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(57)【要約】
　共重合体または共重合体と電極活物質との凝集物を生
じさせることなく、高い接着性を有するバインダー組成
物を提供する。本発明に係るバインダー組成物は、固有
粘度が１．７ｄｌ／ｇ以上の第１のフッ化ビニリデン系
重合体と、アクリル酸またはメタクリル酸を単量体単位
として含む第２のフッ化ビニリデン系重合体とを含んで
いる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極活物質を当該電極活物質が塗布される集電体に結着させるために用いられるバイン
ダー組成物であって、
　固有粘度が１．７ｄｌ／ｇ以上の第１のフッ化ビニリデン系重合体と、
　アクリル酸またはメタクリル酸を単量体単位として含む第２のフッ化ビニリデン系重合
体と、を含んでいることを特徴とするバインダー組成物。
【請求項２】
　上記第２のフッ化ビニリデン系重合体の固有粘度が１．０ｄｌ／ｇ以上であることを特
徴とする請求項１に記載のバインダー組成物。
【請求項３】
　上記第１のフッ化ビニリデン系重合体は、フッ化ビニリデンのみを単量体単位として含
むことを特徴とする請求項１または２に記載のバインダー組成物。
【請求項４】
　上記第１のフッ化ビニリデン系重合体は、固有粘度が２．１ｄｌ／ｇ以上であることを
特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のバインダー組成物。
【請求項５】
　上記第１のフッ化ビニリデン系重合体と、上記第２のフッ化ビニリデン系重合体との混
合比が、重量比で７５：２５～２５：７５であることを特徴とする請求項１から４のいず
れか１項に記載のバインダー組成物。
【請求項６】
　非水溶媒および上記電極活物質を含むことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項
に記載のバインダー組成物。
【請求項７】
　上記電極活物質は正極材料であることを特徴とする請求項６に記載のバインダー組成物
。
【請求項８】
　集電体と集電体上に形成されている電極合剤層とを有する非水電解質二次電池用電極で
あって、
　上記電極合剤層は、請求項１から７のいずれか１項に記載のバインダー組成物を用いて
作製された層であることを特徴とする非水電解質二次電池用電極。
【請求項９】
　請求項８に記載の非水電解質二次電池用電極を備えていることを特徴とする非水電解質
二次電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はバインダー組成物、非水電解質二次電池用電極、および非水電解質二次電池に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子技術の発展はめざましく、小型携帯機器の高機能化が進んでいる。そのため
、これらに使用される電源には小型化および軽量化、すなわち高エネルギー密度化が求め
られている。高いエネルギー密度を有する電池として、リチウムイオン二次電池などに代
表される非水電解質二次電池が、広く使用されている。
【０００３】
　非水電解質二次電池用の電極構造体は、集電体と集電体上に形成される電極合剤層とを
有する構造となっている。電極合剤層は、一般に粉末電極材料とバインダー材料とを含む
電極合剤が適当な溶剤または分散媒中に分散されたスラリー状態で集電体上に塗布され、
溶剤または分散媒を揮散して形成される。粉末電極材料としては、例えば、正極または負
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極活物質である電極活物質などが主に用いられている。バインダー材料としては、フッ化
ビニリデン系重合体などが主に用いられている。
【０００４】
　しかし、バインダー材料として用いられている従来のフッ化ビニリデン系重合体は、電
極活物質と集電体との接着性が比較的に弱いため、使用中に電極活物質の脱落であったり
、電極合剤層の集電体からの剥離などの現象が見られたりする。このため、電池を長期間
使用中に、その放電容量の低下が大きくなることがある。
【０００５】
　そこで、接着性を向上させたバインダー材料としてのフッ化ビニリデン系重合体がいく
つか開発されている。このようなフッ化ビニリデン系重合体の一例として、アクリル酸と
フッ化ビニリデンとの共重合体が知られている（特許文献１）。また、２種類以上のフッ
化ビニリデン系重合体をブレンドすることによりバインダーの接着力を向上させる技術も
知られている（特許文献２）。特許文献２には、固有粘度が１．２ｄｌ／ｇ以上である非
改質フッ化ビニリデン系重合体と、カルボキシル基またはエポキシ基を有する改質フッ化
ビニリデン系重合体との組み合わせからなる非水系電池電極形成用のバインダーが開示さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特表２０１０－５２５１２４号公報（２０１０年７
月２２日公開）」
【特許文献２】日本国公開特許公報「特開平９－３２０６０７号公報（１９９７年１２月
１２日公開）」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１および２のバインダーでは、いまだ十分な接着性を有してい
ないという問題がある。また特許文献１には、特許文献１に記載の共重合体を含む２種類
以上のフッ化ビニリデン系重合体をブレンドすることが記載されているものの、その具体
的な混合処方については記載されていない。
【０００８】
　さらに、特許文献１に記載のアクリル酸とフッ化ビニリデンとの共重合体は、電極を作
製した際に、電極表面上に共重合体または共重合体と電極活物質との凝集物が形成され、
電池特性の低下を生じさせるという問題を有している。
【０００９】
　本発明は、上述の問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、共重合体または共重
合体と電極活物質との凝集物を生じさせることなく、高い接着性を有するバインダー組成
物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、バインダー組成物の構成について鋭意検討した結果、バインダー組成物
の構成材料として、ある値以上の固有粘度を有するフッ化ビニリデン系重合体と、アクリ
ル酸またはメタクリル酸を単量体単位として含むフッ化ビニリデン共重合体とをブレンド
するまたは併用することにより、共重合体の凝集物の発生を抑制しつつ、高い接着性を実
現できることを見出し、本発明を完成させるに至った。すなわち、本発明は、以下のよう
に表すことができる。
【００１１】
　本発明に係るバインダー組成物は、上記課題を解決するために、電極活物質を当該電極
活物質が塗布される集電体に結着させるために用いられるバインダー組成物であって、固
有粘度が１．７ｄｌ／ｇ以上の第１のフッ化ビニリデン系重合体と、アクリル酸またはメ
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タクリル酸を単量体単位として含む第２のフッ化ビニリデン系重合体とを含んでいるバイ
ンダー組成物である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、共重合体または共重合体と電極活物質との凝集物を生じさせることなく、高
い接着性を有するバインダー組成物を提供することができる。また、集電体と電極合剤層
との高い接着性により、電池の使用中において、電極合剤層の集合体からの剥離に起因す
る、放電容量の低下が大きくなることを避けることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態における非水電解質二次電池における電極の断面図である。
【図２】本実施形態における非水電解質二次電池の分解斜視図である。
【図３】本実施例において製造した電極の表面を示す画像の図であり、（ａ）は実施例３
の電極表面を示しており、（ｂ）は比較例１０の電極表面を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態について詳細に説明する。ここで、本明細書等における「電
極」とは、特に断りのない限り、本実施形態におけるバインダー組成物を用いた電極合剤
から形成される電極合剤層が集電体上に形成されている、非水電解質二次電池の電極を意
味する。また、本明細書等における「電池」とは、「電極」を備えた非水電解質二次電池
を意味する。また、本明細書等における「接着性」とは、集電体と、集電体上に形成され
る電極合剤層との接着性を意味しており、電極合剤層の剥離強度でもって表すことができ
る。すなわち、電極合剤層の剥離強度が高いほど、「接着性」が良いといえる。
【００１５】
　（バインダー組成物）
　本実施形態に係るバインダー組成物は、電池が有する電極であって、集電体上に電極活
物質を含む電極合剤層が形成されてなる電極において、電極活物質を集電体に結着させる
ために用いられるものである。バインダー組成物には、２種類のフッ化ビニリデン系重合
体が含まれている。便宜上、本明細書等では、この２種類について、「第１のフッ化ビニ
リデン系重合体」および「第２のフッ化ビニリデン系重合体」と称する。また、本明細書
等では、「第１のフッ化ビニリデン系重合体と第２のフッ化ビニリデン系重合体との混合
物」を単に「ブレンド物」とも称する。なお、本実施形態に係るバインダー組成物におい
ては、所望の効果を阻害しない限り、さらに別の重合体を含んでいてもよい。
【００１６】
　以下、第１のフッ化ビニリデン系重合体および第２のフッ化ビニリデン系重合体につい
て詳細に説明する。
【００１７】
　［第１のフッ化ビニリデン系重合体］
　第１のフッ化ビニリデン系重合体は、１．７ｄｌ/ｇ以上の固有粘度を有するフッ化ビ
ニリデン系重合体である。
【００１８】
　本明細書において「フッ化ビニリデン系重合体」とは、フッ化ビニリデンの単独重合体
（ホモポリマー）、およびフッ化ビニリデンと共重合可能な単量体とフッ化ビニリデンと
の共重合体（コポリマー）の何れをも含むものである。フッ化ビニリデンと共重合可能な
単量体としては、本願出願時に公知のものであれば、特に限定されるものではない。フッ
化ビニリデンを共重合させる場合、フッ化ビニリデン単位を９０モル％以上で含有するこ
とが好ましく、フッ化ビニリデン単位を９５モル％以上で含有することが特に好ましい。
【００１９】
　第１のフッ化ビニリデン系重合体においては、中でも、フッ化ビニリデン単独重合体（
ＰＶＤＦ）であることが好ましい。
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【００２０】
　第１のフッ化ビニリデン系重合体の固有粘度は、１．７ｄｌ/ｇ以上であり、好ましく
は、２．１ｄｌ/ｇ以上である。１．７ｄｌ／ｇ以上であることにより、高い接着性能を
実現できる。
【００２１】
　すなわち、第１のフッ化ビニリデン系重合体は、フッ化ビニリデン単独重合体であって
、固有粘度が２．１ｄｌ/ｇ以上であることが特に好ましい。
【００２２】
　第１のフッ化ビニリデン系重合体は、フッ化ビニリデン系重合体を製造するために公知
の製造方法により製造することができる。すなわち、製造方法については、上述の固有粘
度を有するように適宜設定すれば、その製造方法については、特に限定されるものではな
い。
［第２のフッ化ビニリデン系重合体］
　第２のフッ化ビニリデン系重合体は、（メタ）アクリル酸を単量体単位として含むフッ
化ビニリデン系重合体である。第２のフッ化ビニリデン系重合体は、単量体単位としてフ
ッ化ビニリデンの他に（メタ）アクリル酸を含んでいればよく、他の単量体単位が含まれ
ていてもよい。また、アクリル酸およびメタクリル酸両方の単量体単位を含んでいてもよ
い。中でも、（メタ）アクリル酸とフッ化ビニリデンとの共重合体であることが好ましい
。中でも、アクリル酸とフッ化ビニリデンとの共重合体であることがより好ましい。なお
、本明細書中において「（メタ）アクリル酸」は、アクリル酸およびメタクリル酸のいず
れかを意味するものである。
【００２３】
　第２のフッ化ビニリデン系重合体の固有粘度は、１．０ｄｌ／ｇ以上であることが好ま
しく、１．３ｄｌ／ｇ以上であることがより好ましい。
【００２４】
　第２のフッ化ビニリデン系重合体は、フッ化ビニリデンに対して、（メタ）アクリル酸
または（メタ）アクリル酸を含む水溶液を連続的に添加し、共重合することで得られる。
共重合反応が継続している間は、（メタ）アクリル酸または（メタ）アクリル酸の水溶液
の連続供給を続けることが好ましい。共重合の方法としては、懸濁重合、乳化重合および
溶液重合等の従来公知の方法を挙げることができる。これらの中でも、後処理の容易さ等
の点から、共重合の方法としては、水系の懸濁重合または乳化重合であることが好ましく
、水系の懸濁重合であることがより好ましい。
【００２５】
　水を分散媒とした懸濁重合における懸濁剤としては、メチルセルロース、メトキシ化メ
チルセルロース、プロポキシ化メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロ
キシプロピルセルロース、ポリビニルアルコール、ポリエチレンオキシドおよびゼラチン
等を使用することができる。
【００２６】
　また、重合開始剤としては、ジイソプロピルペルオキシカーボネート、ジノルマルプロ
ピルペルオキシジカーボネート、ジノルマルヘプタフルオロプロピルペルオキシジカーボ
ネート、イソブチリルペルオキサイド、ジ（クロロフルオロアシル）ペルオキサイドおよ
びジ（パーフルオロアシル）ペルオキサイド等を使用することができる。
【００２７】
　また、酢酸エチル、酢酸メチル、アセトン、エタノール、ｎ－プロパノール、アセトア
ルデヒド、プロピルアルデヒド、プロピオン酸エチル、および四塩化炭素等の連鎖移動剤
を添加することにより、得られる重合体の重合度を調節することも可能である。
【００２８】
　［第１のフッ化ビニリデン系重合体と第２のフッ化ビニリデン系重合体との混合］
　本実施形態に係るバインダー組成物は、第１のフッ化ビニリデン系重合体と第２のフッ
化ビニリデン系重合体とを混合することにより得られる。バインダー組成物の第１のフッ
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化ビニリデン系重合体の混合量と第２のフッ化ビニリデン系重合体の混合量との比率は、
重量比で７５：２５～２５：７５であることが好ましく、７０：３０～３０：７０である
ことがより好ましく、６０：４０～４０：６０であることがさらに好ましい。
【００２９】
　バインダー組成物における第１のフッ化ビニリデン系重合体と第２のフッ化ビニリデン
系重合体との混合量の比率が１：１である場合、第１のフッ化ビニリデン系重合体の固有
粘度は、２．１～３．１ｄｌ／ｇの範囲であることがより好ましく、２．１ｄｌ／ｇであ
ることがさらに好ましい。
【００３０】
　（バインダー組成物の利点）
　本実施形態に係るバインダー組成物は、本実施形態に係るバインダー組成物を用いた電
極合剤から形成される電極合剤層を有する電極において、電極合剤層と集電体との高い接
着性すなわち、高い剥離強度を得ることができる。また、本発明に係るバインダー組成物
を用いて得られた電極合剤層を有する電極では、その電極表面上に共重合体の凝集物が生
じることを抑制することができる。
【００３１】
　なお、本明細書において、「共重合体または共重合体と電極活物質との凝集物が生じる
ことを抑制する」とは、製造した電極を２ｃｍ×２ｃｍに切削し、それを４枚用意し、切
削電極表面範囲内での直径１ｍｍ以上または長さ１ｍｍ以上の凝集物が平均３個／枚未満
、または直径０．５ｍｍ以上または長さ０．５ｍｍ以上の凝集物が平均５個／枚未満の場
合を示す。
【００３２】
　本実施形態に係るバインダー組成物では、第２のフッ化ビニリデン系重合体に含まれる
（メタ）アクリル酸と、集電体との界面で水素結合を形成することにより、接着性が向上
しているものと推察されるが、本実施形態におけるバインダー組成物が効果を奏するため
の原理がこれに限定されることを意図するものではない。
【００３３】
　また、第１のフッ化ビニリデン系重合体と第２のフッ化ビニリデン系重合体との混合比
率を７５：２５～２５：７５の範囲とすることで、バインダー組成物を用いた電極合剤か
ら形成される電極合剤層を有する電極において、集電体と電極合剤層との接着性のさらな
る向上を図ることができる。
【００３４】
　さらに、第１のフッ化ビニリデン系重合体と第２のフッ化ビニリデン系重合体との混合
比率が１：１であるときに、固有粘度が２．１～３．１ｄｌ／ｇの範囲内である第１のフ
ッ化ビニリデン系重合体を用いることで、集電体と電極合剤層との接着性をより一層向上
させることができる。
【００３５】
　［電極合剤］
　本実施形態における電極合剤は、バインダー組成物に、電極活物質と非水溶媒とを含ま
せたものである。この電極合剤を集電体上に塗布して電極合剤層を形成することにより、
電極を作製することができる。電極合剤は、スラリー状であり、非水溶媒の量を調節する
ことによって、所望の粘度に調整することができる。
【００３６】
　電極合剤は、塗布対象である集電体の種類等に応じて電極活物質等の種類を変更するこ
とにより、正極用の電極合剤、または負極用の電極合剤とすることができる。本実施形態
における電極合剤は、正極用の電極活物質、すなわち正極活物質（正極材料）を用いた正
極用の電極合剤であることが好ましい。
【００３７】
　（非水溶媒）
　本実施形態における電極合剤において用いられる非水溶媒としては、フッ化ビニリデン
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系重合体を溶解できる溶媒であれば特に限定されるものではない。非水溶媒としては、例
えばＮ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル
アセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルホスホアミド、ジオキサン
、テトラヒドロフラン、テトラメチルウレア、トリエチルホスフェート、トリメチルホス
フェート、アセトン、メチルエチルケトン、およびテトラヒドロフランなどが挙げられる
。これらの非水溶媒は、単独で用いてもよいし、二種類以上を混合した混合溶媒として用
いてもよい。電極合剤において用いられる非水溶媒は、中でも、Ｎ－メチル－２－ピロリ
ドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドおよびＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどの含窒素
系有機溶媒が好ましく、Ｎ－メチル－２－ピロリドンがより好ましい。
【００３８】
　第１のフッ化ビニリデン系重合体および第２のフッ化ビニリデン系重合体の総量を１０
０質量部とすると、非水溶媒の量は４００～１００００質量部であることが好ましく、６
００～５０００質量部であることがより好ましい。上述した非水溶媒の量の範囲内では適
度な溶液粘度となり、ハンドリング性に優れる。
【００３９】
　（電極活物質）
　本実施形態における電極合剤において用いられる電極活物質は、上述したように、本実
施形態に係る電極合剤を負極用の電極合剤とする場合には、負極用の電極活物質、すなわ
ち負極活物質を用いればよく、本実施形態に係る電極合剤を正極用の電極合剤とする場合
には、正極用の電極活物質、すなわち正極活物質を用いればよい。
【００４０】
　正極活物質としては、例えば、リチウムを含むリチウム系正極活物質が挙げられる。リ
チウム系正極活物質としては例えば、ＬｉＣｏＯ２およびＬｉＣｏｘＮｉ１－ｘＯ２（０
≦ｘ＜１）等の一般式ＬｉＭＹ２で表わされる複合金属カルコゲン化合物、または複合金
属酸化物、ＬｉＭｎ２Ｏ４などのスピネル構造をとる複合金属酸化物およびＬｉＦｅＰＯ

４などのオリビン型リチウム化合物等が挙げられる。ここでＭは、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｍ
ｎ、ＣｒおよびＶ等の遷移金属の少なくとも一種であり、ＹはＯおよびＳ等のカルコゲン
元素である。
【００４１】
　負極活物質としては、黒鉛などの炭素系材料をはじめとした従来公知の材料を用いるこ
とができる。
【００４２】
　本実施形態において、電極活物質は、ブレンド物に直接添加すればよい。あるいは、電
極活物質をまず非水溶媒に添加して、撹拌混合したものをブレンド物に添加するようにし
てもよい。
【００４３】
　（導電助剤）
　本実施形態における電極合剤は、さらに導電助剤を含んでいてもよい。導電助剤は、Ｌ
ｉＣｏＯ２等の電子伝導性の小さい活物質を使用する場合に、電極合剤層の導電性を向上
する目的で添加するものである。導電助剤としては、例えば、カーボンブラック、カーボ
ンナノチューブ、黒鉛微粉末および黒鉛繊維等の炭素物物質、ならびにニッケルおよびア
ルミニウム等の金属微粉末または金属繊維を用いることができる。
【００４４】
　（電極合剤の他の成分）
　本実施形態における電極合剤は、上述の成分以外の他の成分を含んでいてもよい。他の
成分としては、例えば、ポリビニルピロリドンなどの顔料分散剤等を挙げることができる
。
【００４５】
　［非水電解質二次電池用電極］
　図１を参照して、本実施形態に係る電極に関して以下に説明する。図１は、本実施形態
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における電極の断面図である。図１に示すように、電極１０は、集電体１１、電極合剤層
１２ａおよび１２ｂを有しており、集電体１１上に電極合剤層１２ａおよび１２ｂが形成
されている。電極１０は、上述したように、正極用の電極合剤を用いて電極合剤層１２ａ
および１２ｂが得られる場合には正極となり、負極用の電極合剤を用いて電極合剤層１２
ａおよび１２ｂが得られる場合には負極となる。
【００４６】
　集電体１１は、電極１０の基材であり、電気を取り出すための端子である。集電体１１
の材質としては、鉄、ステンレス鋼、鋼、銅、アルミニウム、ニッケル、およびチタン等
を挙げることができる。集電体１１の形状は、箔または網であることが好ましい。電極１
０が正極である場合、集電体１１としては、アルミニウム箔とすることが好ましい。集電
体１１の厚みは、５～１００μｍであることが好ましく、５～２０μｍがより好ましい。
電極１０を小さいサイズとする場合には、集電体１１の厚みは、５～２０μｍであっても
よい。
【００４７】
　電極合剤層１２ａおよび１２ｂは、上述した電極合剤を集電体１１に塗布して、乾燥さ
せることにより得られる層である。電極合剤の塗布方法としては、当該技術分野における
公知の方法を用いることができ、バーコーター、ダイコーターまたはコンマコーターなど
を用いる方法を挙げることができる。電極合剤層１２ａおよび１２ｂを形成させるための
乾燥温度としては、５０～１７０℃であることが好ましい。また、電極合剤層１２ａおよ
び１２ｂの厚みは、１０～１０００μｍであることが好ましい。なお、図１において電極
１０は、集電体１１の両面に電極合剤層１２ａおよび１２ｂが形成されているが、もちろ
んこれに限定されるものではなく、集電体１１のいずれか一方の面にのみに、電極合剤層
が形成されているものであってもよい。
【００４８】
　電極合剤層の厚さは、通常は２０～２５０μｍであり、好ましくは２０～１５０μｍで
ある。また、合剤層の目付量は、通常は２０～７００ｇ／ｍ２であり、好ましくは３０～
５００ｇ／ｍ２である。
【００４９】
　［非水電解質二次電池］
　図２を参照して、本実施形態に係る電池について以下に説明する。図２は、非水電解質
二次電池の分解斜視図である。電池１００は、正極１、負極２、セパレータ３および金属
ケーシング５を有している。具体的には、電池１００は、正極１と負極２との間にセパレ
ータ３を配置した積層体を渦巻き状に巻き回した発電素子が、金属ケーシング５中に収容
されている構造を有している。ここで、正極１または負極２は、図１における電極１０と
同様のものである。セパレータ３としては、ポリプロピレンおよびポリエチレン等の高分
子物質の多孔性膜などの公知の材料を用いることができる。
【００５０】
　なお、図２において、電池１００を円筒形電池として図示しているが、本実施形態にお
ける電池１００はこれに限定されるものではなく、コイン形、角形またはペーパー形電池
であってもよい。
【００５１】
　以下に実施例を示し、本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。もちろん、
本発明は以下の実施例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能であ
ることはいうまでもない。さらに、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく
、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、それぞれ開示された技術的手段を適宜
組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、本明細
書中に記載された文献の全てが参考として援用される。
【００５２】
　［まとめ］
　本発明に係るバインダー組成物は、上記課題を解決するために、電極活物質を当該電極
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活物質が塗布される集電体に結着させるために用いられるバインダー組成物であって、固
有粘度が１．７ｄｌ／ｇ以上の第１のフッ化ビニリデン系重合体と、（メタ）アクリル酸
を単量体単位として含む第２のフッ化ビニリデン系重合体とを含んでいるバインダー組成
物である。
【００５３】
　また、本発明に係るバインダー組成物では、上記第２のフッ化ビニリデン系重合体の固
有粘度が１．０ｄｌ／ｇ以上であることが好ましい。
【００５４】
　また、本発明に係るバインダー組成物では、上記第１のフッ化ビニリデン系重合体が、
フッ化ビニリデンのみを単量体単位として含む重合体であることが好ましい。
【００５５】
　また、本発明に係るバインダー組成物では、上記第１のフッ化ビニリデン系重合体は、
固有粘度が２．１ｄｌ／ｇ以上であることが好ましい。
【００５６】
　また、本発明に係るバインダー組成物では、上記第１のフッ化ビニリデン系重合体と、
上記第２のフッ化ビニリデン系重合体との混合比が、重量比で７５：２５～２５：７５で
あることが好ましい。
【００５７】
　また、本発明に係るバインダー組成物では、非水溶媒および上記電極活物質を含むこと
が好ましい。
【００５８】
　また、本発明に係るバインダー組成物では、上記電極活物質は正極材料であることが好
ましい。
【００５９】
　本発明に係る非水電解質二次電池用電極は、集電体と集電体上に形成されている電極合
剤層とを有する非水電解質二次電池用電極であって、上記電極合剤層は、上述のバインダ
ー組成物を用いて作製された層である、非水電解質二次電池用電極である。
【００６０】
　本発明に係る非水電解質二次電池は、上述の非水電解質二次電池用電極を備えている非
水電解質二次電池である。
【実施例】
【００６１】
　後述のように、本発明に係る種々のバインダー組成物を用いて電極を製造し、それを用
いて剥離試験を行った。なお、具体的な実施例の説明の前に、本明細書等における「固有
粘度」の算出方法について以下に記載する。
【００６２】
　（固有粘度ηｉ）
　固有粘度（インヘレント粘度）ηｉを算出するために、重合体８０ｍｇを２０ｍｌのＮ
，Ｎ－ジメチルホルムアミドに溶解することによって重合体溶液を作製する。当該重合体
溶液の粘度ηを、３０℃の恒温槽内においてウベローデ粘度計を用いて測定する。固有粘
度ηｉは、当該粘度ηを用いて下記式によって求められる。
【００６３】
　　ηｉ＝（１／Ｃ）・ｌｎ（η／η０）
　上記式において、η０は溶媒であるＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミドの粘度、Ｃは０．４
ｇ／ｄｌである。
【００６４】
　（電極表面上の観察）
　次に、得られた電極の表面の観察方法について以下に説明する。製造した電極を、２ｃ
ｍ×２ｃｍに切削し、切削電極表面範囲内での直径１ｍｍ以上または長さ１ｍｍ以上の凝
集物ならびに直径０．５ｍｍ以上または長さ０．５ｍｍ以上の凝集物の存在数を観察した
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。存在数は、切削電極４枚を目視で観察し、１枚当たりの凝集物の存在数を算出すること
で決定した。凝集物の有無は、表面上にフッ化ビニリデン系重合体の凝集物の存在が直径
１ｍｍ以上または長さ１ｍｍ以上の凝集物が平均３個／枚以上確認される場合、もしくは
直径０．５ｍｍ以上または長さ０．５ｍｍ以上の凝集物が平均５個／枚以上確認される場
合は、共重合体の凝集物があると判断した。
【００６５】
　（実施例１）
　［第１のフッ化ビニリデン系重合体：フッ化ビニリデン単独重合体（ＰＶＤＦ）］
　第１のフッ化ビニリデン系重合体として、固有粘度１．７ｄｌ／ｇのＰＶＤＦ（株式会
社クレハ製　ＫＦ＃１７００）を使用した。
【００６６】
　［第２のフッ化ビニリデン系重合体：フッ化ビニリデン／アクリル酸共重合体（ＶＤＦ
／ＡＡ共重合体）］
　内容量２リットルのオートクレーブに、イオン交換水９００ｇ、ヒドロキシプロピルメ
チルセルロース０．４ｇ、ブチルペルオキシピバレート２ｇ、フッ化ビニリデン３９６ｇ
、およびアクリル酸の初期添加量０．２ｇの各量を仕込み、５０℃に加熱した。重合中に
圧力を一定に保つ条件で、アクリル酸を含む１重量％アクリル酸水溶液を反応容器に連続
的に供給した。得られた重合体スラリーを脱水、乾燥してＶＤＦ／ＡＡ共重合体を第２の
フッ化ビニリデン系重合体として得た。アクリル酸は、初期に添加した量を含め、全量４
ｇを添加した。得られたＶＤＦ／ＡＡ共重合体の固有粘度は、２．５ｄｌ／ｇであった。
【００６７】
　［電極合剤の製造］
　ＰＶＤＦをＮ－メチル－２ピロリドン（以下、ＮＭＰ）に溶解し、５重量％濃度のフッ
化ビニリデン重合体溶液を作製した。同様の手法でＶＤＦ／ＡＡ共重合体の５重量％濃度
溶液も作製した。
【００６８】
　得られた２種類の溶液を、ＰＶＤＦとＶＤＦ／ＡＡ共重合体との混合比が５０：５０の
割合となるように混合して、２５℃で撹拌して均一にし、５重量％濃度バインダー混合溶
液を作製した。
【００６９】
　電極活物質としてＬＦＰ（ＬＦＰ；ＬｉＦｅＰＯ４、平均粒子径１．２μｍ、比表面積
１４．７ｍ２／ｇ）１００重量部に対してバインダー組成物２重量部を含む５重量％濃度
バインダー混合溶液を１分間混合し、次いでＮ－メチル－２－ピロリドンを加えて５分間
混合し、バインダー組成物と電極活物質との合計固形分濃度が４７重量％の電極合剤を得
た。
【００７０】
　［電極の製造１］
　得られた電極合剤を、集電体である厚さ１５μｍのアルミ箔上にバーコーターで塗布し
、これを恒温槽を用いて、窒素雰囲気下にて１１０℃で３０分間一次乾燥を行い、次いで
窒素雰囲気下にて１３０℃で２時間二次乾燥して、乾燥合剤目付け量がおよそ１５０ｇ／
ｍ２の電極を作製した。
【００７１】
　（実施例２）
　第１のフッ化ビニリデン系重合体を固有粘度２．１ｄｌ／ｇのＰＶＤＦ（株式会社クレ
ハ製　ＫＦ＃７２００）に変更した以外は、実施例１と同様にして電極を作製した。
【００７２】
　（実施例３）
　第１のフッ化ビニリデン系重合体を固有粘度３．１ｄｌ／ｇのＰＶＤＦ（株式会社クレ
ハ製　ＫＦ＃７３００）に変更した以外は、実施例１と同様にして電極を作製した。
【００７３】
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　（実施例４）
　ＰＶＤＦとＶＤＦ／ＡＡ共重合体との割合を２５：７５とした以外は、実施例３と同様
にして電極を作製した。
【００７４】
　（実施例５）
　ＰＶＤＦとＶＤＦ／ＡＡ共重合体との割合を７５：２５とした以外は、実施例３と同様
にして電極を作製した。
【００７５】
　（実施例６）
　第１のフッ化ビニリデン系重合体として、固有粘度３．１ｄｌ／ｇのＰＶＤＦ（株式会
社クレハ製　ＫＦ＃４３００）を用い、ＰＶＤＦとＶＤＦ／ＡＡ共重合体との割合を３：
２とし、さらに、電極合剤の作製時に導電助剤としてカーボンブラック（ＳＰ；Ｔｉｍｃ
ａｌ　Ｊａｐａｎ社製　ＳｕｐｅｒＰ（登録商標） Ｌｉ、平均粒子径４０ｎｍ、比表面
積６０ｍ２／ｇ）を電極活物質に対して２重量部添加した以外は、実施例１と同様にして
電極を作製した。
【００７６】
　（実施例７）
　ＳＰの代わりに導電助剤としてカーボンナノチューブ（ＣＮＴ；平均直径１５ｎｍ、比
表面積２００ｍ２／ｇ）を用いた以外は、実施例６と同様にして電極を作製した。
【００７７】
　（実施例８）
　第２のフッ化ビニリデン系重合体を作製する際に、ブチルペルオキシピバレートの量お
よびアクリル酸の初期添加量を、それぞれ６ｇおよび０．８ｇに変更した以外は実施例３
と同様にして電極を作製した。得られたＶＤＦ／ＡＡ共重合体の固有粘度は、１．５ｄｌ
／ｇであった。
【００７８】
　（実施例９）
　第２のフッ化ビニリデン系重合体を作製する際に、アクリル酸の初期添加量を０．８ｇ
とした以外は実施例３と同様にして電極を作製した。このとき得られたＶＤＦ／ＡＡ共重
合体の固有粘度は３．０ｄｌ／ｇであった。
【００７９】
　（比較例１）
　第１のフッ化ビニリデン系重合体を固有粘度１．１ｄｌ／ｇのＰＶＤＦ（株式会社クレ
ハ製　ＫＦ＃１１００）に変更した以外は、実施例１と同様にして電極を作製した。
【００８０】
　（比較例２）
　第２のフッ化ビニリデン系重合体を用いずに、固有粘度３．１ｄｌ／ｇのＰＶＤＦ（株
式会社クレハ製　ＫＦ＃７３００）のみを用い、電極合剤の作製時に導電助剤としてＳＰ
を電極活物質に対して２重量部添加した以外は、実施例１と同様にして電極を作製した。
【００８１】
　（比較例３）
　第１のフッ化ビニリデン系重合体を用いずに、ＶＤＦ／ＡＡ共重合体のみを用い、電極
合剤の作製時に導電助剤としてＳＰを電極活物質に対して２重量部添加した以外は、実施
例１と同様にして電極を作製した。
【００８２】
　（比較例４）
　導電助剤としてＳＰの代わりにＣＮＴを用いた以外は、比較例２と同様にして電極を作
製した。
【００８３】
　（比較例５）
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　導電助剤としてＳＰの代わりにＣＮＴを用いた以外は、比較例３と同様にして電極を作
製した。
【００８４】
　（比較例６）
　ＶＤＦ／ＡＡ共重合体を、固有粘度が２．１ｄｌ／ｇのカルボキシル基含有フッ化ビニ
リデン系重合体に代えた以外は実施例３と同様にして電極を作製した。
【００８５】
　カルボキシル基含有フッ化ビニリデン系重合体は、内容積２リットルのオートクレーブ
に、イオン交換水１０４０ｇ、メチルセルロース０．８ｇ、ジイソプロピルペルオキシジ
カーボネート２ｇ、フッ化ビニリデン３９６ｇおよびマレイン酸モノメチルエステル４ｇ
（フッ化ビニリデン：マレイン酸モノメチルエステル＝１００：１．０１）を添加して、
２８℃で懸濁重合した。重合完了後、重合体スラリーを脱水し、脱水した重合体スラリー
を水洗し、再度重合体スラリーを脱水した後に、８０℃で２０時間乾燥してカルボキシル
基含有フッ化ビニリデン系重合体を得た。
【００８６】
　（比較例７）
　固有粘度が１．７ｄｌ／ｇであるＰＶＤＦ（株式会社クレハ製　ＫＦ＃１７００）のみ
を用い、第２のフッ化ビニリデン系重合体を用いなかった以外は、実施例１と同様にして
電極を作製し、剥離強度を測定した。
【００８７】
　（比較例８）
　固有粘度が２．１ｄｌ／ｇであるＰＶＤＦ（株式会社クレハ製　ＫＦ＃７２００）のみ
を用い、第２のフッ化ビニリデン系重合体を用いなかった以外は、実施例１と同様にして
電極を作製した。
【００８８】
　（比較例９）
　固有粘度が３．１ｄｌ／ｇであるＰＶＤＦ（株式会社クレハ製　ＫＦ＃７３００）のみ
を用い、第２のフッ化ビニリデン系重合体を用いなかった以外は、実施例１と同様にして
電極を作製した。
【００８９】
　（比較例１０）
　固有粘度が２．５ｄｌ／ｇであるＶＤＦ／ＡＡ共重合体のみを用い、第１のフッ化ビニ
リデン系重合体を用いなかった以外は、実施例１と同様にして電極を作製した。
【００９０】
　（比較例１１）
　第１のフッ化ビニリデン系重合体を用いずに、実施例８で調製した固有粘度が１．５ｄ
ｌ／ｇであるＶＤＦ／ＡＡ共重合体のみを用いた以外は、実施例１と同様にして電極を作
製した。
【００９１】
　（比較例１２）
　第１のフッ化ビニリデン系重合体を用いずに、実施例９で調製した固有粘度が３．０ｄ
ｌ／ｇであるＶＤＦ／ＡＡ共重合体のみを用いた以外は、実施例１と同様にして電極を作
製した。
［電極構造体における電極合剤層の接着性および凝集物生成の評価１］
　実施例１～７、および比較例１～６で得られた電極におけるアルミ箔と電極合剤層との
接着力は、塗工により形成した電極の上面をプラスチックの厚板と貼り合わせ、ＪＩＳ　
Ｋ６８５４－１に準じて引張試験機（ＯＲＩＥＮＴＥＣ社製「ＳＴＡ－１１５０　ＵＮＩ
ＶＥＲＳＡＬ　ＴＥＳＴＩＮＧ　ＭＡＣＨＩＮＥ」）を使用し、ヘッド速度１０ｍｍ／分
で９０°剥離強度として評価した。プラスチックの厚板は、アクリル樹脂製であり、厚さ
５ｍｍである。各実施例および各比較例における剥離強度を測定した。また、各実施例お
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よび各比較例の電極合剤層における凝集物の生成を観察した。結果を表１に示す。
【００９２】
　また、剥離強度計算値を算出するために、比較例７～１２についても同様にして剥離強
度の測定を実施した。ここで、剥離強度計算値とは、第１のフッ化ビニリデン系重合体お
よび第２のフッ化ビニリデン系重合体をそれぞれ単独で用いた場合の剥離強度の値を、そ
れぞれの混合量に応じて積算した値を加算して得られる、第１のフッ化ビニリデン系重合
体および第２のフッ化ビニリデン系重合体を混合した場合に理論上予測される剥離強度の
値である。すなわち、剥離強度計算値よりも高い値である場合には、２種類のフッ化ビニ
リデン系重合体を混合したことにより、それぞれ単独で用いた場合に対して相乗的な効果
を生じていることを示している。比較例７、８、９、１０、１１および１２における剥離
強度は、それぞれ、０．１９ｇｆ／ｍｍ、０．１９ｇｆ／ｍｍ、０．１７ｇｆ／ｍｍ、１
．２８ｇｆ／ｍｍ、０．５４ｇｆ／ｍｍおよび０．９１ｇｆ／ｍｍであった。
【００９３】
【表１】

【００９４】
　表１に示すように、実施例１～５は、剥離強度計算値よりも高い剥離強度を示すととも
に、比較例１に対して高い剥離強度を示した。特に、実施例２では、比較例１に対して約
２．９倍の剥離強度を示した。比較例１における剥離強度は、剥離強度計算値よりも低く
、混合による剥離強度の向上効果がみられなかった。これらの中でも、実施例１～３は、
それぞれのフッ化ビニリデン系重合体を単独で用いたときよりも高い剥離強度を示した。
【００９５】
　導電助剤を用いた実施例６および７についても、剥離強度計算値よりも高い剥離強度を
示すとともに、それぞれのフッ化ビニリデン系重合体を単独で用いたときよりも高い剥離
強度を示した。
【００９６】
　第２のフッ化ビニリデン系重合体としてカルボキシル基含有フッ化ビニリデン系重合体
を用いている比較例６では、第２のフッ化ビニリデン系重合体の種類だけが異なっている
実施例３と異なり、混合による剥離強度の向上効果がみられなかった。
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　さらに、第２のフッ化ビニリデン系重合体として固有粘度が１．５ｄｌ／ｇおよび３．
０ｄｌ／ｇであるフッ化ビニリデン系重合体を用いている実施例８および９では、固有粘
度が異なっても剥離強度計算値よりも高い剥離強度を示すとともに、それぞれのフッ化ビ
ニリデン系重合体を単独で用いたときよりも高い剥離強度を示した。
【００９８】
　また、何れの実施例においても凝集体の発生は見られなかった。このうち、代表として
、実施例３の電極表面の写真および比較例１０の電極表面の写真を、それぞれ図３（ａ）
および図３（ｂ）に示す。図３（ｂ）に示されるように、比較例１０では電極表面に凝集
物が確認でき、共重合体または共重合体と電極活物質との凝集物が生じていた。一方、図
３（ａ）に示されるように、実施例３では、共重合体または共重合体と電極活物質との凝
集物の存在は確認できなかった。
［電極の製造２］
　（実施例１０）
　電極活物質としてリチウム－ニッケル－コバルト－マンガン複合酸化物（ＮＣＭ１１１
；Ｌｉ１．００Ｎｉ０．３３Ｃｏ０．３３Ｍｎ０．３３Ｏ２、平均粒子径６μｍ）を用い
た以外は実施例６と同様にして電極を作製した。
【００９９】
　（比較例１３）
　電極活物質としてＮＣＭ１１１（Ｌｉ１．００Ｎｉ０．３３Ｃｏ０．３３Ｍｎ０．３３

Ｏ２、平均粒子径６μｍ）を用いた以外は比較例２と同様にして電極を作製した。
【０１００】
　（比較例１４）
　電極活物質としてＮＣＭ１１１（Ｌｉ１．００Ｎｉ０．３３Ｃｏ０．３３Ｍｎ０．３３

Ｏ２、平均粒子径６μｍ）を用いた以外は比較例３と同様にして電極を作製した。
【０１０１】
　（実施例１１）
　電極活物質としてリチウム－コバルト複合酸化物（ＬＣＯ；ＬｉＣｏＯ２、セルシード
Ｃ５Ｈ、日本化学工業製、平均粒子径５μｍ）を用いた以外は実施例６と同様にして電極
を作製した。
【０１０２】
　（比較例１５）
　電極活物質としてＬＣＯ（ＬｉＣｏＯ２、セルシードＣ５Ｈ、日本化学工業製、平均粒
子径５μｍ）を用いた以外は比較例２と同様にして電極を作製した。
【０１０３】
　（比較例１６）
　電極活物質としてＬＣＯ（ＬｉＣｏＯ２、セルシードＣ５Ｈ、日本化学工業製、平均粒
子径５μｍ）を用いた以外は比較例３と同様にして電極を作製した。
［電極構造体における電極合剤層の接着性および凝集物生成の評価２］
　上記［電極構造体における電極合剤層の接着性および凝集物生成の評価１］と同様にし
て、実施例１０、１１および比較例１３～１６における剥離強度を測定した。また電極合
剤層における凝集物の生成を観察した。結果を表２に示す。
【０１０４】
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【０１０５】
　表２に示すように、正極活物質の種類によらず、実施例１０および１１ともに、剥離強
度計算値よりも高い剥離強度を示した。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　本発明は、非水系電解質二次電池において集電体と電極活物質との結着に用いられるバ
インダー組成物として利用することができる。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　　　正極
　２　　　負極
　３　　　セパレータ
　５　　　金属ケーシング
　１０　　電極
　１１　　集電体
　１２ａ　電極合剤層
　１２ｂ　電極合剤層
　１００　電池
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【国際調査報告】
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