの酸化物などで形成することができる。また、負極２は、負極活物質層２０と
別個に負極集電体（例えば、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｒ、及びこれらの合金など）を備えて
いても良い。
【実施例】
【００６８】
　以下、本発明正極体を実際に作製し、その正極体を使用して非水電解質電池（試料１～
４）を作製すると共に、それら電池の電池特性を評価した。また、比較として焼結体から
なる正極体を作製し、その正極体を使用して非水電解質電池（試料１０）を作製すると共
に、その電池の電池特性を評価した。
【００６９】
［試料１の作製］
　＜髭状体形成工程＞
　まず、図１に示すように、本発明正極体１Ａを非水電解質電池の正極に使用した際、正
極集電体１１となる金属基板を用意した。試料１の作製にあたっては厚さ０．３ｍｍのス
テンレス薄板（ＳＵＳ３１６）を金属基板として用意した。その他、金属基板としては、
例えば、Ａｌ、Ｎｉ、これらの合金などを利用することもできる。
【００７０】
　次に、正極集電体１１の一面側に導電性を有する髭状体１０ｍを複数形成した。これら
髭状体１０ｍは、正極集電体表面にＣＶＤ法により直接作製した。具体的な作製方法は次
の通りである。
【００７１】
　初めに、スパッタリング法により正極集電体１１の一面側にＣｏを成膜した。Ｃｏは、
ＣＮＴの成長を促す触媒の役割を果たす。触媒としてはＣｏの他、Ｆｅ，Ｃｕ，Ｎｉ，Ｍ
ｏ，Ｍｎなどを挙げることができる。
【００７２】
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　続いて、ＣＶＤ装置のチャンバー内に正極集電体１１を配置し、アルゴンをキャリアガ
スとしてチャンバー内にエタノールを導入しつつ、８３０℃×１２分、圧力３３０ｔｏｒ
ｒ（約４４ｋＰａ）の条件下でＣＮＴを成長させた。形成したＣＮＴの平均長さは１６μ
ｍ、ＣＮＴの平均直径は２６ｎｍであった。このＣＮＴの形成時間を長くすることで、Ｃ
ＮＴの長さを調節することができる。一方、ＣＮＴの直径は、温度と圧力に依存して決定
され、形成時間の長さに殆ど影響されない。
【００７３】
　＜活物質膜形成工程＞
　本例では、ＣＮＴの表面と、ＣＮＴが形成される側の正極集電体１１の表面とで構成さ
れる被膜形成表面に正極活物質粒子を付着させることで正極活物質膜１０ｆを形成した。
【００７４】
　まず、以下の手順により正極活物質粒子を作製した。水酸化リチウム（ＬｉＯＨ）と酢
酸コバルト（Ｃｏ(ＣＨ３ＣＯＯ)２）とを等モル量、蒸留水中に投入して撹拌した後、乾
燥させて前駆体粉末を得た。この粉末を１０５０℃×３時間の焼成を行ってＬｉＣｏＯ２

結晶からなる粉末を得た。この粉末を遊星ボールミル装置で１５分間粉砕した後、超音波
印加により凝集物を解砕処理してＬｉＣｏＯ２粒子（正極活物質粒子）を得た。ボールミ
ル装置の粉砕加速度を変化させることでＬｉＣｏＯ２粒子の平均粒径を変化させることが
できる。本例では、粉砕加速度を１４４Ｇに設定しており、得られたＬｉＣｏＯ２粒子の
平均粒径は約５～６ｎｍであった。なお、この平均粒径とは、粒径のヒストグラム中、粒
径の小さい粒子からの質量の和が総質量の５０％に達する粒子の粒径（５０％粒径）をい
う。
【００７５】
　上記のようにして作製した正極活物質粒子を無水ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）溶媒
中に分散させた溶液（Ｘ）を作製した。溶液（Ｘ）中の正極活物質粒子は、極性溶媒であ
るＤＭＦ中で正に帯電する。
【００７６】
　一方で、髭状体形成工程によりＣＮＴを形成した正極集電体をＤＭＦ溶媒中に浸漬させ
た溶液（Ｙ）を作製した。溶液（Ｙ）中のＣＮＴを形成した正極集電体１１の被膜形成表
面は、極性溶媒であるＤＭＦ中で負に帯電した。
【００７７】
　最後に、溶液（Ｘ）と溶液（Ｙ）とを超音波混合することで、被膜形成表面に正極活物
質粒子が付着してなる正極活物質膜１０ｆが形成される。
【００７８】
　＜イオン伝導膜形成工程＞
　被膜形成表面に正極活物質膜１０ｆを形成することで正極活物質層１０を形成した後、
その正極活物質層１０に対して次のような処理を行った。
【００７９】
　まず、過塩素酸リチウム（ＬｉＣｌＯ４）を５ｍｏｌ％溶解させたエチレンカーバイド
とポリエチレンオキシドとを等重量混合した溶液（以下ＰＥＯ溶液とする）を作製した。
そして、このＰＥＯ溶液を減圧下（５０ｋＰａ）で正極体１Ａの正極活物質層中に含浸さ
せた。ＰＥＯ溶液を含浸させた正極体１Ａに対してアルゴン雰囲気下で４５℃×１時間の
加熱処理を行い、正極活物質膜１１ｆの表面にリチウムイオン伝導性の高分子からなるリ
チウムイオン伝導膜１１ｒを形成した。
【００８０】
　＜正極体以外の電池要素の作製＞
　以上のようにして作製した正極体１Ａの正極活物質層１０側の面に緩衝層４、電解質層
３、および負極活物質層２０を積層した（図１を参照）。
【００８１】
　　≪緩衝層の形成≫
　まず、正極活物質層の上にＬｉＮｂＯ３からなる厚さ２０ｎｍの緩衝層４をエキシマレ
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ーザアブレーション法により形成した。緩衝層４の成膜条件は、蒸発源出力５００ｍＪ、
圧力１Ｐａの酸素雰囲気下とし、成膜した後、４００℃×０．５時間、大気炉で酸素アニ
ールを行った。酸素アニールを行うことで、緩衝層４を構成するＬｉＮｂＯ３を正極活物
質層１０に拡散させた。
【００８２】
　　≪電解質層の作製≫
　緩衝層４の一面側にＬｉ２Ｓ＋Ｐ２Ｓ５からなる電解質層３を形成した。同層３の形成
は、１ＰａのＡｒ雰囲気下、硫化リチウム（Ｌｉ２Ｓ）及び五硫化リン（Ｐ２Ｓ５）をタ
ーゲットとするエキシマレーザアブレーション法により行なった。
【００８３】
　　≪負極活物質層の作製≫
　電解質層３の一面側にＬｉからなる負極活物質層２０を形成した。この層２０は、１０
－４Ｐａ以下の真空下で行なう抵抗加熱法により形成した。
【００８４】
［試料２，３の作製］
　試料２，３の作製は、試料１の作製とは以下の点で相違する。
　　試料２…ＣＮＴの形成時間を２５分とした。ＣＮＴの平均長さは５２μｍであった。
　　試料３…ＣＮＴの形成時間を４４分とした、ＣＮＴの平均長さは１２６μｍであった
。
【００８５】
［試料４の作製］
　試料４の作製は、試料３の作製とは以下の点で相違する。
【００８６】
　ＣＮＴの形成前（触媒であるＣｏの成膜前）に、正極集電体１１上にＡｇ－Ｃｕ合金か
らなる金属膜を形成した。金属膜の形成はスパッタリング法により行い、金属膜の平均厚
さは２μｍであった。
【００８７】
　活物質膜形成工程の後に、真空雰囲気下、８５０℃×０．５時間の熱処理を行った。こ
の温度は、金属層を構成するＡｇ－Ｃｕ合金の融点７８０℃、正極集電体であるＳＵＳ３
１６の融点１３７０～１４００℃を考慮して決定した。このような熱処理を行うことによ
り、金属層が軟化し、ＣＮＴの根元部分が金属層（正極集電体１１の一部と見なす）に埋
設される。実際、試料４の正極体の断面を観察したところ、ＣＮＴの根元部分が金属層に
埋設されていることが確認できた。
【００８８】
［試料１０の作製］
　試料１～４の作製と同様に正極活物質粒子の前躯体粉末を作製した。この前駆体粉末を
冷間等方加圧装置で８０ＭＰａの圧力をかけ、ペレット状に成形し、仮焼き９００℃×５
時間、本焼き１０５０℃×３時間の焼成を行って、ＬｉＣｏＯ２からなる焼結体を得た。
【００８９】
　次いで、得られた焼結体の形状加工後に表面を研磨処理し、平均厚さ５５μｍの活物質
部材を作製した。この活物質部材は、電池としたときに正極活物質層として機能する部材
である。
【００９０】
　最後に、研磨した正極体の一方の面にＡｌからなる平均厚さ０．１μｍの正極集電体を
気相法で形成し、正極活物質層と正極集電体とからなる正極体を得た。
【００９１】
　以降は、試料１～４の作製と同様にして正極体以外の電池要素を作製し、電池を完成さ
せた。
【００９２】
［試料１～４，１０の評価］
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　作製した試料１～４，１０の電池について、０．０５ｍＡの定電流で４．２Ｖまで充電
し、その後３Ｖで放電させる操作を１サイクルとする充放電サイクルを１０００回繰り返
し、正負極間で短絡が生じるか否かを調べた。また、短絡が生じたものについては短絡が
生じる直前の放電容量を、短絡が生じなかったものについては１０００サイクル目の放電
容量を調べ、試料１０の放電容量の値を１としたときの相対値で試料１～４の放電容量を
評価した。これらの結果、および各試料の構成や各試料の作製時に行なった操作などを表
１に示す。
【００９３】
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【表１】

【００９４】
　表１に示すように、試料１０の電池は、５００回を過ぎて正負極間に短絡が生じた。試
料１０に短絡が生じた理由は、充放電の繰り返しによって、正極活物質が膨張と収縮を繰
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り返すために、正極体や固体電解質を含む部材に応力が発生し、これに起因した微小な歪
みが積み重なることで最終的に部材にクラック等が発生したためと考えられる。
【００９５】
　これに対して、本発明の構造を有する試料１～４の電池では１０００サイクルの充放電
を繰り返しても正負極間の短絡は生じなかった。短絡が生じなかった理由は、柔軟性に富
む髭状体が正極活物質の体積変化を吸収したからではないかと推察される。
【００９６】
　また、本発明の構造を有する試料１～４の電池は、試料１０の電池に比べて単位体積あ
たりの放電容量に優れていた。例えば、正極活物質層の厚さが、試料１０の１／３に満た
ない試料１の電池であっても、試料１０の電池の約１．５倍の放電容量を有していた。さ
らに、試料３，４を比較すると、髭状体の根元が正極集電体に埋設されている試料４の方
が放電容量に優れることが分かった。これは、髭状体の根元が埋設された状態であると、
正極集電体と髭状体との間の電荷の遣り取りにロスが少なくなるからであると推察される
。
【００９７】
　ここで、以上説明した試料１～４はいずれもリチウムイオン伝導層を形成した正極体を
使用しているが、リチウムイオン伝導層はなくてもかまわない。その場合、正極体のリチ
ウムイオン伝導性が低下するので、この正極体を使用した電池の相対的放電容量は、１．
００超（試料１０の電池よりも優れる）であるものの、試料１～４の電池に比べて相対的
放電容量は低下するものと推察される。
【００９８】
　なお、本発明は上述した実施形態に限定されるわけではなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲において実施形態の構成を適宜変更することができる。例えば、電解質層が硫化物
でない場合、緩衝層はなくてもかまわない。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　本発明正極体を用いた非水電解質電池は、優れたサイクル特性と高い放電容量を備える
ことが求められる携帯機器の電源に好適に利用可能である。
【符号の説明】
【０１００】
１００　非水電解質電池
１　正極　１Ａ　正極体
　１０　正極活物質層　１１　正極集電体
２　負極
　２０　負極活物質層
３　電解質層　
４　緩衝層
　１０ｍ　髭状体　１０ｆ　正極活物質膜　１０ｒ　リチウムイオン伝導膜
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