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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遷移金属として少なくともニッケル（Ｎｉ）およびコバルト（Ｃｏ）が固溶されたリチ
ウム複合酸化物粒子である一次粒子が凝集した二次粒子からなり、
　上記、二次粒子全体の平均組成が化１で表され、
　上記一次粒子の中心から表面に向かって上記コバルト（Ｃｏ）の存在量が多くなり、
　上記二次粒子を構成する上記一次粒子のうち、該二次粒子の表面近傍に存在する該一次
粒子におけるコバルト（Ｃｏ）の存在量が、該二次粒子の中心近傍に存在する該一次粒子
におけるコバルト（Ｃｏ）の存在量よりも多い
正極活物質。
［化１］
　ＬｉxＣｏyＮｉzＭ1-y-zＯb-aＸa

（式中、Ｍは、ホウ素（Ｂ）、マグネシウム（Ｍｇ）、アルミニウム（Ａｌ）、ケイ素（
Ｓｉ）、リン（Ｐ）、硫黄（Ｓ）、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）、マンガン（Ｍｎ）
、鉄（Ｆｅ）、銅（Ｃｕ）、亜鉛（Ｚｎ）、ガリウム（Ｇａ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、
イットリウム（Ｙ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、銀（Ａｇ）、バリウ
ム（Ｂａ）、タングステン（Ｗ）、インジウム（Ｉｎ）、ストロンチウム（Ｓｒ）、スズ
（Ｓｎ）、鉛（Ｐｂ）およびアンチモン（Ｓｂ）から選ばれる１種以上の元素である。Ｘ
は、ハロゲン元素である。ｘ、ｙ、ｚ、ａおよびｂはそれぞれ０．８＜ｘ≦１．２、０＜
ｙ≦０．５、０．５≦ｚ≦１．０、１．８≦ｂ≦２．２、０≦ａ≦１．０の範囲内の値で
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ある。）
【請求項２】
　化１で示される上記リチウム複合酸化物粒子の転換電子収量法から得られる、７４６２
．０－８４６２．０ｅＶの間のＸ線吸収微細構造解析（X-Ray Absorption Fine Structur
e；ＸＡＦＳ）スペクトルのジャンプ量をμＣｏとし、転換電子収量法から得られる８０
８２．０－９１３０．０ｅＶの間のＸ線吸収微細構造解析（X-Ray Absorption Fine Stru
cture；ＸＡＦＳ）スペクトルのジャンプ量をμＮｉとしたときのμＮｉ／μＣｏと、化
１で示される上記リチウム複合酸化物粒子の組成式におけるｚとｙとの比ｚ／ｙとが、式
１の関係を満たす
請求項１に記載の正極活物質。
［式１］
　μＮｉ／μＣｏ＜（z／ｙ）＋０．４２５
【請求項３】
　上記一次粒子の最表面のＣｏ／Ｎｉ比をＲtとし、該一次粒子全体のＣｏ／Ｎｉ比をＲ
としたとき、ＲｔとＲとが下記の式２の関係を満たす
請求項２に記載の正極活物質。
［式２]
　１．５＜Ｒｔ／Ｒ＜３５
【請求項４】
　上記二次粒子の表面近傍に存在する上記一次粒子のＣｏ／Ｎｉ比をＲｓとし、該二次粒
子の中心近傍に存在する該一次粒子のＣｏ／Ｎｉ比をＲｉとしたとき、ＲｓとＲｉとが下
記の式３の関係を満たす
請求項２に記載の正極活物質。
［式３]
　１．０５＜Ｒｓ／Ｒi＜２５
【請求項５】
　電位が２．５Ｖ―３．５Ｖ（ｖ．ｓ．　Ｌｉ／Ｌｉ+）状態において、透過法により７
４６２．０－８４６２．０ｅＶの間で得られるＸ線吸収微細構造解析（X-Ray Absorption
 Fine Structure；ＸＡＦＳ）スペクトルから、吸収端前領域で見積もられる直線状のバ
ックグラウンドを差し引き、さらに吸収端後領域で見積もられる二次曲線の強度が全領域
で１になるように規格化した吸収端近傍微細構造（X-ray Absorption Near Edge Structu
re；ＸＡＮＥＳ）スペクトルにおいて、ピーク強度が０．５のときのコバルトＫ吸収端エ
ネルギーが７７２２ｅＶ以上且つ７７２３ｅＶより低エネルギー側にある
請求項３または請求項４に記載の正極活物質。
【請求項６】
　電位が２．５Ｖ―３．５Ｖ（ｖ．ｓ．　Ｌｉ／Ｌｉ+）状態において、透過法により８
０８２．０－９１３０．０ｅＶの間で得られるＸ線吸収微細構造解析（X-Ray Absorption
 Fine Structure；ＸＡＦＳ）スペクトルから、吸収端前領域で見積もられる直線状のバ
ックグラウンドを差し引き、さらに吸収端後領域で見積もられる二次曲線の強度が全領域
で１になるように規格化した吸収端近傍微細構造（X-ray Absorption Near Edge Structu
re；ＸＡＮＥＳ）スペクトルにおいて、ピーク強度が０．５のときのニッケルＫ吸収端エ
ネルギーが８３４２．０ｅＶ以上かつ８３４４．０ｅＶより低エネルギー側にある
請求項３または請求項４に記載の正極活物質。
【請求項７】
　上記二次粒子の平均粒径が２．０μｍ以上５０μｍ以下である
請求項１に記載の正極活物質。
【請求項８】
　正極集電体上に、正極活物質を含む正極活物質層が設けられた正極と、
　負極と、
　非水電解質と、
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　セパレータと
を備え、
　上記正極活物質が、
　遷移金属として少なくともニッケル（Ｎｉ）およびコバルト（Ｃｏ）が固溶されたリチ
ウム複合酸化物粒子である一次粒子が凝集した二次粒子からなり、
　上記、二次粒子全体の平均組成が化１で表され、
　上記一次粒子の中心から表面に向かって上記コバルト（Ｃｏ）の存在量が多くなり、
　上記二次粒子を構成する上記一次粒子のうち、該二次粒子の表面近傍に存在する該一次
粒子におけるコバルト（Ｃｏ）の存在量が、該二次粒子の中心近傍に存在する該一次粒子
におけるコバルト（Ｃｏ）の存在量よりも多い
非水電解質電池。
［化１］
　ＬｉxＣｏyＮｉzＭ1-y-zＯb-aＸa

（式中、Ｍは、ホウ素（Ｂ）、マグネシウム（Ｍｇ）、アルミニウム（Ａｌ）、ケイ素（
Ｓｉ）、リン（Ｐ）、硫黄（Ｓ）、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）、マンガン（Ｍｎ）
、鉄（Ｆｅ）、銅（Ｃｕ）、亜鉛（Ｚｎ）、ガリウム（Ｇａ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、
イットリウム（Ｙ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、銀（Ａｇ）、バリウ
ム（Ｂａ）、タングステン（Ｗ）、インジウム（Ｉｎ）、ストロンチウム（Ｓｒ）、スズ
（Ｓｎ）、鉛（Ｐｂ）およびアンチモン（Ｓｂ）から選ばれる１種以上の元素である。Ｘ
は、ハロゲン元素である。ｘ、ｙ、ｚ、ａおよびｂはそれぞれ０．８＜ｘ≦１．２、０＜
ｙ≦０．５、０．５≦ｚ≦１．０、１．８≦ｂ≦２．２、０≦ａ≦１．０の範囲内の値で
ある。）
【請求項９】
　遷移金属として少なくともニッケル（Ｎｉ）およびコバルト（Ｃｏ）が固溶されたリチ
ウム複合酸化物からなる前駆体を形成する前駆体形成工程と、
　上記前駆体を４５０℃～６５０℃で焼成する第１の焼成工程と、
　上記第１の焼成工程において焼成された上記前駆体に対して、溶液中でコバルト化合物
を被覆する被覆工程と、
　上記コバルト化合物が被覆された上記前駆体を、第１の焼成工程よりも高い温度で焼成
する第２の焼成工程と
を有する正極活物質の製造方法。
【請求項１０】
　上記第２の焼成工程における焼成温度が、７００℃～８００℃である
請求項９に記載の正極活物質の製造方法。
【請求項１１】
　上記被覆工程における上記溶液中の水素イオン指数が、ｐＨ１０以上ｐＨ１３以下であ
る
請求項９に記載の正極活物質の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、正極活物質、非水電解質電池および正極活物質の製造方法に関する。さら
に詳しくは、粒子全体に対して、粒子表面におけるコバルト（Ｃｏ）の存在量を多くした
正極活物質、非水電解質電池および正極活物質の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ビデオカメラやノート型パソコン等のポ－タブル機器の普及に伴い、小型高容量
の二次電池に対する需要が高まっている。二次電池のほとんどはアルカリ電解液を用いた
ニッケル－カドミウム電池、ニッケル－水素電池であるが、電池電圧が約１．２Ｖと低く
、エネルギー密度の向上は困難である。そのため、比重が０．５３４と固体の単体中最も
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軽いうえ、電位が極めて卑であり、単位重量当たりの電流容量も金属負極材料中最大であ
るリチウム金属を使用するリチウム二次電池が検討された。
【０００３】
　しかし、リチウム金属を負極に使用する二次電池では、充電時に負極の表面に樹枝状の
リチウム（デンドライト）が析出し、充放電サイクルによってこれが成長する。このデン
ドライトの成長は、二次電池のサイクル特性を劣化させるばかりではなく、最悪の場合に
は正極と負極が接触しないように配置された隔膜であるセパレ－タを突き破って、正極と
負極とが電気的に短絡してしまう。
【０００４】
　そこで、例えば、下記の特許文献１に示されているように、コ－クス等の炭素質材料を
負極とし、アルカリ金属イオンをド－ピング、脱ド－ピングすることにより充放電を繰り
返す二次電池が提案された。これによって、上述したような充放電の繰り返しにおける負
極の劣化問題を回避できることが分かった。
【０００５】
　一方、正極活物質としては高電位を示す活物質の探索、開発によって、電池電圧が４Ｖ
前後を示すものが現れ、注目を浴びている。それらの活物質としては、アルカリ金属を含
む遷移金属酸化物や遷移金属カルコゲンなどの無機化合物が知られている。なかでも、Ｌ
ｉXＣｏＯ2（０＜ｘ≦１．０）、ＬｉXＮｉＯ2（０＜ｘ≦１．０）などが、高電位、安定
性、長寿命という点から最も有望である。このなかでも、特に、ＬｉＮｉＯ2を主体とす
る正極活物質は、比較的に高い電位を示す正極活物質であり、放電電流容量が高く、エネ
ルギー密度を高めることが期待される。
【０００６】
　一方、ニッケルを主体とするリチウム遷移金属複合酸化物からなる正極活物質を用いた
二次電池においては、内部でのガス発生に伴う内圧上昇、ならびに、ラミネ－ト封入電池
においては、膨れが発生し易い課題があり、この課題を解決することが要望されている。
【０００７】
　このような課題を解決するための手法として、特許文献２および特許文献３により、活
物質を水洗することにより正極活物質の不純物を取り除くことが提案されている。また特
許文献４においてはニッケルを主体とするリチウム遷移金属複合酸化物からなる正極活物
質にＬｉＣｏＯ2を被覆し、ガス発生を防ぐ試みがなされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開昭６２－９０８６３号公報
【特許文献２】特開平６－１１１８２０号公報
【特許文献３】特開平６－２１５８００号公報
【特許文献４】特表２００４－５３３１０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上述の特許文献１および特許文献２では、ニッケルを主体とするリチウ
ム遷移金属複合酸化物からなる正極活物質を水洗浄することにより、容易に活物質中のＬ
ｉイオンと水中のＨイオンが置き換わるという問題が生じる。ＬｉイオンとＨイオンが置
換されることにより、水洗後に再焼成を行っても、活物質中のＬｉイオンが減少している
ため容量が低下してしまう。また、３００℃以下の比較的低温で乾燥した場合には、活物
質中にＨイオンが残るため、電池内でＨイオンに起因するガスの発生量が非常に多くなる
。
【００１０】
　さらに、容量の減少を補正するために水洗後にＬｉ塩を添加して乾燥・焼成した場合、
Ｌｉイオンは十分に正極活物質中に拡散することが出来ず、表面近傍に留まる。十分に反
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応しきれないＬｉ塩は空気中の炭酸ガスを吸収して炭酸リチウムとなり、やはり電池内で
分解することでガス発生してしまう。
【００１１】
　また、特許文献３では、ＸＲＤ（X-Ray Diffraction Spectroscopy；粉末Ｘ線回折）の
非対称ピ－クによってリチウム遷移金属複合酸化物である正極活物質粒子の表面層にＣｏ
が被覆あるいは傾斜固溶していることを実験的証拠として挙げているが、これは直接的な
証拠とはなりえない。さらに、特許文献３では基材活物質の焼成温度が高く、被覆後焼成
でＣｏの粒子内への適切な拡散が進行せず、粒子への均一な被覆および傾斜固溶が困難で
あると考えられる。このため、例えば被覆材ＬｉＣｏＯ2の微粒子などが活物質中に残存
する可能性が考えられ、活物質として望ましくない。
【００１２】
　現状、ニッケルを主体とするリチウム遷移金属複合酸化物からなる正極活物質は、放電
電流容量が高く、エネルギー密度の高い電池の正極活物質として期待されている。一方、
ニッケルを主体として含むリチウム遷移金属複合酸化物からなる正極活物質を用いた電池
においては、電池内部でのガス発生に伴い、電池内圧の上昇やラミネート封入電池におけ
る電池膨れが発生し易いという課題があり、この課題を解決することが要望されている。
【００１３】
　この発明は、上述の問題点を解消し、電池の高容量化およびガス発生の抑制への需要に
対応しようとするものであり、高容量化とガス発生の抑制とを同時に資する正極活物質、
非水電解質電池用正極、および非水電解質電池を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上述の問題を解決するために、本願の正極活物質は、遷移金属として少なくともニッケ
ル（Ｎｉ）およびコバルト（Ｃｏ）が固溶されたリチウム複合酸化物粒子である一次粒子
が凝集した二次粒子からなり、
　、二次粒子全体の平均組成が化１で表され、
　一次粒子の中心から表面に向かってコバルト（Ｃｏ）の存在量が多くなり、
　二次粒子を構成する一次粒子のうち、二次粒子の表面近傍に存在する一次粒子における
コバルト（Ｃｏ）の存在量が、二次粒子の中心近傍に存在する一次粒子におけるコバルト
（Ｃｏ）の存在量よりも多いことを特徴とする。
［化１］
　ＬｉxＣｏyＮｉzＭ1-y-zＯb-aＸa

（式中、Ｍは、ホウ素（Ｂ）、マグネシウム（Ｍｇ）、アルミニウム（Ａｌ）、ケイ素（
Ｓｉ）、リン（Ｐ）、硫黄（Ｓ）、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）、マンガン（Ｍｎ）
、鉄（Ｆｅ）、銅（Ｃｕ）、亜鉛（Ｚｎ）、ガリウム（Ｇａ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、
イットリウム（Ｙ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、銀（Ａｇ）、バリウ
ム（Ｂａ）、タングステン（Ｗ）、インジウム（Ｉｎ）、ストロンチウム（Ｓｒ）、スズ
（Ｓｎ）、鉛（Ｐｂ）およびアンチモン（Ｓｂ）から選ばれる１種以上の元素である。Ｘ
は、ハロゲン元素である。ｘ、ｙ、ｚ、ａおよびｂはそれぞれ０．８＜ｘ≦１．２、０＜
ｙ≦０．５、０．５≦ｚ≦１．０、１．８≦ｂ≦２．２、０≦ａ≦１．０の範囲内の値で
ある。）
【００１５】
　また、本願の非水電解質電池は、正極集電体上に、正極活物質を含む正極活物質層が設
けられた正極と、
　負極と、
　非水電解質と、
　セパレータと
を備え、
　正極活物質が、
　遷移金属として少なくともニッケル（Ｎｉ）およびコバルト（Ｃｏ）が固溶されたリチ
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ウム複合酸化物粒子である一次粒子が凝集した二次粒子からなり、
　、二次粒子全体の平均組成が化１で表され、
　一次粒子の中心から表面に向かってコバルト（Ｃｏ）の存在量が多くなり、
　二次粒子を構成する一次粒子のうち、二次粒子の表面近傍に存在する一次粒子における
コバルト（Ｃｏ）の存在量が、二次粒子の中心近傍に存在する一次粒子におけるコバルト
（Ｃｏ）の存在量よりも多いことを特徴とする。
【００１６】
　さらに、本願発明の正極活物質の製造方法は、遷移金属として少なくともニッケル（Ｎ
ｉ）およびコバルト（Ｃｏ）が固溶されたリチウム複合酸化物からなる前駆体を形成する
前駆体形成工程と、
　前駆体を４５０℃～６５０℃で焼成する第１の焼成工程と、
　第１の焼成工程において焼成された前駆体に対して、溶液中でコバルト化合物を被覆す
る被覆工程と、
　コバルト化合物が被覆された前駆体を、第１の焼成工程よりも高い温度で焼成する第２
の焼成工程とを有することを特徴とする。
【００１７】
　この発明では、ニッケル（Ｎｉ）を主体とするリチウム複合酸化物を正極活物質として
用いるため、高い放電容量を得ることができる。そして、正極活物質が二次粒子からなり
、二次粒子を構成する一次粒子の表面近傍におけるコバルト（Ｃｏ）の存在量が、一次粒
子全体のコバルト（Ｃｏ）の存在量に対して多くなっていることで、一次粒子表面におけ
る酸化活性を抑制することができる。また、同様に、二次粒子の表面近傍に存在する一次
粒子中のコバルト（Ｃｏ）の存在量が、二次粒子の中心近傍に存在する一次粒子中のコバ
ルト（Ｃｏ）の存在量に対して多くなっていることで、二次粒子表面における酸化活性を
抑制することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　この発明は、全体としてニッケル（Ｎｉ）を主体とするリチウム複合酸化物を正極活物
質に用いるため、高い放電容量を得ることが出来ると共に、正極活物質表面における酸化
活性を抑制し、非水電解質の分解を抑制してガス発生を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】この発明の一実施の形態にかかる二次電池の構成を表す断面図である。
【図２】図１に示した二次電池における巻回電極体の一部を拡大して表す断面図である。
【図３】この発明の第２の実施の形態にかかる二次電池の構成を表す分解斜視図である。
【図４】図３に示した巻回電極体のＩ－Ｉ線に沿った構成を表す断面図である。
【図５】この発明の第４の実施の形態にかかる二次電池の構成を表す断面図である。
【図６】ＥＤＸの解析ポイントを示す断面図である。
【図７】実施例１、実施例６ならびに比較例１、比較例２の透過法によって得られたＸＡ
ＮＥＳスペクトルを示すグラフである。
【図８】図６に示す解析ポイントにおける実施例６のＣｏ／Ｎｉ比を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
以下、本願の実施の形態について図面を参照して説明する。なお、説明は、以下の順序で
行う。
１．第１の実施の形態（正極活物質の構成例）
２．第２の実施の形態（本願の正極活物質を用いた円筒型非水電解質電池の例）
３．第３の実施の形態（本願の正極活物質を用いたラミネートフィルム型非水電解質電池
の例）
４．第４の実施の形態（本願の正極活物質を用いたコイン型非水電解質電池の例）
【００２１】
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１．第１の実施の形態
　第１の実施の形態では、正極活物質の構成および製造方法について説明する。
【００２２】
（１－１）正極活物質の構成
　本願の正極活物質は遷移金属としてニッケル（Ｎｉ）を主体とし、ニッケル（Ｎｉ）と
ともにコバルト（Ｃｏ）を含むリチウム複合酸化物粒子であり、粒子表面においてコバル
ト（Ｃｏ）の濃度が高くなっているものである。コバルト（Ｃｏ）濃度が粒子表面におい
て高くなるようにした正極活物質は、粒子表面を不活性化させることができる。本願の正
極活物質は、粒子表面の酸化活性を抑制することにより、正極活物質と非水電解質との界
面で粒子表面の酸化活性に起因して生じる非水電解質の分解を抑制することができる。
【００２３】
　具体的には、本願の正極活物質は、平均組成が下記の化１で示されるリチウム複合酸化
物粒子からなる。
［化１］
　ＬｉxＣｏyＮｉzＭ1-y-zＯb-aＸa

（式中、Ｍは、ホウ素（Ｂ）、マグネシウム（Ｍｇ）、アルミニウム（Ａｌ）、ケイ素（
Ｓｉ）、リン（Ｐ）、硫黄（Ｓ）、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）、マンガン（Ｍｎ）
、鉄（Ｆｅ）、銅（Ｃｕ）、亜鉛（Ｚｎ）、ガリウム（Ｇａ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、
イットリウム（Ｙ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、銀（Ａｇ）、バリウ
ム（Ｂａ）、タングステン（Ｗ）、インジウム（Ｉｎ）、ストロンチウム（Ｓｒ）、スズ
（Ｓｎ）、鉛（Ｐｂ）およびアンチモン（Ｓｂ）から選ばれる１種以上の元素である。Ｘ
は、ハロゲン元素である。ｘ、ｙ、ｚ、ａおよびｂはそれぞれ０．８＜ｘ≦１．２、０＜
ｙ≦０．５、０．５≦ｚ≦１．０、１．８≦ｂ≦２．２、０≦ａ≦１．０の範囲内の値で
ある。）
【００２４】
　ｘの範囲は、０．８０＜ｘ≦１．２であり、０．９５≦ｘ≦１．０７がより好ましい。
上述の範囲外に値が小さくなると放電容量が減少してしまう。また、上述の範囲外に値が
大きくなると、複合酸化物粒子の結晶構造の安定性が低下し、充放電の繰返しの容量低下
と、安全性の低下の原因となる。ｙの範囲は、０＜ｙ≦０．５０であり、好ましくは０．
１５＜ｙ＜０．３０であり、さらに好ましくは０．１５＜ｙ＜０．２５である。上述の範
囲外に値が小さくなると充放電効率が低下し、充放電の繰返しの容量低下と安全性の低下
の原因となる。また、上述の範囲外に値が大きくなると放電容量が減少してしまう。
【００２５】
　ｚの範囲は、０．５０＜ｚ≦１．０であり、０．７０＜ｚ＜０．９５が好ましく、さら
に好ましくは０．７５≦ｚ≦０．９５である。上述の範囲外に値が小さくなると、電池容
量が減少してしまう。また、上述の範囲外に値が大きくなると、充放電の繰返しの容量低
下と安全性の低下の原因となる。
【００２６】
　そして、上述の化１で示される本願のリチウム複合酸化物粒子は、化１で示されるリチ
ウム複合酸化物の転換電子収量法から得られる、７４６２．０－８４６２．０ｅＶの間の
ＸＡＦＳスペクトルのジャンプ量をμＣｏとし、転換電子収量法から得られる８０８２．
０－９１３０．０ｅＶの間のＸＡＦＳスペクトルのジャンプ量をμＮｉとしたときのμＮ
ｉ／μＣｏと、化１の組成式のｚ／ｙとが、下記の式１の関係を満たすものである。
［式１］
　μＮｉ／μＣｏ＜（z／ｙ）＋０．４２５
【００２７】
　ＸＡＦＳスペクトルは、粒子表面近傍の領域（深さ５００ｎｍ程度）について測定した
結果得られるものであり、ＸＡＦＳスペクトルのジャンプ量の比μＮｉ／μＣｏは、正極
活物質表面におけるニッケル（Ｎｉ）とコバルト（Ｃｏ）との存在量の比となる。また、
（z／ｙ）は、正極活物質全体としてのニッケル（Ｎｉ）とコバルト（Ｃｏ）との存在量



(8) JP 5549437 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

の比となる。したがって、上述の式１を満たすことにより、粒子全体に対して粒子表面に
おけるコバルト（Ｃｏ）の存在量が多くなっていることになる。
【００２８】
　μＮｉ／μＣｏが（ｚ／ｙ）＋０．４２５以上の場合、ニッケルの電気化学活性が低い
表面のＣｏ濃度が低い活物質となり、セルの高温膨れが大きくなり、容量が小さくなる。
このようなＣｏ表面処理を均一に施した正極活物質では、正極活物質の非水電解質に対す
る酸化活性、ならびにＬｉ2ＣＯ3の生成を抑制することができる。
【００２９】
　ここで、Ｘ線吸収微細構造解析（X-Ray Absorption Fine Structure；ＸＡＦＳ）につ
いて説明する。
【００３０】
　一般に、各元素には、内殻電子の電子遷移に起因して固有のエネルギーのＸ線を吸収す
る性質がある。すなわち、ある元素についてＸ線吸収スペクトルを測定すると、あるエネ
ルギー以上で急激に吸収が大きくなる。これは吸収端と呼ばれている。この吸収端の近傍
の微細構造はその元素の存在形態や周囲の環境を反映するため、この構造を解析すること
により、電子状態や局所構造の解析が行われている。
【００３１】
　特に、吸収スペクトルからバックグラウンドを差し引き、吸収端のジャンプ付近のごく
近傍の数１０ｅＶ程度の範囲を拡大して得られる構造はＸ線近吸収端構造（X-Ray Absorp
tion Near Edge Structure；ＸＡＮＥＳ）と呼ばれている。ＸＡＮＥＳは、主に中心元素
の電子状態が反映される。ＬｉＮｉＯ2においても、充電に伴い、吸収端が高エネルギー
側にシフトすることが指摘されている（例えばＤＥＮＫＩ　ＫＡＧＡＫＵ，６６（１９９
８）９６８．など）。
【００３２】
　なお、上述の正極活物質は、一次粒子が凝集した二次粒子を形成していることが好まし
い。平均粒径の小さい一次粒子を用いることにより、正極活物質におけるコバルト（Ｃｏ
）の固溶および、粒子表面におけるコバルト（Ｃｏ）の固溶濃度を好適に調整することが
できる。また、正極活物質表面におけるリチウムイオンの拡散速度が向上し、電池特性が
向上する。また、一次粒子が凝集した二次粒子とすることにより、電極作製時に必要な結
着剤量を減少させることができ、また、活物質層の形成が容易になる。
【００３３】
　ここで、正極活物質が一次粒子が凝集した二次粒子の状態である場合、正極活物質の平
均組成である化１は、正極活物質全体としての組成を示す。
【００３４】
　正極活物質が一次粒子が凝集した二次粒子を形成している場合に、二次粒子を形成する
一次粒子のそれぞれにおいて、一次粒子表面近傍におけるコバルト（Ｃｏ）の濃度が一次
粒子全体のコバルト（Ｃｏ）濃度よりも高くなっていることが好ましい。
【００３５】
　すなわち、上述の化１で示される本願のリチウム複合酸化物粒子において、ＸＰＳによ
って測定された一次粒子最表面のＣｏ／Ｎｉ比をＲtとし、一次粒子全体のＣｏ／Ｎｉ比
をＲとしたとき、ＲｔとＲとが下記の式２の関係を満たすものである。
［式２]
１．５＜Ｒｔ／Ｒ＜３５
【００３６】
　粒子最表面のＣｏによる炭酸Ｌｉ生成反応を阻害する効果や電解液との反応で二酸化炭
素の発生を抑制する効果が不十分であり好ましくない。また、Ｒｔ／Ｒが３５以上の場合
、Ｃｏの結晶相への拡散が不十分であり、被覆のＣｏ化合物の微粉が含まれ容量の低下を
引き起こすので好ましくない。
【００３７】
　Ｒｔ／Ｒが上述の範囲内にある正極活物質においては、粒子表面のコバルト（Ｃｏ）に
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より、一次粒子それぞれにおいて非水電解質との界面である粒子表面の酸化活性を抑制す
ることができる。また、Ｒｔ／Ｒが上述の範囲内にある正極活物質においては、被覆した
コバルト（Ｃｏ）化合物の微粉が含まれて電池容量の低下を引き起こすことを抑制する。
したがって、電池の膨れを抑制することができる。
【００３８】
　なお、ＲｔおよびＲを構成するＣｏ／Ｎｉ比は、例えばＸ線光電子分光(X-ray Photoel
ectron Spectroscopy；ＸＰＳ)によって測定することができる。
【００３９】
　また、二次粒子を形成する一次粒子のそれぞれによって粒子内のＣｏ／Ｎｉ組成が異な
り、二次粒子の表面近傍に存在する一次粒子の方が、二次粒子の中心近傍に存在する一次
粒子よりもコバルト（Ｃｏ）の存在量が多いことが好ましい。
【００４０】
　すなわち、上述の化１で示される本願のリチウム複合酸化物粒子において、二次粒子表
面近傍に存在する一次粒子のＣｏ／Ｎｉ比をＲｓとし、二次粒子中心近傍に存在する一次
粒子のＣｏ／Ｎｉ比をＲｉとしたとき、ＲｓとＲｉとが下記の式３の関係を満たすもので
ある。
［式３]
　１．０５＜Ｒｓ／Ｒi＜２５
【００４１】
　Ｒｓ／Ｒiが上述の範囲内にある正極活物質においては、粒子表面のコバルト（Ｃｏ）
が正極活物質合成時の炭酸リチウムの生成反応を抑制し、炭酸分の少ない活物質を作製す
ることが可能となる。このため、正極活物質自身の炭酸根を減少させることができ、粒子
表面の酸化活性の抑制とは異なる観点でガス発生を抑制することができる。また、Ｒｓ／
Ｒiが上述の範囲内にある正極活物質においては、コバルト（Ｃｏ）の結晶相への拡散が
十分に起こり、結晶構造に歪みが生じにくくなるとともに、被覆したコバルト（Ｃｏ）化
合物の微粉が含まれて電池容量の低下を引き起こすことを抑制する。
【００４２】
　なお、ＲｓおよびＲｉを構成するＣｏ／Ｎｉ比は、例えばエネルギー分散型Ｘ線分光法
による走査型電子顕微鏡（Scanning Electron Microscope - Energy Dispersive X-ray s
pectrometry；ＳＥＭ－ＥＤＸ）によって測定することができる。
【００４３】
　上述の式２および式３は、式１の条件と共に式２および式３の少なくとも一方を満たす
ことが好ましい。
【００４４】
　ここで、通常のニッケルを主体としたリチウム複合酸化物では、７４６２．０－８４６
２．０ｅＶの間で得られるＸＡＦＳスペクトルから、吸収端前領域で見積もられる直線状
のバックグラウンドを差し引き、さらに吸収端後領域で見積もられる二次曲線の強度が全
領域で１になるように規格化したＸＡＮＥＳスペクトルにおいて、ピ－ク強度が０．５の
ときのコバルトＫ吸収端エネルギーは７７２３．０－７７２３．８ｅＶ程度である。
【００４５】
　一方、本願の正極活物質においては、ピ－ク強度が０．５のときのコバルトＫ吸収端エ
ネルギーが、通常のニッケルを主体としたリチウム複合酸化物を用いた場合よりも１．０
ｅＶ以上低下する。ＸＡＮＥＳスペクトルが低エネルギー側へシフトすることは一般的に
遷移金属の価数低下を意味しており、本願の正極活物質に含有される遷移金属の価数が低
下していることが分かる。
【００４６】
　また、通常のニッケルを主体としたリチウム複合酸化物では、８０８２．０－９１３０
．０ｅＶの間で得られるＸＡＦＳスペクトルから、吸収端前領域で見積もられる直線状の
バックグラウンドを差し引き、さらに吸収端後領域で見積もられる二次曲線の強度が全領
域で１になるように規格化したＸＡＮＥＮＳスペクトルにおいて、ピ－ク強度が０．５の
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ときのニッケルＫ吸収端エネルギーは８３４４．０－８３４４．８ｅＶ程度である。
【００４７】
　一方、本願の正極活物質においては、ピ－ク強度が０．５のときのコバルトＫ吸収端エ
ネルギーが、通常のニッケルを主体としたリチウム複合酸化物を用いた場合よりも１．０
ｅＶ以上低下する。ＸＡＮＥＳスペクトルが低エネルギー側へシフトすることは一般的に
遷移金属の価数低下を意味しており、本願の正極活物質に含有される遷移金属の価数が低
下していることが分かる。
【００４８】
　上述の正極活物質を用いた２．５Ｖ－３．５Ｖ（ｖ．ｓ．　Ｌｉ／Ｌｉ+）放電状態の
正極電極で、７４６２－８４６２ｅＶの間で得られる透過法から得られるＸＡＦＳスペク
トルから、吸収端前領域で見積もられる直線状のバックグラウンドを差し引き、さらに吸
収端後領域で見積もられる二次曲線の強度が全領域で１になるように規格化したＸＡＮＥ
Ｓスペクトルにおいて、ピ－ク強度が０．５の時の吸収端エネルギーが７７２２ｅＶ以上
かつ７７２３ｅＶより低エネルギー側にあることが好ましい。
【００４９】
　吸収端エネルギーが７７２２ｅＶ以下の場合、コバルト（Ｃｏ）が２価にまで還元され
、活物質結晶構造の著しい歪みやリチウムサイトへのＮｉ2+イオンの占有が生じるため好
ましくない。また、吸収端エネルギーが７７２３ｅＶ以上の場合、コバルト（Ｃｏ）の電
気化学活性が失われ容量が減少するため好ましくない。
【００５０】
　また、上述の正極活物質を用いた２．５Ｖ－３．５Ｖ（ｖ．ｓ．　Ｌｉ／Ｌｉ+）放電
状態の正極電極で、８０８２－９１３０ｅＶの間で得られる透過法から得られるＸＡＦＳ
スペクトルから、吸収端前領域で見積もられる直線状のバックグラウンドを差し引き、さ
らに吸収端後領域で見積もられる二次曲線の強度が全領域で１になるように規格化したＸ
ＡＮＥＳスペクトルにおいて、ピ－ク強度が０．５のときの吸収端エネルギーが８３４２
ｅＶ以上かつ８３４４ｅＶより低エネルギー側にあることが好ましい。
【００５１】
　吸収端エネルギーが８３４２ｅＶ以下の場合、ニッケル（Ｎｉ）が２価まで還元され、
活物質結晶構造の著しい歪みやリチウムサイトへのＮｉ2+イオンの占有が生じ、好ましく
ない。また吸収端エネルギーが８３４４ｅＶ以上の場合、ニッケル（Ｎｉ）の電気化学活
性が失われ容量が減少するため好ましくない。
【００５２】
　このような条件を満たすように表面改質した本願の正極活物質の二次粒子の平均粒径は
、２．０μｍ以上５０μｍ以下の範囲であることが好ましい。二次粒子の平均粒径が２．
０μｍ未満であると、正極作製時にプレスする時に正極活物質層が剥離し易くなる。また
、正極活物質の表面積が増えるために、導電剤や結着剤の添加量を増やさねばならず、単
位重量あたりのエネルギー密度が小さくなってしまう傾向がある。一方、二次粒子の平均
粒径が５０μｍを越えると、粒子がセパレ－タを貫通して正極、負極間の短絡を引き起こ
すおそれがある。
【００５３】
　上述のような本願の正極活物質を合成する原料としては、下記のような材料が挙げられ
る。
【００５４】
　ニッケル化合物の原料としては、水酸化ニッケル、炭酸ニッケル、硝酸ニッケル、弗化
ニッケル、塩化ニッケル、臭化ニッケル、沃化ニッケル、過塩素酸ニッケル、臭素酸ニッ
ケル、沃素酸ニッケル、酸化ニッケル、過酸化ニッケル、硫化ニッケル、硫酸ニッケル、
硫酸水素ニッケル、窒化ニッケル、亜硝酸ニッケル、燐酸ニッケル、チオシアン酸ニッケ
ル、などの無機系化合物、あるいは、有機系化合物としては、シュウ酸ニッケル、酢酸ニ
ッケルなどが挙げられる。
【００５５】
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　コバルト化合物の原料としては、水酸化コバルト、炭酸コバルト、硝酸コバルト、弗化
コバルト、塩化コバルト、臭化コバルト、沃化コバルト、塩素酸コバルト、過塩素酸コバ
ルト、臭素酸コバルト、沃素酸コバルト、酸化コバルト、フォスフィン酸コバルト、硫化
コバルト、硫化水素コバルト、硫酸コバルト、硫酸水素コバルト、チオシアン酸コバルト
、亜硝酸コバルト、燐酸コバルト、燐酸二水素コバルト、炭酸水素コバルトなどの無機系
化合物、あるいは、有機系化合物としては、シュウ酸コバルト、酢酸コバルトなどが挙げ
られる。
【００５６】
　アルミニウム化合物の原料としては、水酸化アルミニウム、硝酸アルミニウム、弗化ア
ルミニウム、塩化アルミニウム、臭化アルミニウム、沃化アルミニウム、過塩素酸アルミ
ニウム、酸化アルミニウム、硫化アルミニウム、硫酸アルミニウム、燐酸アルミニウム、
などの無機系化合物、あるいは、有機系化合物としては、シュウ酸アルミニウムなどが挙
げられる。
【００５７】
　リチウム化合物の原料としては、水酸化リチウム、炭酸リチウム、硝酸リチウム、弗化
リチウム、塩化リチウム、臭化リチウム、沃化リチウム、塩素酸リチウム、過塩素酸リチ
ウム、臭素酸リチウム、沃素酸リチウム、酸化リチウム、過酸化リチウム、硫化リチウム
、硫化水素リチウム、硫酸リチウム、硫酸水素リチウム、窒化リチウム、アジ化リチウム
、亜硝酸リチウム、燐酸リチウム、燐酸二水素リチウム、炭酸水素リチウムなどの無機系
化合物、あるいは、有機系化合物としては、メチルリチウム、ビニルリチウム、イソプロ
ピルリチウム、ブチルリチウム、フェニルリチウム、シュウ酸リチウム、酢酸リチウムな
どが挙げられる。
【００５８】
（１－２）正極活物質の製造方法
　本願の正極活物質は、下記のようにして作製される。なお、下記の製造方法は一例であ
り、上述の正極活物質構成を実現できる製造方法であればいずれも用いることができる。
【００５９】
［前駆体の作製］
　まず、遷移金属としてコバルト（Ｃｏ）と、遷移金属の主体であるニッケル（Ｎｉ）と
を少なくとも含む前駆体を作製する。例えば硫酸ニッケル等のニッケル化合物と、硫酸コ
バルト等のコバルト化合物とを水中に溶解し、十分に攪拌させながら共沈法等によりニッ
ケル－コバルト複合共沈水酸化物を得る。このとき、得たい正極活物質の組成に応じて共
沈水酸化物におけるコバルト（Ｃｏ）とニッケル（Ｎｉ）の比を調整する。共沈法等によ
り得たニッケル－コバルト複合共沈水酸化物を水洗および乾燥し、ニッケル－コバルト複
合共沈水酸化物に対して水酸化リチウム等のリチウム化合物を添加して前駆体を作製する
。　　　　
【００６０】
　なお、遷移金属として、コバルト（Ｃｏ）とニッケル（Ｎｉ）以外の元素である遷移金
属Ｍを含むようにする場合には、遷移金属Ｍを含む化合物をリチウム化合物と共に加えて
前駆体を作製するようにしてもよい。
【００６１】
［第１の焼成］
　上述のようにして得た前駆体を焼成する。初回の焼成時における焼成温度は、４５０℃
以上６５０℃以下の範囲が好ましい。この範囲より低い温度では、リチウム化合物の拡散
およびＲ３ｍ層状結晶構造が十分起こりえない。また、この範囲より高い温度では、２回
目の焼成で添加される金属化合物の拡散が十分起こり難くなる。すなわち、コバルト化合
物が二次粒子の中心部まで固溶し難くなり、表面近傍に金属化合物およびリチウム化合物
が多く存在することで容量低下を招き、かつガス発生が非常に多くなる。
【００６２】
　また、前駆体の焼成は、酸素もしくはアルゴン等の安定雰囲気下において行うことが好
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ましい。第１の焼成を行った前駆体は、例えば一次粒子が凝集した二次粒子の状態となっ
ている。
【００６３】
［中間体の作製］
　第１の焼成後の前駆体に対して、コバルト化合物を含む水溶液を添加する。このとき、
コバルト化合物添加時の分散液の条件は、ｐＨ１０以上ｐＨ１３以下が好ましい。ｐＨ１
０より低い場合は初回焼成した正極活物質中のリチウム化合物が引き抜かれ、さらに正極
活物質の溶解が起こり始める。ｐＨ１３より高い場合には金属化合物中和の際に用いられ
るアルカリが残留しやすく、電極塗布を行うための電極合剤作製時にゲル化を引き起こす
原因となる。また、金属化合物添加時の分散液が比較的高いｐＨであり、さらに高速攪拌
を行うことで、生成する金属化合物粒子が微細化して、２回目の焼成を行う際に正極活物
質への結晶粒界拡散を起こりやすくする効果がある。ｐＨの調整は、例えば苛性ソーダを
添加し、分散液を１時間程度攪拌することにより行う。
【００６４】
　続いて、分散液中に分散された前駆体をイオン交換水等で洗浄後、吸引濾過を行い、乾
燥させる。乾燥粉末に対して、リチウム化合物を添加して中間体を作製する。
【００６５】
　なお、遷移金属として、コバルト（Ｃｏ）とニッケル（Ｎｉ）以外の元素である遷移金
属Ｍを含むようにする場合に、前駆体作製時で遷移金属Ｍを含む化合物を添加していない
ときには、遷移金属Ｍを含む化合物をリチウム化合物と共に加えて中間体を作製するよう
にしてもよい。
【００６６】
［第２の焼成］
　上述のようにして得た中間体を焼成する。２回目の焼成時における焼成温度は、７００
℃以上８００℃以下の範囲が好ましい。この範囲より低い温度では、正極活物質の結晶性
が著しく悪く、充放電に伴うサイクル劣化の原因となるとともに、後添加した金属化合物
の拡散が十分に行われず電池特性すなわち高温保存膨れとサイクル特性が著しく劣化する
。また、この範囲より高い温度では、酸素雰囲気であってもニッケル原子がリチウム結晶
層中に混入して容量減少を引き起こすことが知られている。
【００６７】
　以上のようにして作製した正極活物質を用いることにより、ニッケル（Ｎｉ）およびコ
バルト（Ｃｏ）において電子のやりとりが増加する。また、放電時に価数が上がることで
、放電容量が大きくなる。
【００６８】
〔効果〕
　第１の実施の形態の正極活物質を用いることにより、ニッケル（Ｎｉ）およびコバルト
（Ｃｏ）において電子のやりとりが増加するため、高い放電容量を得ることができる。ま
た、正極活物質表面における酸化活性を抑制し、非水電解質の分解を抑制してガス発生を
抑制することができる。なお、このような正極は、一次電池、二次電池のいずれにも用い
ることができる。
【００６９】
２．第２の実施の形態
　第２の実施の形態では、第１の実施の形態における正極活物質を用いた円筒型非水電解
質電池について説明する。
【００７０】
（２－１）非水電解質電池の構成
　図１は、第２の実施の形態にかかる非水電解質電池の断面構造を表すものである。この
非水電解質電池は、第１の実施の形態の正極活物質を用いた正極を用いたいわゆるリチウ
ムイオン非水電解質電池である。
【００７１】
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　この非水電解質電池は、いわゆる円筒型といわれるものであり、ほぼ中空円柱状の電池
缶１１の内部に、一対の帯状の正極２１と帯状の負極２２とがセパレータ２３を介して巻
回された巻回電極体２０を有している。電池缶１１は、例えばニッケルのめっきがされた
鉄により構成されており、一端部が閉鎖され他端部が開放されている。電池缶１１の内部
には、巻回電極体２０を挟むように巻回周面に対して垂直に一対の絶縁板１２，１３がそ
れぞれ配置されている。
【００７２】
　電池缶１１の開放端部には、電池蓋１４と、この電池蓋１４の内側に設けられた安全弁
機構１５および熱感抵抗素子（Positive Temperature Coefficient；ＰＴＣ素子）１６と
が、ガスケット１７を介してかしめられることにより取り付けられており、電池缶１１の
内部は密閉されている。電池蓋１４は、例えば、電池缶１１と同様の材料により構成され
ている。安全弁機構１５は、熱感抵抗素子１６を介して電池蓋１４と電気的に接続されて
おり、内部短絡あるいは外部からの加熱などにより電池の内圧が一定以上となった場合に
ディスク板１５Ａが反転して電池蓋１４と巻回電極体２０との電気的接続を切断するよう
になっている。熱感抵抗素子１６は、温度が上昇すると抵抗値の増大により電流を制限し
、大電流による異常な発熱を防止するものである。ガスケット１７は、例えば、絶縁材料
により構成されており、表面にはアスファルトが塗布されている。
【００７３】
　巻回電極体２０の中心には例えばセンターピン２４が挿入されている。巻回電極体２０
の正極２１にはアルミニウムなどよりなる正極リード２５が接続されており、負極２２に
はニッケルなどよりなる負極リード２６が接続されている。正極リード２５は安全弁機構
１５に溶接されることにより電池蓋１４と電気的に接続されており、負極リード２６は電
池缶１１に溶接され電気的に接続されている。
【００７４】
　図２は図１に示した巻回電極体２０の一部を拡大して表すものである。第２の実施の形
態において、正極活物質は、第１の実施の形態と同様のものを用いることができる。以下
、正極２１、負極２２、セパレータ２３について、詳細に説明する。
【００７５】
［正極］
　正極２１は、例えば、対向する一対の面を有する正極集電体２１Ａの両面に正極活物質
層２１Ｂが設けられた構造を有している。なお、図示はしないが、正極集電体２１Ａの片
面のみに正極活物質層２１Ｂを設けるようにしてもよい。正極集電体２１Ａは、例えば、
アルミニウム箔などの金属箔により構成されている。
【００７６】
　正極活物質層２１Ｂは、正極活物質として第１の実施の形態に開示されたリチウム複合
酸化物粒子を用いることができる。正極活物質層２１Ｂは、正極活物質と、導電剤と、結
着剤を混合して正極合剤を調製し、この正極合剤をＮ－メチル－２－ピロリドンなどの溶
剤に分散させてペースト状の正極合剤スラリーを作製する。次に、この正極合剤スラリー
を正極集電体２１Ａに塗布し溶剤を乾燥させ、ロールプレス機などにより圧縮成型するこ
とにより正極活物質層２１Ｂを形成し、正極２１を形成する。
【００７７】
［負極］
　負極２２は、例えば、対向する一対の面を有する負極集電体２２Ａの両面に負極活物質
層２２Ｂが設けられた構造を有している。なお、図示はしないが、負極集電体２２Ａの片
面のみに負極活物質層２２Ｂを設けるようにしてもよい。負極集電体２２Ａは、例えば、
銅箔などの金属箔により構成されている。
【００７８】
　負極活物質層２２Ｂは、負極活物質として、リチウムを吸蔵および放出することが可能
な負極材料のいずれか１種または２種以上を含んで構成されており、必要に応じて正極活
物質層２１Ｂと同様の結着剤を含んで構成されている。
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【００７９】
　なお、この非水電解質電池では、リチウムを吸蔵および放出することが可能な負極材料
の電気化学当量が、正極２１の電気化学当量よりも大きくなっており、理論上、充電の途
中において負極２２にリチウム金属が析出しないようになっている。
【００８０】
　また、この非水電解質電池は、完全充電状態における開回路電圧（すなわち電池電圧）
が、例えば４．２０Ｖ以上６．００Ｖ以下の範囲内になるように設計されている。また、
例えば、満充電状態における開回路電圧が４．２５Ｖ以上６．００Ｖ以下とされることが
好ましい。満充電状態における開回路電圧が４．２５Ｖ以上とされる場合は、４．２０Ｖ
の電池と比較して、同じ正極活物質であっても単位質量当たりのリチウムの放出量が多く
なるため、それに応じて正極活物質と負極活物質との量が調整される。これにより、高い
エネルギー密度が得られるようになっている。
【００８１】
　リチウムを吸蔵および放出することが可能な負極材料としては、例えば、難黒鉛化性炭
素，易黒鉛化性炭素，黒鉛，熱分解炭素類，コークス類，ガラス状炭素類，有機高分子化
合物焼成体，炭素繊維あるいは活性炭などの炭素材料が挙げられる。このうち、コークス
類には、ピッチコークス，ニードルコークスあるいは石油コークスなどがある。有機高分
子化合物焼成体というのは、フェノール樹脂やフラン樹脂等の高分子材料を適当な温度で
焼成して炭素化したものをいい、一部には難黒鉛化性炭素または易黒鉛化性炭素に分類さ
れるものもある。これら炭素材料は、充放電時に生じる結晶構造の変化が非常に少なく、
高い充放電容量を得ることができると共に、良好なサイクル特性を得ることができるので
好ましい。特に黒鉛は、電気化学当量が大きく、高いエネルギー密度を得ることができ好
ましい。また、難黒鉛化性炭素は、優れたサイクル特性が得られるので好ましい。更にま
た、充放電電位が低いもの、具体的には充放電電位がリチウム金属に近いものが、電池の
高エネルギー密度化を容易に実現することができるので好ましい。
【００８２】
　また、リチウムを吸蔵および放出することが可能であり、金属元素および半金属元素の
うちの少なくとも１種を構成元素として含む材料も挙げられる。このような材料を用いれ
ば、高いエネルギー密度を得ることができるからである。特に、炭素材料と共に用いるよ
うにすれば、高エネルギー密度を得ることができると共に、優れたサイクル特性を得るこ
とができるのでより好ましい。この負極材料は金属元素あるいは半金属元素の単体でも合
金でも化合物でもよく、またこれらの１種または２種以上の相を少なくとも一部に有する
ようなものでもよい。なお、この発明において、合金には２種以上の金属元素からなるも
のに加えて、１種以上の金属元素と１種以上の半金属元素とを含むものも含める。また、
非金属元素を含んでいてもよい。その組織には固溶体，共晶（共融混合物），金属間化合
物あるいはそれらのうちの２種以上が共存するものがある。
【００８３】
　この負極材料を構成する金属元素あるいは半金属元素としては、例えば、マグネシウム
，ホウ素，アルミニウム，ガリウム（Ｇａ），インジウム（Ｉｎ），ケイ素（Ｓｉ），ゲ
ルマニウム（Ｇｅ），スズ，鉛（Ｐｂ），ビスマス（Ｂｉ），カドミウム（Ｃｄ），銀（
Ａｇ），亜鉛，ハフニウム（Ｈｆ），ジルコニウム，イットリウム（Ｙ），パラジウム（
Ｐｄ）あるいは白金（Ｐｔ）が挙げられる。これらは結晶質のものでもアモルファスのも
のでもよい。
【００８４】
　中でも、この負極材料としては、短周期型周期表における４Ｂ族の金属元素あるいは半
金属元素を構成元素として含むものが好ましく、特に好ましいのはケイ素およびスズの少
なくとも一方を構成元素として含むものである。ケイ素およびスズは、リチウムを吸蔵お
よび放出する能力が大きく、高いエネルギー密度を得ることができるからである。
【００８５】
　スズの合金としては、例えば、スズ以外の第２の構成元素として、ケイ素，ニッケル，
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銅，鉄，コバルト，マンガン，亜鉛，インジウム，銀，チタン（Ｔｉ），ゲルマニウム，
ビスマス，アンチモン（Ｓｂ），およびクロムからなる群のうちの少なくとも１種を含む
ものが挙げられる。ケイ素の合金としては、例えば、ケイ素以外の第２の構成元素として
、スズ，ニッケル，銅，鉄，コバルト，マンガン，亜鉛，インジウム，銀，チタン，ゲル
マニウム，ビスマス，アンチモンおよびクロムからなる群のうちの少なくとも１種を含む
ものが挙げられる。
【００８６】
　スズの化合物あるいはケイ素の化合物としては、例えば、酸素（Ｏ）あるいは炭素（Ｃ
）を含むものが挙げられ、スズまたはケイ素に加えて、上述した第２の構成元素を含んで
いてもよい。
【００８７】
　中でも、この負極材料としては、スズと、コバルトと、炭素とを構成元素として含み、
炭素の含有量が９．９質量％以上２９．７質量％以下であり、かつスズとコバルトとの合
計に対するコバルトの割合が３０質量％以上７０質量％以下であるＣｏＳｎＣ含有材料が
好ましい。このような組成範囲において高いエネルギー密度を得ることができると共に、
優れたサイクル特性を得ることができるからである。
【００８８】
　このＣｏＳｎＣ含有材料は、必要に応じて更に他の構成元素を含んでいてもよい。他の
構成元素としては、例えば、ケイ素，鉄，ニッケル，クロム，インジウム，ニオブ（Ｎｂ
），ゲルマニウム，チタン，モリブデン（Ｍｏ），アルミニウム，リン（Ｐ），ガリウム
（Ｇａ）またはビスマスが好ましく、２種以上を含んでいてもよい。容量またはサイクル
特性を更に向上させることができるからである。
【００８９】
　なお、このＣｏＳｎＣ含有材料は、スズと、コバルトと、炭素とを含む相を有しており
、この相は結晶性の低いまたは非晶質な構造を有していることが好ましい。また、このＣ
ｏＳｎＣ含有材料では、構成元素である炭素の少なくとも一部が、他の構成元素である金
属元素または半金属元素と結合していることが好ましい。サイクル特性の低下はスズなど
が凝集あるいは結晶化することによるものであると考えられるが、炭素が他の元素と結合
することにより、そのような凝集あるいは結晶化を抑制することができるからである。
【００９０】
　元素の結合状態を調べる測定方法としては、例えばＸ線光電子分光法（X-ray Photoele
ctron Spectroscopy；ＸＰＳ）が挙げられる。ＸＰＳでは、炭素の１ｓ軌道（Ｃ１ｓ）の
ピークは、グラファイトであれば、金原子の４ｆ軌道（Ａｕ４ｆ）のピークが８４．０ｅ
Ｖに得られるようにエネルギー較正された装置において、２８４．５ｅＶに現れる。また
、表面汚染炭素であれば、２８４．８ｅＶに現れる。これに対して、炭素元素の電荷密度
が高くなる場合、例えば炭素が金属元素または半金属元素と結合している場合には、Ｃ１
ｓのピークは、２８４．５ｅＶよりも低い領域に現れる。すなわち、ＣｏＳｎＣ含有材料
について得られるＣ１ｓの合成波のピークが２８４．５ｅＶよりも低い領域に現れる場合
には、ＣｏＳｎＣ含有材料に含まれる炭素の少なくとも一部が他の構成元素である金属元
素または半金属元素と結合している。
【００９１】
　なお、ＸＰＳ測定では、スペクトルのエネルギー軸の補正に、例えばＣ１ｓのピークを
用いる。通常、表面には表面汚染炭素が存在しているので、表面汚染炭素のＣ１ｓのピー
クを２８４．８ｅＶとし、これをエネルギー基準とする。ＸＰＳ測定では、Ｃ１ｓのピー
クの波形は、表面汚染炭素のピークとＣｏＳｎＣ含有材料中の炭素のピークとを含んだ形
として得られるので、例えば市販のソフトウエアを用いて解析することにより、表面汚染
炭素のピークと、ＣｏＳｎＣ含有材料中の炭素のピークとを分離する。波形の解析では、
最低束縛エネルギー側に存在する主ピークの位置をエネルギー基準（２８４．８ｅＶ）と
する。
【００９２】
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　負極活物質層２２Ｂは、更に、他の負極活物質を含んでいてもよく、また、導電剤，結
着剤あるいは粘度調整剤などの充電に寄与しない他の材料を含んでいてもよい。他の負極
活物質としては、例えば、天然黒鉛，人造黒鉛，難黒鉛化炭素あるいは易黒鉛化炭素など
の炭素材料が挙げられる。導電剤としては、黒鉛繊維，金属繊維あるいは金属粉末などが
挙げられる。結着剤としては、ポリフッ化ビニリデンなどのフッ素系高分子化合物、また
はスチレンブタジエンゴムあるいはエチレンプロピレンジエンゴムなどの合成ゴムなどが
挙げられる。粘度調整剤としては、カルボキシメチルセルロースなどが挙げられる。
【００９３】
　さらに負極活物質層２２Ｂの上に、絶縁性の金属酸化物を含む多孔質絶縁層を配置して
も良い。多孔質絶縁層は、絶縁性の金属酸化物および結着剤を含むことが好ましい。絶縁
性の金属酸化物は、アルミナ、シリカ、マグネシア、チタニアおよびジルコニアよりなる
群から選択される少なくとも１種を含むことが好ましい。
【００９４】
　結着剤は、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）,ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦ
Ｅ）,ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）,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）等から選択される少なくとも１種を含むことが好ましい。
【００９５】
［セパレータ］
　セパレータ２３は、正極２１と負極２２とを隔離し、両極の接触による電流の短絡を防
止しつつ、リチウムイオンを通過させるものである。このセパレータ２３は、例えば、ポ
リテトラフルオロエチレン、ポリプロピレンあるいはポリエチレンなどよりなる合成樹脂
製の多孔質膜、またはセラミック製の多硬質膜により構成されており、これらの２種以上
の多孔質膜を積層した構造とされていてもよい。
【００９６】
　セパレータ２３には、液状の電解質である電解液が含浸されている。この電解液は、溶
媒と、この溶媒に溶解された電解質塩とを含んでいる。
【００９７】
　セパレータ２３は、ポリエチレン以外にポリプロピレン（ＰＰ）、ポリフッ化ビニリデ
ン（ＰＶｄＦ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、酸化アルミニウム（Ａｌ2

Ｏ3）、酸化ケイ素（ＳｉＯ2）のいずれかを含むようにてもよい。また、セラミック製の
多孔質膜により構成されており、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ
テトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）のうち数種を混合して多孔質膜としてもよい。さら
に、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリテトラフルオロエチレン（Ｐ
ＴＦＥ）の多孔質膜の表面に、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）、酸化アルミニウム（
Ａｌ2Ｏ3）、酸化ケイ素（ＳｉＯ2）を塗布してもよい。また、ポリエチレン（ＰＥ）、
ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）の２種以上の多孔質
膜を積層した構造とされていてもよい。ポリオレフィン製の多孔質膜はショート防止効果
に優れ、かつシャットダウン効果による電池の安全性向上を図ることができるので好まし
い。
【００９８】
［非水電解質］
　非水電解質は、電解質塩と、この電解質塩を溶解する非水溶媒とを含んでいる。
【００９９】
　電解質塩は、例えば、リチウム塩などの軽金属化合物の１種あるいは２種以上を含有し
ている。このリチウム塩としては、例えば、六フッ化リン酸リチウム（ＬｉＰＦ6）、四
フッ化ホウ酸リチウム（ＬｉＢＦ4）、過塩素酸リチウム（ＬｉＣｌＯ4）、六フッ化ヒ酸
リチウム（ＬｉＡｓＦ6）、テトラフェニルホウ酸リチウム（ＬｉＢ（Ｃ6Ｈ5）4）、メタ
ンスルホン酸リチウム（ＬｉＣＨ3ＳＯ3）、トリフルオロメタンスルホン酸リチウム（Ｌ
ｉＣＦ3ＳＯ3）、テトラクロロアルミン酸リチウム（ＬｉＡｌＣｌ4）、六フッ化ケイ酸
二リチウム（Ｌｉ2ＳｉＦ6）、塩化リチウム（ＬｉＣｌ）あるいは臭化リチウム（ＬｉＢ
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ｒ）などが挙げられる。中でも、六フッ化リン酸リチウム、四フッ化ホウ酸リチウム、過
塩素酸リチウムおよび六フッ化ヒ酸リチウムからなる群のうちの少なくとも１種が好まし
く、六フッ化リン酸リチウムがより好ましい。電解質層の抵抗が低下するからである。
【０１００】
　溶媒としては、例えば、γ－ブチロラクトン、γ－バレロラクトン、δ－バレロラクト
ンあるいはε－カプロラクトンなどのラクトン系溶媒、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、
炭酸ブチレン、炭酸ビニレン、炭酸ジメチル、炭酸エチルメチルあるいは炭酸ジエチルな
どの炭酸エステル系溶媒、１，２－ジメトキシエタン、１－エトキシ－２－メトキシエタ
ン、１，２－ジエトキシエタン、テトラヒドロフランあるいは２－メチルテトラヒドロフ
ランなどのエーテル系溶媒、アセトニトリルなどのニトリル系溶媒、スルフォラン系溶媒
、リン酸類、リン酸エステル溶媒、またはピロリドン類などの非水溶媒が挙げられる。溶
媒は、いずれか１種を単独で用いてもよく、２種以上を混合して用いてもよい。
【０１０１】
　また、非水溶媒として、環状炭酸エステルまたは鎖状炭酸エステルを用いることが好ま
しく、環状炭酸エステルまたは鎖状炭酸エステルの水素の一部または全部がフッ素化され
た化合物を含むことがより好ましい。このフッ素化された化合物としては、フルオロエチ
レンカーボネート（４－フルオロ－１，３－ジオキソラン－２－オン）およびジフルオロ
エチレンカーボネート（４，５－ジフルオロ－１，３－ジオキソラン－２－オン）を用い
ることが好ましい。負極活物質としてケイ素（Ｓｉ）、スズ（Ｓｎ）、ゲルマニウム（Ｇ
ｅ）などの化合物を含む負極２２を用いた場合であっても、充放電サイクル特性を向上さ
せることができ、特にジフルオロエチレンカーボネートがサイクル特性改善効果に優れる
からである。
【０１０２】
　非水電解質中において、ハロゲン原子を含む環状炭酸エステル誘導体を０．０１重量％
以上３０重量％以下含むことが好ましい。
【０１０３】
（２－２）非水電解質電池の製造方法
［正極の製造方法］
　正極は、第１の実施の形態と同様の方法により作製することができる。
【０１０４】
［負極の製造方法］
　負極活物質と、結着剤とを混合して負極合剤を調製し、この負極合剤をＮ－メチル－２
－ピロリドンなどの溶剤に分散させてペースト状の負極合剤スラリーを作製する。次に、
この負極合剤スラリーを負極集電体２２Ａに塗布し溶剤を乾燥させ、ロールプレス機など
により圧縮成型することにより負極活物質層２２Ｂを形成し、負極２２を作製する。
【０１０５】
［非水電解質の調整］
　非水電解質は、非水溶媒と電解質塩とを混合して調整する。
【０１０６】
［非水電解質電池の組み立て］
　正極集電体２１Ａに正極リード２５を溶接などにより取り付けると共に、負極集電体２
２Ａに負極リード２６を溶接などにより取り付ける。その後、正極２１と負極２２とをセ
パレータ２３を介して巻回し、正極リード２５の先端部を安全弁機構１５に溶接すると共
に、負極リード２６の先端部を電池缶１１に溶接して、巻回した正極２１および負極２２
を一対の絶縁板１２，１３で挟み電池缶１１の内部に収納する。正極２１および負極２２
を電池缶１１の内部に収納したのち、電解液を電池缶１１の内部に注入し、セパレータ２
３に含浸させる。そののち、電池缶１１の開口端部に電池蓋１４，安全弁機構１５および
熱感抵抗素子１６をガスケット１７を介してかしめることにより固定する。これにより、
図１に示した非水電解質電池が形成される。
【０１０７】
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　この非水電解質電池では、充電を行うと、例えば、正極活物質層２１Ｂからリチウムイ
オンが放出され、非水電解質を介して負極活物質層２２Ｂに吸蔵される。また、放電を行
うと、例えば、負極活物質層２２Ｂからリチウムイオンが放出され、非水電解質を介して
正極活物質層２１Ｂに吸蔵される。
【０１０８】
〔効果〕
　第２の実施の形態では、電池容量を向上させることができる。また、電池内部でのガス
発生を抑制し、電池内圧の上昇を抑制することができる。
【０１０９】
３．第３の実施の形態
　第３の実施の形態では、第１の実施の形態における正極活物質を用いたラミネートフィ
ルム型非水電解質電池について説明する。
【０１１０】
（３－１）非水電解質電池の構成
　図３は、第３の実施の形態の非水電解質電池の構成を表すものである。この非水電解質
電池は、いわゆるラミネートフィルム型といわれるものであり、正極リード３１および負
極リード３２が取り付けられた巻回電極体３０をフィルム状の外装部材４０の内部に収容
したものである。
【０１１１】
　正極リード３１および負極リード３２は、それぞれ、外装部材４０の内部から外部に向
かい例えば同一方向に導出されている。正極リード３１および負極リード３２は、例えば
、アルミニウム，銅，ニッケルあるいはステンレスなどの金属材料によりそれぞれ構成さ
れており、それぞれ薄板状または網目状とされている。
【０１１２】
　外装部材４０は、例えば、ナイロンフィルム，アルミニウム箔およびポリエチレンフィ
ルムをこの順に貼り合わせた矩形状のアルミラミネートフィルムにより構成されている。
外装部材４０は、例えば、ポリエチレンフィルム側と巻回電極体３０とが対向するように
配設されており、各外縁部が融着あるいは接着剤により互いに密着されている。外装部材
４０と正極リード３１および負極リード３２との間には、外気の侵入を防止するための密
着フィルム４１が挿入されている。密着フィルム４１は、正極リード３１および負極リー
ド３２に対して密着性を有する材料、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、変性ポリ
エチレンあるいは変性ポリプロピレンなどのポリオレフィン樹脂により構成されている。
【０１１３】
　なお、外装部材４０は、上述したアルミラミネートフィルムに代えて、他の構造を有す
るラミネートフィルム，ポリプロピレンなどの高分子フィルムあるいは金属フィルムによ
り構成するようにしてもよい。
【０１１４】
　図４は、図３に示した巻回電極体３０のＩ－Ｉ線に沿った断面構造を表すものである。
電極巻回体３０は、正極３３と負極３４とをセパレータ３５および電解質層３６を介して
積層し、巻回したものであり、最外周部は保護テープ３７により保護されている。
【０１１５】
［正極］
　正極３３は、正極集電体３３Ａの片面あるいは両面に正極活物質層３３Ｂが設けられた
構造を有しており、第１の実施の形態と同様の正極活物質を含み、第２の実施の形態と同
様の構成とされた正極を用いることができる。
【０１１６】
［負極］
　負極３４は、負極集電体３４Ａの片面あるいは両面に負極活物質層３４Ｂが設けられた
構造を有しており、負極活物質層３４Ｂと正極活物質層３３Ｂとが対向するように配置さ
れている。負極集電体３４Ａ、負極活物質層３４Ｂの構成は、上述した第２の実施の形態
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における負極集電体２２Ａおよび負極活物質層２２Ｂと同様である。
【０１１７】
［セパレータ］
　セパレータ３５は、第２の実施の形態におけるセパレータ２３と同様である。
【０１１８】
［非水電解質］
　電解質層３６は、第３の実施の形態にかかる非水電解質であり、非水電解液と非水電解
液を保持する保持体となる高分子化合物とを含み、いわゆるゲル状となっている。ゲル状
の電解質は高いイオン伝導率を得ることができると共に、電池の漏液を防止することがで
きるので好ましい。
【０１１９】
　高分子材料としては、例えば、ポリエチレンオキサイドあるいはポリエチレンオキサイ
ドを含む架橋体などのエーテル系高分子化合物、ポリメタクリレートなどのエステル系高
分子化合物あるいはアクリレート系高分子化合物、またはポリフッ化ビニリデンあるいは
フッ化ビニリデンとヘキサフルオロプロピレンとの共重合体などのフッ化ビニリデンの重
合体が挙げられ、これらのうちのいずれか１種または２種以上が混合して用いられる。特
に、酸化還元安定性の観点からは、フッ化ビニリデンの重合体などのフッ素系高分子化合
物を用いることが望ましい。
【０１２０】
（３－２）
　この非水電解質電池は、例えば、次のようにして製造することができる。
【０１２１】
［正極および負極の製造方法］
　正極３３および負極３４は、第２の実施の形態と同様の方法により作製することができ
る。
【０１２２】
［非水電解質電池の組み立て］
　正極３３および負極３４のそれぞれに、非水電解液と、高分子化合物と、混合溶剤とを
含む前駆溶液を塗布し、混合溶剤を揮発させて電解質層３６を形成する。そののち、正極
集電体３３Ａの端部に正極リード３１を溶接により取り付けると共に、負極集電体３４Ａ
の端部に負極リード３２を溶接により取り付ける。
【０１２３】
　次に、電解質層３６が形成された正極３３と負極３４とをセパレータ３５を介して積層
し積層体としたのち、この積層体をその長手方向に巻回して、最外周部に保護テープ３７
を接着して巻回電極体３０を形成する。最後に、例えば、外装部材４０の間に巻回電極 
体３０を挟み込み、外装部材４０の外縁部同士を熱融着などにより密着させて封入する。
その際、正極リード３１および負極リード３２と外装部材４０との間には密着フィルム４
１を挿入する。これにより、図３および図４に示した非水電解質電池が完成する。
【０１２４】
　また、この非水電解質電池は、次のようにして作製してもよい。まず、上述したように
して正極３３および負極３４を作製し、正極３３および負極３４に正極リード３１および
負極リード３２を取り付けたのち、正極３３と負極３４とをセパレータ３５を介して積層
して巻回し、最外周部に保護テープ３７を接着して、巻回電極体３０の前駆体である巻回
体を形成する。次に、この巻回体を外装部材４０に挟み、一辺を除く外周縁部を熱融着し
て袋状とし、外装部材４０の内部に収納する。続いて、電解液と、高分子化合物の原料で
あるモノマーと、重合開始剤と、必要に応じて重合禁止剤などの他の材料とを含む電解質
用組成物を用意し、外装部材４０の内部に注入する。
【０１２５】
　電解質用組成物を注入したのち、外装部材４０の開口部を真空雰囲気下で熱融着して密
封する。次に、熱を加えてモノマーを重合させて高分子化合物とすることによりゲル状の
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電解質層３６を形成し、図３および図４に示した非水電解質電池を組み立てる。
【０１２６】
〔効果〕
　この二次電池の作用および効果は、上述した第１および第２の実施の形態と同様である
。
【０１２７】
４．第４の実施の形態
　第４の実施の形態では、第１の実施の形態における正極活物質を用いたコイン型非水電
解質電池について説明する。
【０１２８】
（４－１）非水電解質電池の構成
　図５は、第４の実施の形態にかかる非水電解質電池の断面構造を表すものである。この
非水電解質電池は、第１の実施の形態の正極活物質を用いた正極を用いたいわゆるリチウ
ムイオン非水電解質電池である。
【０１２９】
　この非水電解質電池は、いわゆるコイン型といわれるものであり、正極缶５４内に収容
された円板状の正極５１と、負極缶５５内に収容された円板状の負極５２とが、セパレー
タ５３を介して積層されたものである。セパレータ５３には液状の電解質である非水電解
液が含浸されており、正極缶５４および負極缶５５の周縁部はガスケット５６を介してか
しめられることにより密閉されている。ガスケット５６は、正極缶５４および負極缶５５
内に充填された非水電解液の漏出を防止するためのものであり、負極缶５５に組み込まれ
一体化されている。また、非水電解液と共に、もしくは非水電解液の替わりに固体電解質
やゲル電解質を用いる場合には、固体電解質層やゲル電解質層を正極５１および負極５２
上に形成する。
【０１３０】
［外装缶］
　正極缶５４および負極缶５５は、例えば、ステンレスあるいはアルミニウム（Ａｌ）な
どの金属によりそれぞれ構成されている。正極缶５４は正極５１を収容するものであり、
非水電解質電池５０の正極側外部端子としての機能を兼ねている。負極缶５５は負極５２
を収容するものであり、非水電解質電池５０の負極側外部端子としての機能を兼ねている
。
【０１３１】
［正極］
　正極５１は、例えば、正極集電体５１Ａと、正極集電体５１Ａ上に設けられた正極活物
質層５１Ｂとを有している。正極集電体５１Ａは、例えば、アルミニウム（Ａｌ）箔など
の金属箔により構成されている。正極活物質層５１Ｂに含まれる正極活物質は、第１の実
施の形態の正極活物質を用いることができる。また、円形状である以外は第２の実施の形
態と同様の構成とすることができる。
【０１３２】
［負極］
　負極５２は、例えば、負極集電体５２Ａと、負極集電体５２Ａに設けられた負極活物質
層５２Ｂとを有している。負極集電体５２Ａは、例えば、銅（Ｃｕ）箔などの金属箔によ
り構成されている。負極５２は、円形状である以外は第２の実施の形態の負極と同様の構
成とすることができる。
【０１３３】
（４－２）非水電解質電池の組み立て
　続いて、負極缶５５の中央部に負極５２およびセパレータ５３をこの順に収容し、セパ
レータ５３の上から電解液を注液する。続いて、正極５１を入れた正極缶５４を負極缶５
５に被せてガスケット５６を介してかしめて正極缶５４と負極缶５５とを固定する。以上
により、図５に示すような非水電解質電池５０が形成される。
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【０１３４】
〔効果〕
　この二次電池の作用および効果は、上述した第１ないし第３の実施の形態と同様である
。
【実施例】
【０１３５】
＜実施例１＞
［正極の作製］
　硫酸ニッケル（ＮｉＳＯ4）と硫酸コバルト（ＣｏＳＯ4）とを水中に溶解し、十分に攪
拌させながら水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）溶液を加えて、モル比がＮｉ：Ｃｏ＝８５：
１５となるようにニッケル－コバルト複合共沈水酸化物を得た。生成した共沈物を水洗、
乾燥し、その後に水酸化リチウム一水和塩（ＬｉＯＨ・Ｈ2Ｏ）と水酸化アルミニウム（
Ａｌ（ＯＨ）3）を加え、モル比がＬｉ：（Ｎｉ＋Ｃｏ＋Ａｌ）＝１０３：１００となる
ように調整して前駆体を作製した。
【０１３６】
　続いて、これらの前駆体を酸素気流中、５００℃で１０時間焼成した。この５００℃焙
焼粉末を取り出した後、粉砕し、１００ｇをイオン交換水中に分散させ、２．０ｍｏｌ／
Ｌの硝酸コバルト水溶液３２ｍＬを添加して、分散液のｐＨが１２となるように苛性ソー
ダを添加して１時間攪拌した。さらに、焙焼粉末を１Ｌのイオン交換水で洗浄後、吸引ろ
過を行い、１２０℃オーブンで１２時間乾燥した。乾燥した粉末に水酸化リチウム一水和
塩（ＬｉＯＨ・Ｈ2Ｏ）を加え、モル比がＬｉ：（Ｎｉ＋Ｃｏ）＝１０３：１００となる
ように調整して中間体を作製した。この中間体を酸素気流中、７００℃で１０時間焼成し
、正極活物質を得た。
【０１３７】
　作製した正極活物質は、組成式がＬｉ1.03Ｎｉ0.75Ｃｏ0.20Ａｌ0.05Ｏ2で表されるニ
ッケル酸リチウムを主体としたものであり、（ｚ／ｙ）＋０．４２５＝４．１７５となっ
た。また、この粒子の平均粒子径は、レーザー散乱法による測定で１３μｍであった。こ
の正極活物質は、上述の組成式を有する複合酸化物粒子の一次粒子のほとんどが凝集した
二次粒子の状態となっていた。
【０１３８】
［正極活物質のＣｏ、Ｎｉ組成の確認］
　ここで、得られた正極活物質におけるＣｏ、Ｎｉ組成比を、下記のような方法で求めた
。
【０１３９】
（ｉ）二次粒子の表面近傍と中心近傍との組成比Ｒｓ／Ｒｉ
　正極活物質を構成する二次粒子の表面近傍に位置する一次粒子におけるＣｏ／Ｎｉ比Ｒ
ｓと、二次粒子の中心近傍に位置する一次粒子におけるＣｏ／Ｎｉ比Ｒｉのそれぞれを測
定し、Ｒｓ／Ｒｉを算出したところ、１．０１であった。
【０１４０】
　なお、ＲｓおよびＲｉの測定は、図６に示すように、二次粒子化された正極活物質粒子
の中心部を通るように断面を切り出し、ほぼ中央を通るように約１μｍ間隔でＥＤＸのポ
イント解析（加速電圧１５ｋＶ）を行うことにより求めた。Ｒｓは、図６に示す解析ポイ
ントのうち、表面に近い２点ずつ（解析ポイント１，２，９，１０）のＣｏ／Ｎｉ比の平
均から求めた。また、Ｒｉは、Ｒｓの算出で用いた表面に近い４点を除くすべての点（解
析ポイント３～８）のＣｏ／Ｎｉ比の平均から求めた。
【０１４１】
（ii）二次粒子を構成する一次粒子の最表面と一次粒子全体との組成比Ｒｔ／Ｒ
　正極活物質の二次粒子を構成する一次粒子の表面近傍におけるＣｏ／Ｎｉ比Ｒｔを測定
し、正極活物質の組成から求めた正極活物質全体のＣｏ／Ｎｉ比Ｒを用いて、Ｒｔ／Ｒを
算出したところ、２．１４であった。
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【０１４２】
　なお、Ｒｔは、ＸＰＳによる測定で求めた。
【０１４３】
　次に、得られた上記正極活物質８５質量部と、導電剤であるグラファイト５質量部と、
結着剤であるポリフッ化ビニリデン１０質量部とを混合して正極合剤を調製した。続いて
、この正極合剤を分散媒であるＮ－メチル－２－ピロリドンに分散させて正極合剤スラリ
ーとした。正極合剤スラリーを厚み２０μｍのアルミニウム（Ａｌ）箔からなる正極集電
体に均一に塗布して乾燥させ、ロールプレス機で圧縮成型して、正極活物質層を形成し、
正極電極を作製した。その電極をイオン交換水中によく浸漬しドライエアーで乾燥後に巻
き取り、１２０℃にて１０時間真空乾燥を行った。処理後の正極電極の水分は１５０ｐｐ
ｍであった。そののち、正極に正極端子を取り付けた。
【０１４４】
［正極のＸＡＦＳ測定］
　続いて、下記の方法により、正極のＸＡＦＳ測定を行った。
【０１４５】
　正極と、対極としてリチウム箔を用いて図５に示すような構造のコイン型電池を作製し
た。まず、正極缶内に正極を収容し、この上にセパレータを介してリチウム箔を裁置した
。そして、電解液を注液し、ガスケットを介して負極缶を被せ、負極缶と正極缶とをかし
めることにより密閉し、コイン型電池を作製した。
【０１４６】
　作製したコイン型電池を１ｍＡで上限電圧４．２５Ｖまで充電したのち、１ｍＡで放電
終止電圧２．５０Ｖまで放電し、２時間緩和させた。緩和後のコイン型電池から正極を取
り出し、下記のようにして正極のＸＡＦＳ測定を行ったところ、μＮｉ／μＣｏ＝４．１
７３であった。
【０１４７】
　なお、ＸＡＦＳ測定では、転換電子収量法を用いた。得られたＸＡＦＳスペクトルにお
いて、吸収端エネルギーが７４６２．０ｅＶ～８４６２．０ｅＶの間にピーク位置を持つ
ＣｏのＫ吸収端と、吸収端エネルギーが８０８２．０ｅＶ～９１３０．０ｅＶの間にピー
ク位置を持つＮｉのＫ吸収端とを確認した。そして、転換電子収量法から得られる７４６
２．０ｅＶ～８４６２．０ｅＶの間のＸＡＦＳスペクトルのジャンプ量をμＣｏとし、転
換電子収量法から得られる８０８２．０ｅＶ～９１３０．０ｅＶの間のＸＡＦＳスペクト
ルのジャンプ量をμＮｉとした。
【０１４８】
［負極の作製］
　粉砕した黒鉛粉末を負極活物質として用意し、この黒鉛粉末９０質量部と、結着剤であ
るポリフッ化ビニリデン１０質量部とを混合して負極合剤を調製し、さらにこれを分散媒
であるＮ－メチル－２－ピロリドンに分散させ負極合剤スラリーとした。次に、この負極
合剤スラリーを厚み１５μｍの銅（Ｃｕ）箔からなる負極集電体の両面に均一に塗布し、
乾燥させたのち、ロールプレス機で圧縮成型して、負極活物質層を形成し、負極を作製し
た。続いて、負極に負極端子を取り付けた。
【０１４９】
［ラミネートフィルム型電池の組み立て］
　作製した正極および負極を、厚み２５μｍの微孔性ポリエチレンフィルムからなるセパ
レータを介して密着させ、長手方向に巻回して、最外周部に保護テープを貼り付けること
により巻回電極体を作製した。次に、巻回電極体をラミネートフィルムからなる外装部材
で外装し、外装部材の３辺を熱融着した。外装部材には、最外層から順に２５μｍ厚のナ
イロンフィルムと、４０μｍ厚のアルミニウム箔と、３０μｍ厚のポリプロピレンフィル
ムとが積層されてなる防湿性のアルミラミネートフィルムを用いた。
【０１５０】
　続いて、袋状となった外装部材の内部に電解液を注液した、電解液は、エチレンカーボ
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ネート（ＥＣ）：エチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）＝５：５の質量比で混合した非水
溶媒に、電解質塩としてＬｉＰＦ6を１ｍｏｌ％／ｋｇとなるように溶解させて作製した
。最後に、外装部材の残りの１辺を減圧下において熱融着し、密封してラミネートフィル
ム型電池を作製した。
【０１５１】
＜実施例２＞
　実施例１と同様に、ニッケル酸リチウムを主体とした正極を作製する。実施例２では、
水酸化アルミニウムの添加を前駆体作製時でなく、中間体作製時に行う点で実施例１と異
なる。
【０１５２】
　硫酸ニッケル（ＮｉＳＯ4）と硫酸コバルト（ＣｏＳＯ4）とを水中に溶解し、十分に攪
拌させながら水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）溶液を加えて、モル比がＮｉ：Ｃｏ＝９０：
１０となるようにニッケル－コバルト複合共沈水酸化物を得た。生成した共沈物を水洗、
乾燥し、その後に水酸化リチウム一水和塩（ＬｉＯＨ・Ｈ2Ｏ）のみを加え、モル比がＬ
ｉ：（Ｎｉ＋Ｃｏ）＝１０３：１００となるように調整して前駆体を作製した。
【０１５３】
　続いて、これらの前駆体を酸素気流中、５００℃で１０時間焼成した。この５００℃焙
焼粉末を取り出した後、粉砕し、１００ｇをイオン交換水中に分散させ、２．０ｍｏｌ／
Ｌの硝酸コバルト水溶液６３ｍＬを添加して、分散液のｐＨが１２となるように苛性ソー
ダを添加して１時間攪拌した。さらに、焙焼粉末を１Ｌのイオン交換水で洗浄後、吸引ろ
過を行い、１２０℃オーブンで１２時間乾燥した。乾燥した粉末に水酸化リチウム一水和
塩（ＬｉＯＨ・Ｈ2Ｏ）とともに水酸化アルミニウム（Ａｌ（ＯＨ）3）を加え、モル比が
Ｌｉ：（Ｎｉ＋Ｃｏ＋Ａｌ）＝１０３：１００となるように調整して中間体を作製した。
この中間体を酸素気流中、７００℃で１０時間焼成し、正極活物質を得た。そして、この
正極活物質を用いて、ラミネートフィルム型電池を作製した。
【０１５４】
　作製した正極活物質は、組成式がＬｉ1.03Ｎｉ0.75Ｃｏ0.20Ａｌ0.05Ｏ2で表されるニ
ッケル酸リチウムを主体としたものであり、（ｚ／ｙ）＋０．４２５＝４．１７５となっ
た。また、この粒子の平均粒子径は、レーザー散乱法による測定で１３μｍであった。こ
の正極活物質は、上述の組成式を有する複合酸化物粒子の一次粒子のほとんどが凝集した
二次粒子の状態となっていた。
【０１５５】
　このような正極活物質について、実施例１と同様の方法でＲｓ／Ｒｉを算出したところ
、１．２５であった。また、実施例１と同様の方法でＲｔ／Ｒを算出したところ、１．１
２であった。
【０１５６】
　また、このような正極活物質を用いて作製した正極において、実施例１と同様の方法に
よりＸＡＦＳ測定を行い、μＮｉ／μＣｏを求めたところ、μＮｉ／μＣｏ＝４．１７１
であった。
【０１５７】
＜実施例３＞
　前駆体作製時において、Ｎｉ：Ｃｏ＝９５：５となるように調整してニッケル－コバル
ト複合共沈水酸化物を得るとともに、中間体作製時における硝酸コバルト水溶液の添加量
を９４ｍＬとした以外は、実施例２と同様にして正極活物質を得た。そして、この正極活
物質を用いて、ラミネートフィルム型電池を作製した。
【０１５８】
　作製した正極活物質は、組成式がＬｉ1.03Ｎｉ0.75Ｃｏ0.20Ａｌ0.05Ｏ2で表されるニ
ッケル酸リチウムを主体としたものであり、（ｚ／ｙ）＋０．４２５＝４．１７５となっ
た。また、この粒子の平均粒子径は、レーザー散乱法による測定で１３μｍであった。こ
の正極活物質は、上述の組成式を有する複合酸化物粒子の一次粒子のほとんどが凝集した
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二次粒子の状態となっていた。
【０１５９】
　このような正極活物質について、実施例１と同様の方法でＲｓ／Ｒｉを算出したところ
、４．２０であった。また、実施例１と同様の方法でＲｔ／Ｒを算出したところ、１．０
３であった。
【０１６０】
　また、このような正極活物質を用いて作製した正極において、実施例１と同様の方法に
よりＸＡＦＳ測定を行い、μＮｉ／μＣｏを求めたところ、μＮｉ／μＣｏ＝４．１６５
であった。
【０１６１】
＜実施例４＞
　前駆体作製時において、硝酸ニッケルのみを水中に溶解し、さらに十分に攪拌させなが
ら水酸化ナトリウム溶液を加えて、ニッケル水酸化物を得た。このニッケル水酸化物を水
洗、乾燥し、その後に水酸化リチウム一水和塩を加え、モル比がＬｉ：Ｎｉ＝１０３：１
００となるように調整した。また、中間体作製時における硝酸コバルト水溶液の添加量を
１２５ｍＬとした。これ以外は、実施例２と同様にして正極活物質を得た。そして、この
正極活物質を用いて、ラミネートフィルム型電池を作製した。
【０１６２】
　作製した正極活物質は、組成式がＬｉ1.03Ｎｉ0.75Ｃｏ0.20Ａｌ0.05Ｏ2で表されるニ
ッケル酸リチウムを主体としたものであり、（ｚ／ｙ）＋０．４２５＝４．１７５となっ
た。また、この粒子の平均粒子径は、レーザー散乱法による測定で１３μｍであった。こ
の正極活物質は、上述の組成式を有する複合酸化物粒子の一次粒子のほとんどが凝集した
二次粒子の状態となっていた。
【０１６３】
　このような正極活物質について、実施例１と同様の方法でＲｓ／Ｒｉを算出したところ
、１１．３２であった。また、実施例１と同様の方法でＲｔ／Ｒを算出したところ、２．
５６であった。
【０１６４】
　また、このような正極活物質を用いて作製した正極において、実施例１と同様の方法に
よりＸＡＦＳ測定を行い、μＮｉ／μＣｏを求めたところ、μＮｉ／μＣｏ＝４．１６１
であった。
【０１６５】
＜実施例５＞
　前駆体作製時において、水酸化アルミニウムの添加を行わず、中間体作製時において硝
酸コバルト水溶液の添加量を６３ｍＬとした以外は、実施例１と同様にして正極活物質を
得た。そして、この正極活物質を用いて、ラミネートフィルム型電池を作製した。
【０１６６】
　作製した正極活物質は、組成式がＬｉ1.03Ｎｉ0.80Ｃｏ0.20Ｏ2で表されるニッケル酸
リチウムを主体としたものであり、（ｚ／ｙ）＋０．４２５＝４．４２５となった。また
、この粒子の平均粒子径は、レーザー散乱法による測定で１３μｍであった。この正極活
物質は、上述の組成式を有する複合酸化物粒子の一次粒子のほとんどが凝集した二次粒子
の状態となっていた。
【０１６７】
　このような正極活物質について、実施例１と同様の方法でＲｓ／Ｒｉを算出したところ
、１．０３であった。また、実施例１と同様の方法でＲｔ／Ｒを算出したところ、４．６
５であった。
【０１６８】
　また、このような正極活物質を用いて作製した正極において、実施例１と同様の方法に
よりＸＡＦＳ測定を行い、μＮｉ／μＣｏを求めたところ、μＮｉ／μＣｏ＝４．３０１
であった。
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【０１６９】
＜実施例６＞
　前駆体作製時において、モル比がＮｉ：Ｃｏ＝９０：１０となるようにニッケル－コバ
ルト複合共沈水酸化物を作製した以外は、実施例５と同様にして正極活物質を得た。そし
て、この正極活物質を用いて、ラミネートフィルム型電池を作製した。
【０１７０】
　作製した正極活物質は、組成式がＬｉ1.03Ｎｉ0.80Ｃｏ0.20Ｏ2で表されるニッケル酸
リチウムを主体としたものであり、（ｚ／ｙ）＋０．４２５＝４．４２５となった。また
、この粒子の平均粒子径は、レーザー散乱法による測定で１３μｍであった。この正極活
物質は、上述の組成式を有する複合酸化物粒子の一次粒子のほとんどが凝集した二次粒子
の状態となっていた。
【０１７１】
　このような正極活物質について、実施例１と同様の方法でＲｓ／Ｒｉを算出したところ
、１．１９であった。また、実施例１と同様の方法でＲｔ／Ｒを算出したところ、０．７
２であった。
【０１７２】
　また、このような正極活物質を用いて作製した正極において、実施例１と同様の方法に
よりＸＡＦＳ測定を行い、μＮｉ／μＣｏを求めたところ、μＮｉ／μＣｏ＝４．２７７
であった。
【０１７３】
＜実施例７＞
　前駆体作製時において、モル比がＮｉ：Ｃｏ＝９５：５となるようにニッケル－コバル
ト複合共沈水酸化物を作製するとともに、中間体作製時における硝酸コバルト水溶液の添
加量を９４ｍＬとした以外は、実施例５と同様にして正極活物質を得た。そして、この正
極活物質を用いて、ラミネートフィルム型電池を作製した。
【０１７４】
　作製した正極活物質は、組成式がＬｉ1.03Ｎｉ0.80Ｃｏ0.20Ｏ2で表されるニッケル酸
リチウムを主体としたものであり、（ｚ／ｙ）＋０．４２５＝４．４２５となった。また
、この粒子の平均粒子径は、レーザー散乱法による測定で１３μｍであった。この正極活
物質は、上述の組成式を有する複合酸化物粒子の一次粒子のほとんどが凝集した二次粒子
の状態となっていた。
【０１７５】
　このような正極活物質について、実施例１と同様の方法でＲｓ／Ｒｉを算出したところ
、７．１６であった。また、実施例１と同様の方法でＲｔ／Ｒを算出したところ、０．７
６であった。
【０１７６】
　また、このような正極活物質を用いて作製した正極において、実施例１と同様の方法に
よりＸＡＦＳ測定を行い、μＮｉ／μＣｏを求めたところ、μＮｉ／μＣｏ＝４．２２０
であった。
【０１７７】
＜実施例８＞
　前駆体作製時において、硝酸ニッケルのみを水中に溶解し、さらに十分に攪拌させなが
ら水酸化ナトリウム溶液を加えて、ニッケル水酸化物を得た。このニッケル水酸化物を水
洗、乾燥し、その後に水酸化リチウム一水和塩のみを加え、モル比がＬｉ：Ｎｉ＝１０３
：１００となるように調整した。また、中間体作製時における硝酸コバルト水溶液の添加
量を１２５ｍＬとした以外は、実施例５と同様にして正極活物質を得た。そして、この正
極活物質を用いて、ラミネートフィルム型電池を作製した。
【０１７８】
　作製した正極活物質は、組成式がＬｉ1.03Ｎｉ0.80Ｃｏ0.20Ｏ2で表されるニッケル酸
リチウムを主体としたものであり、（ｚ／ｙ）＋０．４２５＝４．４２５となった。また
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、この粒子の平均粒子径は、レーザー散乱法による測定で１３μｍであった。この正極活
物質は、上述の組成式を有する複合酸化物粒子の一次粒子のほとんどが凝集した二次粒子
の状態となっていた。
【０１７９】
　このような正極活物質について、実施例１と同様の方法でＲｓ／Ｒｉを算出したところ
、１７．３１であった。また、実施例１と同様の方法でＲｔ／Ｒを算出したところ、１．
３４であった。
【０１８０】
　また、このような正極活物質を用いて作製した正極において、実施例１と同様の方法に
よりＸＡＦＳ測定を行い、μＮｉ／μＣｏを求めたところ、μＮｉ／μＣｏ＝４．１９５
であった。
【０１８１】
＜実施例９＞
　前駆体作製時において、硝酸ニッケルのみを水中に溶解し、さらに十分に攪拌させなが
ら水酸化ナトリウム溶液を加えて、ニッケル水酸化物を得た。このニッケル水酸化物を水
洗、乾燥し、その後に水酸化リチウム一水和塩のみを加え、モル比がＬｉ：Ｎｉ＝１０３
：１００となるように調整した。また、中間体作製時における硝酸コバルト水溶液の添加
量を５６ｍＬとした。これ以外は、実施例１と同様にして正極活物質を得た。そして、こ
の正極活物質を用いて、ラミネートフィルム型電池を作製した。
【０１８２】
　作製した正極活物質は、組成式がＬｉ1.03Ｎｉ0.90Ｃｏ0.10Ａｌ0.05Ｏ2で表されるニ
ッケル酸リチウムを主体としたものであり、（ｚ／ｙ）＋０．４２５＝９．４２５となっ
た。また、この粒子の平均粒子径は、レーザー散乱法による測定で１３μｍであった。こ
の正極活物質は、上述の組成式を有する複合酸化物粒子の一次粒子のほとんどが凝集した
二次粒子の状態となっていた。
【０１８３】
　このような正極活物質について、実施例１と同様の方法でＲｓ／Ｒｉを算出したところ
、１．２３であった。また、実施例１と同様の方法でＲｔ／Ｒを算出したところ、１．１
２であった。
【０１８４】
　また、このような正極活物質を用いて作製した正極において、実施例１と同様の方法に
よりＸＡＦＳ測定を行い、μＮｉ／μＣｏを求めたところ、μＮｉ／μＣｏ＝９．１８１
であった。
【０１８５】
＜実施例１０＞
　前駆体作製時において、モル比がＮｉ：Ｃｏ＝９０：１０となるようにニッケル－コバ
ルト複合共沈水酸化物を作製し、水酸化アルミニウムの添加を行わずに水酸化リチウム一
水和塩（ＬｉＯＨ・Ｈ2Ｏ）のみを加えた。中間体作製時において硝酸コバルト水溶液の
添加量を７２ｍＬとした以外は、実施例１と同様にして正極活物質を得た。そして、この
正極活物質を用いて、ラミネートフィルム型電池を作製した。
【０１８６】
　作製した正極活物質は、組成式がＬｉ1.03Ｎｉ0.70Ｃｏ0.30Ｏ2で表されるニッケル酸
リチウムを主体としたものであり、（ｚ／ｙ）＋０．４２５＝２．７５８となった。また
、この粒子の平均粒子径は、レーザー散乱法による測定で１３μｍであった。この正極活
物質は、上述の組成式を有する複合酸化物粒子の一次粒子のほとんどが凝集した二次粒子
の状態となっていた。
【０１８７】
　このような正極活物質について、実施例１と同様の方法でＲｓ／Ｒｉを算出したところ
、４．３４であった。また、実施例１と同様の方法でＲｔ／Ｒを算出したところ、１．０
３であった。
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【０１８８】
　また、このような正極活物質を用いて作製した正極において、実施例１と同様の方法に
よりＸＡＦＳ測定を行い、μＮｉ／μＣｏを求めたところ、μＮｉ／μＣｏ＝２．６５３
であった。
【０１８９】
＜比較例１＞
　硫酸ニッケル（ＮｉＳＯ4）と硫酸コバルト（ＣｏＳＯ4）とを水中に溶解し、十分に攪
拌させながら水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）溶液を加えて、モル比がＮｉ：Ｃｏ＝８０：
２０となるようにニッケル－コバルト複合共沈水酸化物を得た。生成した共沈物を水洗、
乾燥し、その後に水酸化リチウム一水和塩（ＬｉＯＨ・Ｈ2Ｏ）と水酸化アルミニウム（
Ａｌ（ＯＨ）3）を加え、モル比がＬｉ：（Ｎｉ＋Ｃｏ＋Ａｌ）＝１０３：１００となる
ように調整して前駆体を作製した。
【０１９０】
　続いて、これらの前駆体を酸素気流中、５００℃で１０時間焼成した。その後、焼成し
た前駆体を室温まで冷却した後に取り出して粉砕し、１Ｌの交換水にて攪拌・洗浄後、酸
素気流中、７００℃で１０時間焼成し、正極活物質を得た。そして、この正極活物質を用
いて、ラミネートフィルム型電池を作製した。
【０１９１】
　作製した正極活物質は、組成式がＬｉ1.03Ｎｉ0.75Ｃｏ0.20Ａｌ0.05Ｏ2で表されるニ
ッケル酸リチウムを主体としたものであり、（ｚ／ｙ）＋０．４２５＝４．１７５となっ
た。また、この粒子の平均粒子径は、レーザー散乱法による測定で１３μｍであった。こ
の正極活物質は、上述の組成式を有する複合酸化物粒子の一次粒子のほとんどが凝集した
二次粒子の状態となっていた。
【０１９２】
　このような正極活物質について、実施例１と同様の方法でＲｓ／Ｒｉを算出したところ
、０．９８であった。また、実施例１と同様の方法でＲｔ／Ｒを算出したところ、０．７
９であった。
【０１９３】
　また、このような正極活物質を用いて作製した正極において、実施例１と同様の方法に
よりＸＡＦＳ測定を行い、μＮｉ／μＣｏを求めたところ、μＮｉ／μＣｏ＝４．３２９
であった。
【０１９４】
＜比較例２＞
　前駆体作製時において、水酸化アルミニウムを用いず、硝酸ニッケルのみを水中に溶解
した以外は、比較例１と同様にして正極活物質を得た。そして、この正極活物質を用いて
、ラミネートフィルム型電池を作製した。
【０１９５】
　作製した正極活物質は、組成式がＬｉ1.03Ｎｉ0.80Ｃｏ0.20Ｏ2で表されるニッケル酸
リチウムを主体としたものであり、（ｚ／ｙ）＋０．４２５＝４．４２５となった。また
、この粒子の平均粒子径は、レーザー散乱法による測定で１３μｍであった。この正極活
物質は、上述の組成式を有する複合酸化物粒子の一次粒子のほとんどが凝集した二次粒子
の状態となっていた。
【０１９６】
　このような正極活物質について、実施例１と同様の方法でＲｓ／Ｒｉを算出したところ
、１．０３であった。また、実施例１と同様の方法でＲｔ／Ｒを算出したところ、０．８
８であった。
【０１９７】
　また、このような正極活物質を用いて作製した正極において、実施例１と同様の方法に
よりＸＡＦＳ測定を行い、μＮｉ／μＣｏを求めたところ、μＮｉ／μＣｏ＝４．４２７
であった。
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【０１９８】
＜比較例３＞
　前駆体作製時において、水酸化アルミニウムを用いず、硝酸ニッケルのみを水中に溶解
するとともに、前駆体焼成時の焼成温度を７００℃とした以外は、比較例１と同様にして
正極活物質を得た。そして、この正極活物質を用いて、ラミネートフィルム型電池を作製
した。
【０１９９】
　作製した正極活物質は、組成式がＬｉ1.03Ｎｉ0.80Ｃｏ0.20Ｏ2で表されるニッケル酸
リチウムを主体としたものであり、（ｚ／ｙ）＋０．４２５＝４．４２５となった。また
、この粒子の平均粒子径は、レーザー散乱法による測定で１３μｍであった。この正極活
物質は、上述の組成式を有する複合酸化物粒子の一次粒子のほとんどが凝集した二次粒子
の状態となっていた。
【０２００】
　このような正極活物質について、実施例１と同様の方法でＲｓ／Ｒｉを算出したところ
、０．９４であった。また、実施例１と同様の方法でＲｔ／Ｒを算出したところ、３７．
２１であった。
【０２０１】
　また、このような正極活物質を用いて作製した正極において、実施例１と同様の方法に
よりＸＡＦＳ測定を行い、μＮｉ／μＣｏを求めたところ、μＮｉ／μＣｏ＝１．２８２
であった。
【０２０２】
＜比較例４＞
　前駆体作製時において、モル比がＮｉ：Ｃｏ＝９０：１０となるようにニッケル－コバ
ルト複合共沈水酸化物を作製した以外は、比較例１と同様にして正極活物質を得た。そし
て、この正極活物質を用いて、ラミネートフィルム型電池を作製した。
【０２０３】
　作製した正極活物質は、組成式がＬｉ1.03Ｎｉ0.90Ｃｏ0.10Ｏ2で表されるニッケル酸
リチウムを主体としたものであり、（ｚ／ｙ）＋０．４２５＝９．４２５となった。また
、この粒子の平均粒子径は、レーザー散乱法による測定で１３μｍであった。この正極活
物質は、上述の組成式を有する複合酸化物粒子の一次粒子のほとんどが凝集した二次粒子
の状態となっていた。
【０２０４】
　このような正極活物質について、実施例１と同様の方法でＲｓ／Ｒｉを算出したところ
、１．０１であった。また、実施例１と同様の方法でＲｔ／Ｒを算出したところ、０．９
７であった。
【０２０５】
　また、このような正極活物質を用いて作製した正極において、実施例１と同様の方法に
よりＸＡＦＳ測定を行い、μＮｉ／μＣｏを求めたところ、μＮｉ／μＣｏ＝１０．５３
６であった。
【０２０６】
＜比較例５＞
　前駆体作製時において、モル比がＮｉ：Ｃｏ＝７０：３０となるようにニッケル－コバ
ルト複合共沈水酸化物を作製した以外は、比較例１と同様にして正極活物質を得た。そし
て、この正極活物質を用いて、ラミネートフィルム型電池を作製した。
【０２０７】
　作製した正極活物質は、組成式がＬｉ1.03Ｎｉ0.70Ｃｏ0.30Ｏ2で表されるニッケル酸
リチウムを主体としたものであり、（ｚ／ｙ）＋０．４２５＝２．７５８となった。また
、この粒子の平均粒子径は、レーザー散乱法による測定で１３μｍであった。この正極活
物質は、上述の組成式を有する複合酸化物粒子の一次粒子のほとんどが凝集した二次粒子
の状態となっていた。
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【０２０８】
　このような正極活物質について、実施例１と同様の方法でＲｓ／Ｒｉを算出したところ
、０．９９であった。また、実施例１と同様の方法でＲｔ／Ｒを算出したところ、１．０
６であった。
【０２０９】
　また、このような正極活物質を用いて作製した正極において、実施例１と同様の方法に
よりＸＡＦＳ測定を行い、μＮｉ／μＣｏを求めたところ、μＮｉ／μＣｏ＝２．８７３
であった。
【０２１０】
　下記の表１に、上述の実施例１～１０ならびに比較例１～５の正極活物質の構成および
正極活物質の形成条件の一部を示す。
【０２１１】
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【表１】

【０２１２】
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［ラミネートフィルム型電池の評価］
（ａ）放電容量の測定
　作製したラミネートフィルム型電池について、２３℃の環境下で１Ａの定電流で電池電
圧が４．２０Ｖに達するまで定電流充電を行ったのち、２．５０Ｖまで２００ｍＡの定電
流で放電を行い、放電容量を測定した。
【０２１３】
（ｂ）満充電時における高温環境下保存膨れの測定
　作製したラミネートフィルム型電池について、２３℃の環境下で１Ａの定電流で電池電
圧が４．２０Ｖに達するまで定電流充電を行ったのち、２．５０Ｖまで２００ｍＡの定電
流で放電を行った。次に、２３℃の環境下で１Ａの定電流で電池電圧が４．２０Ｖに達す
るまで定電流充電を行ったのち、電池電圧４．２０Ｖの定電圧で電流値が５０ｍＡに達す
るまで定電圧充電を行い満充電としたあと、ラミネートフィルム型電池の厚みを測定した
。続いて、８５℃の環境下で１２時間保存し、保存後のラミネートフィルム型電池の厚み
を測定した。最後に、下記式から満充電時における高温環境下保存膨れを算出した。
　満充電時高温保存膨れ［ｍｍ］＝保存後の電池厚み－保存前の電池厚み
変化量を高温保存時の膨れ量とし測定した。
【０２１４】
　下記の表２に、評価の結果を示す。
【０２１５】
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【表２】

【０２１６】
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　また、ＸＡＮＥＳスペクトルの代表例として、実施例１、実施例６ならびに比較例１、
比較例２について透過法によって得られたＸＡＮＥＳスペクトルを図７に示す。
【０２１７】
　さらに、図８に、図６に示す解析ポイントにおける実施例６のＣｏ／Ｎｉ比を示す。
【０２１８】
　表２の各実施例から分かるように、式１：μＮｉ／μＣｏ＜（ｚ／ｙ）＋０．４２５の
関係式を満たす構造である場合には、放電容量が向上すると共に、高温環境下保存時にお
ける電池膨れが減少した。そして、実施例５と、比較例２または比較例３とから分かるよ
うに、式１に加えて式２：１．５＜Ｒｔ／Ｒ＜３５を満たすことにより、高温環境下保存
時における電池膨れがさらに顕著に減少した。また、実施例３と比較例１とから、式１に
加えて式３：１．０５＜Ｒｓ／Ｒｉ＜２５を満たす場合には、高い放電容量を得、高温環
境下保存時における電池膨れがさらに顕著に減少した。式１、式２および式３の全てを満
たす実施例２および実施例４のように、放電容量を維持しつつも電池膨れをさらに顕著に
抑制でき
た。
【０２１９】
　実施例１０と比較例５について、転換電子収量法で得られたジャンプ幅の比μＮｉ／μ
Ｃｏ、透過法ＸＡＦＳ測定で得られたＣｏＫ、ＮｉＫ吸収端のピーク位置と、上記の方法
によって求めたＲｓ／Ｒｉ、Ｒｔ／Ｒ、また放電容量および満充電高温保存時の膨れ量の
結果を表２に示す。結果より明らかなように、実施例１０ではμＮｉ／μＣｏ＜ｚ／ｙ＋
０．４２５となり、一次粒子表面あるいは二次粒子表面においてＣｏ存在量が多くなって
おり、膨れが少なく、またＸＡＮＥＳの吸収端も低エネルギー側へシフトしており放電容
量が大きい。
【０２２０】
　また、図８に示すように、本願発明の方法で製造した実施例６の正極活物質は、表面近
傍の解析ポイント１，２，９および１０においてはコバルト（Ｃｏ）の存在量が多く、他
の解析ポイントについては、表面近傍と比較してコバルト（Ｃｏ）の存在量が少なかった
。
【０２２１】
　一方、比較例３の製造方法では式１：μＮｉ／μＣｏ＜（ｚ／ｙ）＋０．４２５を満た
すものの、Ｒｔ/Ｒ＞３５となり、式３を満たさない。これは一回目の焼成と二回目の焼
成温度が同程度となっており一回目の焼成時で結晶成長、粒子成長が完全に進行しており
、後のコバルト（Ｃｏ）被覆過程において被覆しきれないコバルト（Ｃｏ）が微粉となっ
て存在しているためであると考えられる。このような微粉のある活物質では放電容量が下
がり、電池の膨れも大きいものとなるため望ましくない。
【０２２２】
　以上、実施の形態および実施例を挙げてこの発明を説明したが、この発明は上記実施の
形態および実施例に限定されるものではなく、種々変形可能である。例えば、上記実施の
形態および実施例においては、巻回構造を有する二次電池について説明したが、この発明
は、正極および負極を折り畳んだり、あるいは積み重ねた構造を有する二次電池について
も同様に適用することができる。加えて、いわゆるコイン型，ボタン型，角型あるいはラ
ミネートフィルム型などの二次電池についても適用することができる。
【０２２３】
　また、上記実施の形態および実施例においては、非水電解液を用いる場合について説明
したが、この発明は、いかなる形態の非水電解質を用いる場合についても適用することが
できる。他の形態の非水電解質としては、例えば、非水溶媒と電解質塩とを高分子化合物
に保持させたいわゆるゲル状の非水電解質などが挙げられる。
【０２２４】
　更に、上記実施の形態および実施例では、負極の容量が、リチウムの吸蔵および放出に
よる容量成分により表されるいわゆるリチウムイオン二次電池について説明したが、この
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よる容量成分により表されるいわゆるリチウム金属二次電池、または、リチウムを吸蔵お
よび放出することが可能な負極材料の充電容量を正極の充電容量よりも小さくすることに
より、負極の容量がリチウムの吸蔵および放出による容量成分と、リチウムの析出および
溶解による容量成分とを含み、かつその和により表されるようにした二次電池についても
同様に適用することができる。
【０２２５】
また、上記実施の形態および実施例では、電極反応物質としてリチウムを用いる電池につ
いて説明したが、ナトリウム（Ｎａ）あるいはカリウム（Ｋ）などの他のアルカリ金属、
またはマグネシウムあるいはカルシウム（Ｃａ）などのアルカリ土類金属、またはアルミ
ニウムなどの他の軽金属を用いる場合についても、この発明を適用することができる。
【符号の説明】
【０２２６】
　１１…電池缶
　１２，１３…絶縁板
　１４…電池蓋
　１５…安全弁機構
　１５Ａ…ディスク板
　１６…熱感抵抗素子、
　１７…ガスケット、
　２０，３０…巻回電極体、
　２１，３３…正極、
　２１Ａ，３３Ａ…正極集電体、
　２１Ｂ，３３Ｂ…正極活物質層、
　２２，３４…負極、
　２２Ａ，３４Ａ…負極集電体、
　２２Ｂ，３４Ｂ…負極活物質層、
　２３，３５…セパレータ、
　２４…センターピン、
　２５，３１…正極リード、
　２６，３２…負極リード、
　３６…電解質層、
　３７…保護テープ、
　４０…外装部材、
　４１…密着フィルム
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