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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
リチウムリン酸遷移金属化合物の第一の粒子が凝集して形成された第二の粒子の内部に、
分子量が１００以下のアルコールを気体状の物質にして進入させ、生成する繊維状カーボ
ンを前記第二の粒子の内部に配する、リチウムリン酸遷移金属化合物とカーボンとの混合
体の製造方法。
【請求項２】
分子量が１００以下のアルコールが熱分解する温度範囲内で、リチウムリン酸遷移金属化
合物の原料またはリチウムリン酸遷移金属化合物が入れられた容器の内部の温度を下げな
がら、前記アルコールを前記容器の内部に供給し、前記アルコールの熱分解によって生成
するカーボンをリチウムリン酸遷移金属化合物に配することを特徴とする、リチウムリン
酸遷移金属化合物の第一の粒子が凝集して形成された第二の粒子と、前記第二の粒子の内
部に存在する線維状カーボンと、を含むリチウムリン酸遷移金属化合物とカーボンとの混
合体の製造方法。
【請求項３】
前記リチウムリン酸遷移金属化合物とカーボンとの混合体は、リチウムリン酸遷移金属化
合物の質量に対するカーボンの質量の割合が０．０１～３０％である請求項１又は２に記
載の非水電解質二次電池用正極材料の製造方法。
【請求項４】
前記アルコールは、メタノール、エタノール、プロパノール又はブタノールである請求項
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１～３のいずれかに記載のリチウムリン酸遷移金属化合物とカーボンとの混合体の製造方
法。
【請求項５】
前記繊維状カーボンは、曲がった形状の繊維状カーボンを含む請求項１～４のいずれかに
記載の混合体の製造方法。
【請求項６】
請求項１～５のいずれかに記載の製造方法によって製造されたリチウムリン酸遷移金属化
合物とカーボンとの混合体を含む電極の製造方法。
【請求項７】
請求項１～６のいずれかに記載の製造方法によって製造されたリチウムリン酸遷移金属化
合物とカーボンとの混合体を活物質に用いることを特徴とする電池の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウムリン酸遷移金属化合物とカーボンとの混合体、それを備えた電極、
その電極を備えた電池、カーボンが配されたリチウムリン酸遷移金属化合物粒子の製造方
法、及びリチウムリン酸遷移金属化合物粒子を活物質に用いる電池の製造方法に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話、ノートパソコン等の携帯機器類用および電気自動車用の電源としてエ
ネルギー密度が高く、サイクル特性の優れた非水電解質二次電池が注目されている。この
ような非水電解質二次電池の中で、現在最も広く市場に出回っているのが、携帯電話用を
中心とした２Ａｈ以下の小型民生用電池である。
【０００３】
　現在、非水電解質二次電池用の正極活物質としては数多くのものが存在する。最も一般
的に知られているのは、作動電圧が４Ｖ付近のリチウムコバルト酸化物（ＬｉＣｏＯ2）
やリチウムニッケル酸化物（ＬｉＮｉＯ2）、スピネル構造を持つリチウムマンガン酸化
物（ＬｉＭｎ2Ｏ4）等を基本構成とするリチウム含有遷移金属酸化物である。その中でも
、リチウムコバルト酸化物は、電池容量２Ａｈまでの小容量リチウム二次電池において、
充放電特性とエネルギー密度に優れることから正極活物質として広く採用されている。
【０００４】
　しかしながら、今後の電池の中型化や大型化、そのなかでも特に大きな需要が見込まれ
る産業用途への展開を考えた場合、電池の安全性が非常に重要視される。したがって、現
在の小型電池の仕様では要求される安全性を満足させることができない。この原因の一つ
は、これらの正極活物質の熱安定性が低いことである。
【０００５】
　そこで最近、正極活物質として熱安定性の高いオリビン構造を有するリチウムリン酸遷
移金属化合物が注目を集めている。このリチウムリン酸遷移金属化合物は、リンと酸素と
が共有結合しているので、高温においても酸素を放出することが無い。したがって、この
リチウムリン酸遷移金属化合物を正極活物質として使用することで電池の安全性を飛躍的
に高めることができる。
【０００６】
　ところが、リチウムリン酸遷移金属化合物は電子電導性が低いので、それを活物質に用
いた電池は高率放電特性において劣っていることが知られている。
【０００７】
　さらに、特許文献１に記載のように、リチウムリン酸鉄の原料である第一鉄含水塩の粒
子は、結晶が発達し非常に硬く、粉砕等の加工がしにくく、平均粒径が数μｍ～数十μｍ
の粗大な粒子しか得ることができない。この粗大な第一鉄含水塩と微細なリン酸リチウム
との混合物を焼成して得られるリチウムリン酸鉄（ＬｉＦｅＰＯ4）は、平均粒径が数μ
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ｍ以上になる。
【０００８】
　このように、第一鉄含水塩の粒子は粗大であることに加えて、リチウムリン酸鉄への化
学反応の反応性が悪いために、粒子レベルで不均一な組成のリチウムリン酸鉄が合成され
やすい。そのため、このリチウムリン酸鉄を正極活物質として用いた非水電解質二次電池
は、低容量になり易い傾向にある。
【０００９】
　上述した、リチウムリン酸鉄は電子電導性が低いという欠点を改善するためにリチウム
リン酸鉄の粒子表面にカーボンコートを施す手法が特許文献２～１０に開示されている。
【００１０】
　特許文献２には、炭質堆積物でコーティングされたリチウムリン酸鉄（ＬｉＦｅＰＯ4

）を得る技術が開示されている。そのコーティングの手法として、ラン鉄鋼（Ｆｅ3（Ｐ
Ｏ4）2・８Ｈ2Ｏ）とリチウムオルトホスフェートとポリプロピレン粉末との混合物を、
ジルコニアボールミルで微粉砕した後、３５０～７００℃で加熱することが開示されてい
る。
【００１１】
　この文献には、一酸化炭素の不均化反応によってカーボンを堆積させることも開示され
ている。さらにこの文献には、炭質材料の先駆材料として、ポリビニルアルコール、フェ
ノール縮合生成物類、フルフリルアルコールから誘導されたポリマー類などが例示されて
いる。
【００１２】
　特許文献３には、ＬｉＦｅＰＯ4／炭素複合体を得る方法が開示されている。その方法
として、Ｌｉ3ＰＯ4とＦｅ3（ＰＯ4）2・８Ｈ2Ｏとを混合したものに、さらにアセチレン
ブラック粉末を添加した混合物を、遊星型ボールミルを用いてミリングした後、６００℃
で焼成することが開示されている。
【００１３】
　特許文献４には、オリビン構造のリチウム鉄複合酸化物（ＬｉＦｅＰＯ4）の粒子に炭
素物質微粒子が複合化した、リチウム二次電池正極活物質用炭素含有リチウム鉄複合酸化
物の製造方法が開示されている。その製造方法として、リチウム化合物と、鉄化合物と、
リン含有アンモニウム塩と、炭素物質微粒子とを混合した混合物を６００～７５０℃の温
度で焼成することが開示されている。
【００１４】
　特許文献５には、ＬｉＦｅＰＯ4の粒子表面が導電性炭素材料で被覆されている、リチ
ウム鉄リン系複合酸化物炭素複合体の製造方法が開示されている。その製造方法として、
つぎの手法が開示されている。リン酸第一鉄含水塩（Ｆｅ3（ＰＯ4）2・８Ｈ2Ｏ）、リン
酸リチウム（Ｌｉ3ＰＯ4）及び導電性炭素材料を混合して混合物を作製する。この混合物
を乾式で粉砕処理して比容積が１．５ｍｌ／ｇ以下の反応前駆体を得る。この反応前駆体
を焼成してＬｉＦｅＰＯ4の粒子表面を導電性炭素材料で被覆した後に粉砕する。
【００１５】
　特許文献６には、非水系二次電池用正極活物質であるリチウム鉄酸化物の表面を炭素繊
維で被覆する技術が開示されている。
【００１６】
　特許文献７は、ＬｉＦｅＰＯ4を炭素で被覆する方法として、つぎの二つの方法を開示
している。一つは、ＬｉＦｅＰＯ4に、酢酸セルロースを炭素先駆体として混合したもの
を、アルゴン雰囲気流の存在下で加熱する方法である。もう一つは、ＬｉＦｅＰＯ4の原
料と、炭素源としてのポリビニルアルコールとをともに加熱する方法である。さらにこの
文献には、導電性炭素源としての有機物質として、フルフリルアルコールのポリマーが例
示されている。
【００１７】
　特許文献８は、ＬｉＦｅＰＯ4を炭素で被覆する方法として、つぎの二つの方法を開示



(4) JP 5162945 B2 2013.3.13

10

20

30

40

50

している。一つは、ＬｉＦｅＰＯ4に、酢酸セルロースを炭素先駆体として混合したもの
を、アルゴン雰囲気流の存在下で加熱する方法である。もう一つは、ＬｉＦｅＰＯ4の原
料を、エチレンオキシド含有ポリエチレン－ブロック－ポリ（エチレングリコール）型の
炭素添加物の存在下で、ＣＯ／ＣＯ2混合ガスを流しながら加熱する方法である。さらに
この文献には、導電性炭素源としての有機物質として、フルフリルアルコールのポリマー
が例示されている。
【００１８】
　特許文献９には、炭素源として炭化水素を含む混合ガスの熱分解を用いて、ＬｉＦｅ1-

xＭxＰＯ4（ＭはＭｎ、Ｃｏ、Ｔｉ、およびＮｉからなるグループから選択されるもの、
０≦ｘ≦１）からなるコアを炭素で被覆する正極活物質の合成方法が開示されている。
【００１９】
　特許文献１０には、炭素質物質を被覆したＬｉＦｅＰＯ4の製造方法が開示されている
。その製造方法として、ＬｉＦｅＰＯ4の原料を、平均分子量１９００～２１００のポリ
エチレングリコールと混合した混合物を、窒素雰囲気下で加熱することが開示されている
。さらにこの文献には、焼成により炭素化可能な有機化合物である炭素質物質前駆体の例
として、フルフリルアルコール樹脂や、ポリビニルアルコールなどが例示されている。
【特許文献１】特開２００１－２５０５５５号公報
【特許文献２】特開２００１－０１５１１１号公報
【特許文献３】特開２００２－１１７８３３号公報
【特許文献４】特開２００３－０３４５３４号公報
【特許文献５】特開２００３－２９２３０８号公報
【特許文献６】特開２００４－１８６０７５号公報
【特許文献７】特表２００４－５０９０５８号公報
【特許文献８】特表２００４－５０９４４７号公報
【特許文献９】米国特許出願公開第２００４／０１５７１２６号明細書
【特許文献１０】特開２００３－２９２３０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　特許文献２～１０に開示された、リチウムリン酸鉄の粒子表面にカーボンコートを施す
手法には、低率放電時の電池容量を大きくする効果はあった。しかし、それらの手法を用
いて製造した電池の高率放電特性は不十分であった。
【００２１】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、従来技術よりも電子伝導
性が高められたリチウムリン酸遷移金属化合物とカーボンとの混合体を提供する。さらに
、その混合体を活物質として用いることによって、高率充放電性能に優れた電池を提供す
る。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明による第１の発明は、リチウムリン酸遷移金属化合物の第一の粒子が凝集して形
成された第二の粒子と、第二の粒子の内部に存在する繊維状カーボンとを含むリチウムリ
ン酸遷移金属化合物とカーボンとの混合体である。
【００２３】
　このような構成とすることによって、リチウムリン酸遷移金属化合物粒子の電子伝導性
を著しく向上させることができる。したがって、この混合体を活物質として電池を作製す
ることによって、高率充放電性能に優れた電池が得られる。
【００２４】
　ここで、リチウムリン酸遷移金属化合物は、式ＬｉxＭＰＯ4（但し、ＭはＡyＢzで表さ
れ、ＡはＣｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕから選択された少なくとも１種、ＢはＭｇ
、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｔｉ、Ｚｎ、Ｂ、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｃ、Ｙ、希土
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類元素から選択された少なくとも１種、０≦ｘ＜２、０＜ｙ＜１．５、０≦ｚ＜１．５）
で表すことができる。
【００２５】
　本願明細書に記載の「第一の粒子が凝集して形成された第二の粒子」とは、結着剤（バ
インダー）によって微粒子同士を結着させることによって初めて凝集体状の粒子になった
ものは含まない。本願明細書に記載の「第一の粒子が凝集して形成された第二の粒子」と
は、結着剤が無い状態でも第一の粒子が凝集した状態が維持される第二の粒子を意味する
。たとえば、電極に含まれる結着剤を溶剤に溶解して除去することによって粉末状になっ
た活物質粒子が、小さい粒子が凝集して形成された大きい粒子になっている場合、本願明
細書に記載の「第一の粒子が凝集して形成された第二の粒子」に相当する。
【００２６】
　本願明細書に記載の第一の粒子とは、それ以上微細な粒子に分解できない単一の粒子の
みからなるものであってもよく、それよりも微細な粒子が凝集して形成されたものであっ
てもよい。
【００２７】
　本願明細書に記載の第二の粒子とは、第一の粒子が直接凝集して形成されたものであっ
てもよく、第一の粒子が凝集して形成された粒子がさらに凝集して形成されたものであっ
てもよい。
【００２８】
　本発明による第２の発明は、第１の発明による混合体において、繊維状カーボンに曲が
った形状のものが存在することを特徴とする。
【００２９】
　本発明による第３の発明は、第１の発明による混合体を活物質として備えた電極である
。
【００３０】
　本発明による第４の発明は、第３の発明による電極を備えた電池である。
【００３１】
　本発明による第５の発明は、第１の発明による混合体の製造方法であって、分子量が１
００以下のアルコールの熱分解によって生成するカーボンをリチウムリン酸遷移金属化合
物に配することを特徴とする。
【００３２】
　例えば、フルフリルアルコールのように、分子内に二重結合があるものは、重合してポ
リマーになる。このようなアルコールの炭素化は、通常重合の後に行われる。本願明細書
では、このように重合体が熱分解してカーボンが生成する場合には、そのアルコールの分
子量は重合体の分子量とする。したがって、本願明細書に記載の、「分子量が１００以下
のアルコールの熱分解によって生成するカーボン」とは、分子量が１００以下のアルコー
ルが重合して、分子量が１００を超えるポリマーになった後に熱分解して生成するカーボ
ンは含まない。
【００３３】
　本発明による第６の発明は、第５の発明による製造方法において、アルコールと、リチ
ウムリン酸遷移金属化合物の原料またはリチウムリン酸遷移金属化合物との混合物を加熱
することによって、アルコールを熱分解させてカーボンにする工程を備える。
【００３４】
　第６の発明に記載の混合物中のアルコールは、気体、液体、固体のいずれであってもよ
い。ただし、混合したアルコールが液体や固体の場合であっても、アルコールが熱分解す
る温度では、アルコールは気化したり分解したりする。
【００３５】
本発明による第７の発明は、第５の発明による製造方法において、リチウムリン酸遷移金
属化合物の原料またはリチウムリン酸遷移金属化合物が入れられた容器の内部を、アルコ
ールが熱分解する温度範囲内にした状態で、アルコールを容器の内部に供給する工程を備
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える。
【００３６】
　リチウムリン酸遷移金属化合物にカーボンを配する方法では、予めカーボンの原料とな
るアルコールのすべてを反応容器の内部に入れてから加熱する方法がある。しかし、この
ようにすると、アルコールがカーボンになる前に蒸発によって反応容器の外部に逃避する
ことを回避するために、密閉容器で反応をおこなう必要がある。しかし、密閉容器で反応
をおこなわせると、アルコールの気化によって反応容器内が非常に高い圧力となる。その
結果、設備の制御や安全性の確保などが困難となるために、工業的に実現が難しくなると
いう問題点があった。
【００３７】
　第７の発明によれば、アルコールを少しずつ供給することができる。その結果、反応容
器にガスの排出路を設けたとしても、供給したアルコールの大半が、排出される前にカー
ボンになるようにすることができる。その結果、反応容器内が高圧になることなく、加え
て供給したアルコールが多量に逃避することもなく、リチウムリン酸遷移金属化合物にカ
ーボンを配することができる。したがって、第７の発明は、設備の制御や安全性の確保が
容易となるために、工業的に実現が容易な製造方法となる。
【００３８】
　第７の発明に記載の「アルコールが熱分解する温度範囲内にした状態」とは、アルコー
ルを供給する際に容器の内部の温度が、アルコールの熱分解温度範囲外には一切ならない
ことを意味するのではない。たとえば、容器の内部の温度が、アルコールが熱分解する温
度範囲内となることと範囲外となることとが繰り返される場合であっても、そのうちのア
ルコールが熱分解する温度範囲内の部分は、第７の発明に記載の「アルコールが熱分解す
る温度範囲内にした状態」に相当する。
【００３９】
　本発明による第８の発明は、第６の発明による製造方法において、アルコールが熱分解
する温度範囲内で、容器の内部の温度を下げながら、アルコールを容器の内部に供給する
工程を備える。
【００４０】
　第８の発明によれば、容器の内部の温度が下げられた際に、容器内の気体が収縮する。
当然、リチウムリン酸遷移金属化合物の第二の粒子の内部の気体も収縮する。したがって
、第二の粒子の外部にあった気体は第二の粒子の内部に吸い込まれる。さらに、温度の低
下の前から第二の粒子の内部にあった気体は、第二の粒子のさらに内部へと吸い込まれる
。その結果、第二の粒子のより深い部分まで、多くのカーボンを配することができる。し
たがって、第８の発明によれば、極めて電子伝導性の高いリチウムリン酸遷移金属化合物
粒子が得られるために、それを用いた電池は優れた高率充放電性能を示す。
【００４１】
　第８の発明に記載の「アルコールが熱分解する温度範囲内で、容器の内部の温度を下げ
ながら」とは、容器の内部の温度を下げた際の温度が最後までアルコールの熱分解温度の
範囲内であることを意味するものではない。温度を下げることによって、アルコールの熱
分解温度よりも低い温度になった場合でも、温度がアルコールの熱分解温度の範囲外とな
る前までの工程は、第８の発明に記載の「アルコールが熱分解する温度範囲内で、容器の
内部の温度を下げながら」に相当する。
【００４２】
　本発明による第９の発明は、第５の発明による製造方法によって製造されたリチウムリ
ン酸遷移金属化合物粒子を活物質に用いることを特徴とする電池の製造方法である。
【００４３】
　本発明による第１０の発明は、メタノール、エタノール、プロパノール、またはブタノ
ールの熱分解によって生成するカーボンをリチウムリン酸遷移金属化合物に配することを
特徴とする、カーボンが配されたリチウムリン酸遷移金属化合物粒子の製造方法である。
【発明の効果】
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【００４４】
　本発明によれば、従来技術よりも電子伝導性が高められたリチウムリン酸遷移金属化合
物とカーボンとの混合体及びその製造方法を提供することができるので、その混合体を活
物質として用いることによって、高率充放電性能に優れた電池を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　本発明によるリチウムリン酸遷移金属化合物とカーボンとの混合体の製造方法の一つは
、分子量が１００以下のアルコールの熱分解により生成するカーボンをリチウムリン酸遷
移金属化合物の粒子に配するものである。以下に、本発明による混合体の製造方法を例示
するが、本発明は、その形態に限定されるものではない。
【００４６】
　本発明による混合体の製造方法では、リチウムリン酸遷移金属化合物の第一の粒子が凝
集して形成された第二の粒子からなるリチウムリン酸遷移金属化合物が入った焼成炉を高
温に維持した状態で、焼成炉内に分子量が１００以下のアルコールを供給する。
【００４７】
　このようにすることによって、高温にされたアルコールは気化、あるいは分解などによ
って気体状の物質になって、リチウムリン酸遷移金属化合物の第二の粒子の内部に進入し
ていく。したがって、気体状の物質が第二の粒子の内部でカーボンになるために、リチウ
ムリン酸遷移金属化合物の第一の粒子が凝集して形成された第二の粒子の内部にカーボン
を配することができる。そして、このように分子量が１００以下のアルコールの熱分解に
よって、リチウムリン酸遷移金属化合物の内部に配されたカーボンは、繊維状の形状にな
る。
【００４８】
　カーボンを配する方法には、主につぎの三つがある。一つ目の方法は、リチウムリン酸
遷移金属化合物を焼成炉に入れた後に、焼成炉を高温に昇温してからアルコールを供給す
る方法である。二つ目の方法は、リチウムリン酸遷移金属化合物の原料を焼成炉に入れた
後に、焼成炉を高温に昇温してリチウムリン酸遷移金属化合物を合成し、その後、アルコ
ールを供給する方法である。三つ目の方法は、リチウムリン酸遷移金属化合物の原料を焼
成炉に入れた後に、焼成炉を高温に昇温してリチウムリン酸遷移金属化合物を合成しなが
ら、アルコールを供給する方法である。本発明では、上記の三つの方法のいずれを用いて
もよい。
【００４９】
　リチウムリン酸遷移金属化合物の原料を焼成炉に入れた後に、焼成炉を高温に昇温する
ことによってリチウムリン酸遷移金属化合物を合成してから、アルコールを供給する方法
は、リチウムリン酸遷移金属化合物の合成およびカーボンの付与を連続的におこなえるの
で好適である。
【００５０】
　また、リチウムリン酸遷移金属化合物の原料、またはリチウムリン酸遷移金属化合物を
内部に備えた焼成炉にアルコールを供給する方法としては、不活性ガスを流しながら液体
のアルコールを焼成炉に供給する方法、および気体アルコールと不活性ガスとを混合して
焼成炉に供給する方法が挙げられる。これらのいずれの方法も、リチウムリン酸遷移金属
化合物の酸化を防ぐことができるので好ましい。
【００５１】
　カーボンを配するリチウムリン酸遷移金属化合物は、オリビン構造を有する基本組成が
ＬｉＭＰＯ4を満たすものであれば特に限定されるものではなく、その製造方法には、例
えば、固相法（日本特開２０００－２９４２３８号公報）、ゾル－ゲル法（Ｆ．Ｃｒｏｃ
ｅ　ｅｔ．ａｌ．Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍ　ａｎｄ　Ｓｏｌｉｄ－Ｓｔａｔｅ　Ｌｅｔｔ
ｅｒｓ、５（３）Ａ４７－Ａ５０、２００２）、水熱法（Ｓ．Ｆｒａｎｇｅｒ　ｅｔ　ａ
ｌ．Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍ　ａｎｄ　Ｓｏｌｉｄ－Ｓｔａｔｅ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、５（
１０）Ａ２３１－Ａ２３３、２００２）が知られている。
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【００５２】
　本願明細書に記載のリチウムリン酸遷移金属化合物とは、ＬｉＭＰＯ4の組成式から全
くずれの無いもののみを意味するものではない。活物質となる遷移金属酸化物（場合によ
ってはリチウムやリンなどを含む）の元素の一部を他の元素で置換することや、酸素欠損
を含ませるようにすることや、あるいはリチウムの量をいくぶん増減させることなど、そ
の物質の基本組成に若干の変化を加えることは電池業界では日常的におこなわれている。
【００５３】
　本願発明においては、ＦｅやＰなどの一部が他の元素で置換されたものに代表されるよ
うに、ＬｉＭＰＯ4の基本特性を失わない程度にＬｉＭＰＯ4の組成式からいくぶんのずれ
が生じたものであっても、同様の効果が得られる。したがって、本願明細書に記載のリチ
ウムリン酸遷移金属化合物には、ＬｉＭＰＯ4の基本特性を失わない程度にＬｉＭＰＯ4の
組成式からいくぶんのずれが生じたものも含まれることは当然である。
【００５４】
　焼成炉の温度は、アルコールが熱分解する温度以上とする必要がある。さらに、その温
度は、リチウムリン酸遷移金属化合物の粒子成長が抑制される７５０℃以下であることが
好ましい。例えばアルコールがメタノールの場合、メタノールの発火点が３８５℃である
ので、この温度以下では熱分解が起こらないと考えられる。したがって、メタノールを用
いる場合、焼成炉の温度を少なくとも３８５℃以上にする必要がある。さらには、リチウ
ムリン酸遷移金属化合物の副反応物の生成を抑制するために、焼成炉の温度は５００℃以
上が好ましい。
【００５５】
　アルコールの熱分解によって、リチウムリン酸遷移金属化合物にカーボンを配する際に
は、リチウムリン酸遷移金属化合物を攪拌することが好ましい。このようにすることによ
って、カーボンを均一に配することができる。
【００５６】
　本発明において、リチウムリン酸遷移金属化合物とカーボンとの混合体の製造に用いる
分子量が１００以下のアルコールは、取り扱いが容易であることから２５℃で液体である
ことが好ましい。その例として、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール等
が挙げられる。アルコールを焼成炉に供給する方法には、液体を直接供給する方法、液体
を気化して供給する方法等がある。液体を気化して供給する場合には、アルコールのガス
と窒素や不活性ガスとを混合して供給することができる。
【００５７】
　焼成炉にアルコールを供給する場合、アルコールをガス状にし、窒素、アルゴン、ヘリ
ウムなどのガスとの混合ガスとして供給することが好ましい。この場合、混合ガス中のア
ルコールの濃度は０．０１～５０％の範囲が好ましい。濃度が０．０１％より小さくなる
と、リチウムリン酸遷移金属化合物の粒子表面にカーボンを配する時間が非常に長くなり
、工業的に不利である。また、濃度が５０％より大きくなると、アルコールが未分解のま
ま残り、焼成炉の外部に排出されたりする。その結果、アルコールの炭化率が小さくなる
ために、工業的に不利となる。
【００５８】
　リチウムリン酸遷移金属化合物の第二の粒子の内部に、アルコールを熱分解して得た繊
維状のカーボンを配した場合、カーボンの電子伝導性が非常に高く、かつ繊維状の形状が
第一の粒子間の電子伝導ネットワーク形成に優れていることから、第二の粒子の内部の第
一の粒子間の電子伝導性が非常に高くなる。その結果、このリチウムリン酸遷移金属化合
物とカーボンとの混合体を活物質として用いた電池は、優れた高率充放電性能を備えるこ
とになる。
【００５９】
　次に、本発明による電池の形態を示す。本発明の電池は、上記の製造方法により製造さ
れた混合体を正極材料として含む正極と、負極材料を含む負極と、電解質塩が溶媒に含有
された電解質とから構成される。一般的には、正極と負極とを、その間にセパレータを介
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在させて、積層または巻回することによって電極群が製造される。この電極群は、外装体
によって包装される。
【００６０】
　本発明による混合体は、特に、非水電解質二次電池に用いられることが好ましい。非水
電解質電池の形態は、非水電解質電池に限定されない上記の電池の形態と同じである。た
だし、非水電解質二次電池の場合には、電解質の溶媒として非水溶媒が用いられる。
【００６１】
　本発明による非水電解質二次電池にもちいる非水電解質としては、一般に非水電解質二
次電池等への使用が提案されているものが使用可能である。非水溶媒としては、プロピレ
ンカーボネート、エチレンカーボネート、ブチレンカーボネート、クロロエチレンカーボ
ネート等の環状炭酸エステル類；γ－ブチロラクトン、γ－バレロラクトン等の環状エス
テル類；ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、エチルメチルカーボネート等の
鎖状カーボネート類；ギ酸メチル、酢酸メチル、酪酸メチル等の鎖状エステル類；テトラ
ヒドロフランまたはその誘導体；１，３－ジオキサン、１，４－ジオキサン、１，２－ジ
メトキシエタン、１，４－ジブトキシエタン、メチルジグライム等のエーテル類；アセト
ニトリル、ベンゾニトリル等のニトリル類；ジオキソランまたはその誘導体；エチレンス
ルフィド、スルホラン、スルトンまたはその誘導体等の単独またはそれら２種以上の混合
物等を挙げることができる。ただし、これらに限定されるものではない。
【００６２】
　電解質塩としては、例えば、ＬｉＣｌＯ4、ＬｉＢＦ4、ＬｉＡｓＦ6、ＬｉＰＦ6、Ｌｉ
ＣＦ3ＳＯ3、ＬｉＮ（ＳＯ2ＣＦ3）2、ＬｉＮ（ＳＯ2Ｃ2Ｆ5）2、ＬｉＮ（ＳＯ2ＣＦ3）
（ＳＯ2Ｃ4Ｆ9）、ＬｉＳＣＮ、ＬｉＢｒ、ＬｉＩ、Ｌｉ2ＳＯ4、Ｌｉ2Ｂ10Ｃｌ10、Ｎａ
ＣｌＯ4、ＮａＩ、ＮａＳＣＮ、ＮａＢｒ、ＫＣｌＯ4、ＫＳＣＮ等のイオン性化合物が挙
げられる。
【００６３】
　これらのイオン性化合物を単独、あるいは２種類以上混合して用いることが可能である
。これらイオン性化合物の中でも、ＬｉＮ（ＳＯ2Ｃ2Ｆ5）2は高温安定性に優れ、充電時
におけるアルミニウム集電体、および端子の腐食を抑制できることから、望ましい。
【００６４】
　非水電解質における電解質塩の濃度としては、優れた電池特性を有する非水電解質電池
を確実に得るために、０．５ｍｏｌ／ｌ～５ｍｏｌ／ｌが好ましく、さらに好ましくは、
１ｍｏｌ／ｌ～２．５ｍｏｌ／ｌである。
【００６５】
　本発明によるリチウムリン酸遷移金属化合物とカーボンとの混合体は、非水電解質二次
電池の正極活物質として用いることが好ましい。後述する負極と組み合わせることで、電
池のエネルギー密度および充放電サイクル寿命性能に優れた非水電解質二次電池を得るこ
とができる。
【００６６】
　負極材料としては、リチウム金属、リチウム合金（リチウム―アルミニウム、リチウム
―鉛、リチウム―錫、リチウム―アルミニウム―錫、リチウム―ガリウム、およびウッド
合金等のリチウム金属含有合金）の他、リチウムを吸蔵・放出可能な合金、炭素材料（例
えばグラファイト、ハードカーボン、低温焼成炭素、非晶質カーボン等）、金属酸化物、
リチウム金属酸化物（Ｌｉ4Ｔｉ5Ｏ12等）、ポリリン酸化合物等が挙げられる。
【００６７】
　これらの中でもグラファイトは、金属リチウムに極めて近い作動電位を有し、高い作動
電圧での充放電を実現できるため負極材料として好ましい。例えば、人造黒鉛、天然黒鉛
が好ましい。
【００６８】
　特に、負極活物質粒子表面を不定形炭素等で修飾してあるグラファイトは、充電中のガ
ス発生が少ないことから望ましい。また、Ｌｉ4Ｔｉ5Ｏ12は電解質塩としてリチウム塩を
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採用した場合に自己放電を少なくでき、かつ充放電における不可逆容量を少なくできるの
で、負極材料として好ましい。
【００６９】
　正極活物質の粉体および負極材料の粉体は、平均粒子サイズ１００μｍ以下であること
が望ましい。特に、正極活物質の粉体は、電子伝導性の観点から５０μｍ以下であること
が望ましい。粉体を所定の形状で得るためには粉砕機や分級機が用いられる。
【００７０】
　例えば乳鉢、ボールミル、サンドミル、振動ボールミル、遊星ボールミル、ジェットミ
ル、カウンタージェトミル、旋回気流型ジェットミルや、ふるい等が用いられる。粉砕時
には水、あるいはエタノール等の有機溶剤を共存させた湿式粉砕を用いることもできる。
分級方法としては、特に限定はなく、ふるいや風力分級機などが、乾式、湿式ともに必要
に応じて用いられる。
【００７１】
　本発明における、カーボンが配されたリチウムリン酸遷移金属化合物の製造方法は、リ
チウムリン酸遷移金属化合物の最大粒子径が１μｍ以上、３ｍｍ以下となるように分級し
た後に、リチウムリン酸遷移金属化合物の粉末にカーボンを配することが好ましい。
【００７２】
　アルコールを焼成炉に供給する時に、リチウムリン酸遷移金属化合物が焼成炉から飛散
することを抑制するためには、リチウムリン酸遷移金属化合物の最大粒子径は１μｍ以上
であることが好ましい。さらに、アルコールの熱分解により生成するカーボンがリチウム
リン酸遷移金属化合物の第二の粒子の内部の十分深い部分まで配されるためには、リチウ
ムリン酸遷移金属化合物の最大粒子径は３ｍｍ以下であることが好ましい。
【００７３】
　リチウムリン酸遷移金属化合物の最大粒子径が１μｍ以上、３ｍｍ以下となるように分
級したリチウムリン酸遷移金属化合物に、アルコールの熱分解により生成するカーボンを
配した非水電解質二次電池用正極材料は、導電性が著しく高くなることが分かった。その
結果、この正極材料を備える非水電解質二次電池の高率放電性能は優れる。
【００７４】
　以上、正極および負極の主要構成成分である正極活物質および負極材料について詳述し
たが、前記正極および負極には、前記主要構成成分の他に、導電剤、結着剤、増粘剤、フ
ィラー等が、他の構成成分として含有されてもよい。
【００７５】
　導電剤としては、電池性能に悪影響を及ぼさない電子伝導性材料であればなんでも良い
。通常、天然黒鉛（鱗状黒鉛、鱗片状黒鉛、土状黒鉛等）、人造黒鉛、カーボンブラック
、アセチレンブラック、ケッチェンブラック、カーボンウイスカー、炭素繊維、金属（銅
、ニッケル、アルミニウム、銀、金等）粉、金属繊維、導電性セラミックス材料等の導電
性材料を１種又はそれらの混合物として、電極材料に含ませることができる。これらの中
で、導電剤としては、電子伝導性および塗工性の観点よりアセチレンブラックが望ましい
。
【００７６】
　導電剤の添加量は、正極又は負極の総質量に対して０．１質量％～５０質量％が好まし
く、特に０．５質量％～３０質量％が好ましい。特にアセチレンブラックを０．１～０．
５μｍの超微粒子に粉砕して用いると必要炭素量を少なくすることができるため望ましい
。
【００７７】
　これらの混合方法は、物理的な混合であり、その理想とするところは均一混合である。
そのため、Ｖ型混合機、Ｓ型混合機、擂かい機、ボールミル、遊星ボールミルといったよ
うな粉体混合機を乾式、あるいは湿式で使用することが可能である。
【００７８】
　前記結着剤としては、通常、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリフッ化ビ
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ニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリエチレン、ポリプロピレン等の熱可塑性樹脂、エチレン－プ
ロピレン－ジエンターポリマー（ＥＰＤＭ）、スルホン化ＥＰＤＭ、スチレンブタジエン
ゴム（ＳＢＲ）、フッ素ゴム等のゴム弾性を有するポリマーを１種又は２種以上の混合物
として用いることができる。結着剤の添加量は、正極又は負極の総質量に対して１～５０
質量％が好ましく、特に２～３０質量％が好ましい。
【００７９】
　前記増粘剤としては、通常、カルボキシメチルセルロース、メチルセルロース等の多糖
類等を１種又は２種以上の混合物として用いることができる。また、多糖類の様にリチウ
ムと反応する官能基を有する増粘剤は、例えばメチル化するなどしてその官能基を失活さ
せておくことが望ましい。増粘剤の添加量は、正極又は負極の総質量に対して０．５～１
０質量％が好ましく、特に１～２質量％が好ましい。
【００８０】
　フィラーとしては、電池性能に悪影響を及ぼさない材料であれば何でも良い。通常、ポ
リプロピレン、ポリエチレン等のオレフィン系ポリマー、無定形シリカ、アルミナ、ゼオ
ライト、ガラス、炭素等が用いられる。フィラーの添加量は、正極又は負極の総質量に対
して３０質量％以下が好ましい。
【００８１】
　正極および負極は、前記活物質、導電剤および結着剤をＮ－メチルピロリドン、トルエ
ン等の有機溶媒または水などに混合させた後、得られた混合液を下記に詳述する集電体の
上に塗布し、乾燥することによって、好適に作製される。
【００８２】
　塗布方法については、例えば、アプリケーターロールなどのローラーコーティング、ス
クリーンコーティング、ドクターブレード方式、スピンコーティング、バーコータ等の手
段を用いて任意の厚みおよび任意の形状に塗布することが望ましい。ただし、これらに限
定されるものではない。
【００８３】
　集電体としては、構成された電池において悪影響を及ぼさない電子伝導体であれば何で
もよく、つぎのような材料を用いることができる。これらの材料については表面を酸化処
理することも可能である。
【００８４】
　正極用集電体としては、アルミニウム、チタン、ステンレス鋼、ニッケル、焼成炭素、
導電性高分子、導電性ガラス等を用いることができる。その他に、接着性、導電性および
耐酸化性向上の目的で、アルミニウムや銅等の表面をカーボン、ニッケル、チタンや銀等
で処理した物を用いることができる。
【００８５】
　負極用集電体としては、銅、ニッケル、鉄、ステンレス鋼、チタン、アルミニウム、焼
成炭素、導電性高分子、導電性ガラス、Ａｌ－Ｃｄ合金等を用いることができる。その他
に、接着性、導電性、耐還元性の目的で、銅等の表面をカーボン、ニッケル、チタンや銀
等で処理した物を用いることができる。
【００８６】
　集電体の形状については、フォイル状の他、フィルム状、シート状、ネット状、パンチ
又はエキスパンドされた物、ラス体、多孔質体、発泡体、繊維群の形成体等が用いられる
。厚みの限定は特にないが、１～５００μｍのものが用いられる。
【００８７】
　これらの集電体の中で、正極としては、耐酸化性に優れているアルミニウム箔が、負極
としては、耐還元性、電導性に優れ、安価な銅箔、ニッケル箔、鉄箔、およびそれらの一
部を含む合金箔を使用することが好ましい。
【００８８】
　さらに、正極および負極集電体は、その粗面表面粗さが０．２μｍＲａ以上の箔である
ことが好ましい。このようにすることによって、正極材料又は負極材料と集電体との密着
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性は優れたものとなる。よって、このような粗面を有することから、電解箔を使用するの
が好ましい。特に、ハナ付き処理を施した電解箔は最も好ましい。さらに、該箔に両面塗
工する場合、箔の表面粗さが同じ、又はほぼ等しいことが望まれる。
【００８９】
　非水電解質電池用セパレータとしては、優れた高率充放電性能を示す多孔膜や不織布等
の、いずれかを単独で使用あるいは複数のものを併用することが好ましい。非水電解質電
池用セパレータを構成する材料としては、例えばポリエチレン、ポリプロピレン等に代表
されるポリオレフィン系樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレー
ト等に代表されるポリエステル系樹脂、ポリフッ化ビニリデン、フッ化ビニリデン－ヘキ
サフルオロプロピレン共重合体、フッ化ビニリデン－パーフルオロビニルエーテル共重合
体、フッ化ビニリデン－テトラフルオロエチレン共重合体、フッ化ビニリデン－トリフル
オロエチレン共重合体、フッ化ビニリデン－フルオロエチレン共重合体、フッ化ビニリデ
ン－ヘキサフルオロアセトン共重合体、フッ化ビニリデン－エチレン共重合体、フッ化ビ
ニリデン－プロピレン共重合体、フッ化ビニリデン－トリフルオロプロピレン共重合体、
フッ化ビニリデン－テトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体、フッ
化ビニリデン－エチレン－テトラフルオロエチレン共重合体等を挙げることができる。
【００９０】
　非水電解質電池用セパレータの空孔率は強度の観点から９８体積％以下が好ましい。ま
た、充放電特性の観点から空孔率は２０体積％以上が好ましい。また、非水電解質電池用
セパレータは、例えばアクリロニトリル、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、メチ
ルメタアクリレート、ビニルアセテート、ビニルピロリドン、ポリフッ化ビニリデン等の
ポリマーと電解質とで構成されるポリマーゲルを用いてもよい。
【００９１】
　さらに、非水電解質電池用セパレータは、上述したような多孔膜や不織布等とポリマー
ゲルを併用して用いると、電解質の保液性が向上すため望ましい。即ち、ポリエチレン微
孔膜の表面および微孔壁面に厚さ数μｍ以下の親溶媒性ポリマーを被覆したフィルムを形
成することに加えて、前記フィルムの微孔内に電解質を保持させる。このようにすること
で、前記親溶媒性ポリマーがゲル化する。
【００９２】
　前記親溶媒性ポリマーとしては、ポリフッ化ビニリデンの他、エチレンオキシド基やエ
ステル基等を有するアクリレートモノマー、エポキシモノマー、イソシアナート基を有す
るモノマー等が架橋したポリマー等が挙げられる。該モノマーは、ラジカル開始剤を併用
して加熱したり、紫外線（ＵＶ）を用いたり、あるいは電子線（ＥＢ）等の活性光線等を
用いて架橋反応をおこなわせることが可能である。
【００９３】
　前記親溶媒性ポリマーには、強度や物性制御の目的で、架橋体の形成を妨害しない範囲
の物性調整剤を配合して使用することができる。前記物性調整剤の例としては、無機フィ
ラー類（酸化ケイ素、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化ジルコニ
ウム、酸化亜鉛、酸化鉄などの金属酸化物、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウムなどの金
属炭酸塩）、ポリマー類（ポリフッ化ビニリデン、フッ化ビニリデン／ヘキサフルオロプ
ロピレン共重合体、ポリアクリロニトリル、ポリメチルメタクリレート等）等が挙げられ
る。前記物性調整剤の添加量は、架橋性モノマーに対して通常５０質量％以下、好ましく
は２０質量％以下である。
【００９４】
　本発明による非水電解質電池は、電解質を、例えば、非水電解質電池用セパレータと正
極と負極とを積層する前又は積層した後に注液し、最終的に、外装材で封止することによ
って好適に作製される。また、正極と負極とが非水電解質電池用セパレータを介して積層
された発電要素を巻回してなる非水電解質電池においては、電解質は、前記巻回の前後に
発電要素に注液されるのが好ましい。注液法としては、常圧で注液することも可能である
が、真空含浸方法や加圧含浸方法も使用可能である。
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【００９５】
　リチウム二次電池の外装体の材料としては、ニッケルメッキした鉄やステンレススチー
ル、アルミニウム、金属樹脂複合フィルム等が一例として挙げられる。リチウム二次電池
の構成については特に限定されるものではなく、正極、負極および単層又は複層のセパレ
ータを有するコイン電池やボタン電池が挙げられる。さらに、正極、負極、およびそれら
の間に挟まれたセパレータを積層して巻回した電極群を有する円筒型電池、角型電池、扁
平型電池等が一例として挙げられる。
【実施例】
【００９６】
　以下、本発明を好適な実施例を用いて説明する。
【００９７】
［実施例１］
（ＬｉＦｅＰＯ4／Ｃの作製）
　まず、シュウ酸鉄二水和物（ＦｅＣ2Ｏ4・２Ｈ2Ｏ）とリン酸二水素アンモニウム（Ｎ
Ｈ4Ｈ2ＰＯ4）と炭酸リチウム（Ｌｉ2ＣＯ3）とをモル比が２：２：１になるように計り
取った。これらをエタノールに浸漬して、ボールミルで２時間、粉砕・混合をおこないＬ
ｉＦｅＰＯ4前駆体を得た。ここでエタノールを用いる理由は、原料を酸素に触れさせな
いようにすることによって、原料が酸化されることを抑制するためである。次に、そのＬ
ｉＦｅＰＯ4前駆体を窒素流通下（２．０リットル／分）で７００℃、１２時間の条件で
焼成することによってＬｉＦｅＰＯ4粉末を得た。
【００９８】
　ＬｉＦｅＰＯ4の粉末を焼成炉に入れた後に、焼成炉を６００℃に昇温させた。その焼
成炉内に、気化させたメタノールと窒素との混合ガス（メタノール１ｖｏｌ％含有）を、
メタノールの熱分解により生成する炭素質量がＬｉＦｅＰＯ4の５質量％になるように供
給して、本発明によるカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ａ（ＬｉＦｅＰＯ

4／Ｃ）を作製した。
【００９９】
　なお、得られたカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ａ（ＬｉＦｅＰＯ4／
Ｃ）中のカーボンの量は、７００℃までの熱重量分析（ＴＧ分析）による質量減少を測定
することによって算出した。
【０１００】
　このようにして作製したリチウムリン酸遷移金属化合物Ａの粒子の一つの表面を電子顕
微鏡（ＳＥＭ）で撮影した結果を図１に示す。図１では、写真の全体が一つの粒子の表面
の一部となっている。その一つの粒子が、本発明による第一の発明の第二の粒子に相当す
る。
【０１０１】
　図１からわかるように、リチウムリン酸遷移金属化合物Ａの第二の粒子は、第二の粒子
よりも小さい第一の粒子が凝集して形成されている。図１のＡで示される円内に、数本の
細長い形状のカーボン（繊維状カーボン）が第二の粒子の内部に配されている様子が観察
される。
【０１０２】
　さらに、図１にＢで示される細長い形状の物体も、第二の粒子の内部に配された繊維状
カーボンである。ＡおよびＢは、はっきりと繊維状カーボンであるとわかるものを示した
ものであるが、これら以外にも、図１には繊維状カーボンが写っているものと考えられる
。さらに、図１から、繊維状カーボンの多くが曲がった形状をしていることが確認される
。
【０１０３】
　なお、本願発明におけるカーボンの形状の「繊維状」とは、実質的に細長い形状であれ
ばよい。「繊維状」によって意味される形状や大きさが、図１の電子顕微鏡写真に撮影さ
れた繊維状カーボンの長さや太さに限定されないことは言うまでもない。
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【０１０４】
　ただし、本発明における繊維状カーボンとしては、太さが０．１μｍ以上０．７μｍ以
下のものを含むことが好ましい。さらに、本発明における繊維状カーボンとしては、長さ
が０．５μｍ以上、５μｍ以下のものを含むことが好ましい。分子量が１００以下のアル
コールの熱分解によって生成するカーボンは、この範囲の太さおよび長さになるものが多
い。
【０１０５】
　比較のために、上記のリチウムリン酸遷移金属化合物にカーボンを配する工程をおこな
う前の状態の、カーボンが配されていないリチウムリン酸遷移金属化合物の第二の粒子の
表面の一部を電子顕微鏡で撮影した写真を図２に示す。図２から、カーボンを配していな
いリチウムリン酸遷移金属化合物においては、図１に見られるような繊維状の物体は見ら
れないことがわかる。
【０１０６】
（正極板の作製）
　上記の方法により作製したカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ａ（ＬｉＦ
ｅＰＯ4／Ｃ）と、導電剤であるアセチレンブラックと、結着剤であるポリフッ化ビニリ
デン（ＰＶｄＦ）とを質量比８０：８：１２の割合で混合した。この混合物に、Ｎ－メチ
ル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）を加えて充分混練して、正極ペーストを作製した。
【０１０７】
　この正極ペーストを厚さ２０μｍのアルミニウム箔集電体上に塗布した後に乾燥した。
塗布および乾燥は、アルミニウム箔の両面に対しておこなった。その後、プレス加工をお
こなうことによって正極板を製造した。正極板には正極端子を抵抗溶接により溶接した。
【０１０８】
（負極板の作製）
　負極材料である人造黒鉛（平均粒径６μｍ、Ｘ線回折分析による面間隔（ｄ002）０．
３３７ｎｍ、ｃ軸方向の結晶の大きさ（Ｌｃ）５５ｎｍ）と結着剤であるＰＶｄＦとを質
量比９４：６の割合で混合し、ＮＭＰを加えて充分混練して、負極ペーストを作製した。
この負極ペーストを厚さ１５μｍの銅箔集電体上に塗布し、乾燥した。この塗布および乾
燥は、銅箔集電体の両面に対しておこなった。その後、プレス加工をおこなって負極板を
製造した。負極板には負極端子を抵抗溶接により溶接した。
【０１０９】
（電解液の調製）
　エチレンカーボネートとジエチルカーボネートとを体積比１：１の割合で混合した溶媒
にＬｉＰＦ6を１ｍｏｌ／ｌの濃度で溶解させ、非水電解質を作製した。この電解質中の
水分量は３０ｐｐｍ未満とした。
【０１１０】
（電池の作製）
　上述の部材を用いて、露点が－４０℃以下の乾燥雰囲気下において、つぎのように非水
電解質二次電池を作製した。正極板と負極板とを２０μｍの厚みのポリプロピレン（ＰＰ
）製セパレータを介して長円形状に巻回することによって、巻回体を作製した。外装体と
して、ポリエチレンテレフタレート（１５μｍ）／アルミニウム箔（５０μｍ）／金属接
着性ポリプロピレンフィルム（５０μｍ）の三層からなる金属樹脂複合フィルムを用いた
。
【０１１１】
　この金属樹脂複合フィルムで作製された袋状の電池ケースの内部に、上記の巻回体を入
れた後に、注液孔となる部分を除いて電池ケースを気密封止した。その際、正極端子およ
び負極端子のそれぞれの一端は、電池ケースの外部に露出するようにした。注液孔から一
定量の非水電解質を注液後、真空状態で注液孔部分を熱封口し、本発明による実施例１の
非水電解質二次電池Ａを作製した。
【０１１２】
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［実施例２］
（ＬｉＦｅＰＯ4／Ｃの作製）
　まず、水酸化リチウム（ＬｉＯＨ・Ｈ2Ｏ）とリン酸アンモニウム（（ＮＨ4）3ＰＯ4・
３Ｈ2Ｏ）とを超純水に溶解させた混合溶液を作製した。つぎに硫酸鉄（ＦｅＳＯ4・ｘＨ

2Ｏ）を、アスコルビン酸を含む超純水に溶解させた混合溶液を作製した。この時、水酸
化リチウムとリン酸アンモニウムと硫酸鉄とアスコルビン酸の混合割合はモル比で２．５
：１：１：０．２とした。
【０１１３】
　これらの二つの混合溶液を混合し、１７０℃で１２時間水熱処理をした後に冷却した。
さらにこの溶液をろ過することによって、ＬｉＦｅＰＯ4前駆体を採取し、超純水とアセ
トンを用いて洗浄した後、１００℃で１時間真空乾燥をおこなった。
【０１１４】
　最後に、このＬｉＦｅＰＯ4前駆体を４００℃のアルゴン雰囲気炉中で１時間熱処理す
ることによって、ＬｉＦｅＰＯ4粉末を得た。
【０１１５】
　このＬｉＦｅＰＯ4粉末を焼成炉に入れ、実施例１と同様の条件で、カーボンを配した
リチウムリン酸遷移金属化合物Ｂ（ＬｉＦｅＰＯ4／Ｃ）を作製した。なお、ＬｉＦｅＰ
Ｏ4に対するカーボンの割合は５質量％とした。このリチウムリン酸遷移金属化合物Ｂの
第二の粒子の内部にも、リチウムリン酸遷移金属化合物Ａと同様に、繊維状カーボンが確
認された。このカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｂを用いたこと以外は実
施例１と同様の方法により、実施例２の非水電解質二次電池Ｂを作製した。
【０１１６】
［比較例１］
（ＬｉＦｅＰＯ4／Ｃの作製）
　まず、実施例１と同様にして、ＬｉＦｅＰＯ4粉末を得た。この粉末とポリビニルアル
コール（分子量は６６０００～８８０００）とを、ポリビニルアルコールの熱処理により
生成する炭素質量がＬｉＦｅＰＯ4の５質量％になるように混合した。この混合物を窒素
流通下（１．５リットル／分）で７００℃、２時間の条件で熱処理してカーボンを配した
リチウムリン酸遷移金属化合物Ｃ（ＬｉＦｅＰＯ4／Ｃ）を作製した。
【０１１７】
　このように作製したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｃの第二の粒子の内部には、繊維状
カーボンは確認されなかった。
【０１１８】
　このカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｃを用いたこと以外は実施例１と
同様の方法により、比較例１の非水電解質二次電池Ｃを作製した。
【０１１９】
［比較例２］
（ＬｉＦｅＰＯ4／Ｃの作製）
　まず、シュウ酸鉄二水和物（ＦｅＣ2Ｏ4・２Ｈ2Ｏ）とリン酸二水素アンモニウム（Ｎ
Ｈ4Ｈ2ＰＯ4）と炭酸リチウム（Ｌｉ2ＣＯ3）とをモル比が２：２：１になるように計り
取った。さらに、熱処理により生成する炭素の質量が、合成したＬｉＦｅＰＯ4の５質量
％になるようにショ糖（Ｃ12Ｈ22Ｏ11）を加えた。この混合物に対して、不活性雰囲気下
においてボールミルで２時間粉砕混合をおこない前駆体を得た。次に、その前駆体を窒素
流通下（２．０リットル／分）で７００℃、１２時間の条件で焼成することによって、カ
ーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｄ（ＬｉＦｅＰＯ4／Ｃ）を作製した。
【０１２０】
　このように作製したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｄの第二の粒子の内部には、繊維状
カーボンは確認されなかった。
【０１２１】
　このカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｄを用いたこと以外は実施例１と
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同様の方法により、比較例２の非水電解質二次電池Ｄを作製した。
【０１２２】
　作製した非水電解質二次電池Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの設計容量はいずれも６００ｍＡｈとした
。なお、以下で述べる実施例３～１７の非水電解質二次電池Ｅ～Ｑの設計容量も、６００
ｍＡｈとした。
【０１２３】
　まず、カーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ａ～Ｄの電子伝導性を調査する
ために、これらの粉体の抵抗率を測定した。その測定は、０．１ｇの粉体を１０ＭＰａの
圧力でプレスすることによって作製した錠剤の抵抗を測定することによっておこなった。
その結果を表１に示す。
【０１２４】
【表１】

【０１２５】
　表１から、本発明によるカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物ＡおよびＢの
抵抗率はカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物ＣおよびＤのものと比較して小
さいことがわかった。本発明の実施例では、比較例と比べて、電子伝導ネットワークの形
成に効率よくカーボン付与がおこなわれていることがわかる。
【０１２６】
　これらのカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ａ～ＤをＳＥＭで観察したと
ころ、実施例１および２のカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物ＡおよびＢで
は、上述のように、繊維状のカーボンが第二の粒子の内部に観察された。それに対し、比
較例１および２のリチウムリン酸遷移金属化合物ＣおよびＤではそのような形状のカーボ
ンは観察されなかった。
【０１２７】
　上記実施例１および２では、カーボンの原料としてメタノールを用いたが、アルコール
の性質の類似性から、メタノール以外にも、エタノール、プロパノール、ブタノール、ペ
ンタノールなど、分子量が１００以下のアルコールでは、同様の結果が得られると考えら
れる。
【０１２８】
　ただし、上記の比較例１のポリビニルアルコールなどのポリマーのように、アルコール
の分子量が非常に大きくなると、メタノールなどと性質が大きく異なることから、上記の
実施例１および２と同様の結果にはならないと考えられる。したがって、ポリビニルアル
コールの場合と同様に、ポリエチレングリコールや、フルフリルアルコール樹脂（フルフ
リルアルコールを重合させたポリマー）などのポリマーを熱分解させても、リチウムリン
酸遷移金属化合物の第二の粒子の内部に繊維状カーボンが配されることはないと考えられ
る。
【０１２９】
　本発明で、リチウムリン酸遷移金属化合物に配するカーボンの原料としてのアルコール
は、分子量が１００以下であることは上述したとおりであるが、その分子量は、さらには
９０以下が好ましく、さらには８０以下が好ましく、さらには６０以下が好ましく、さら
には５０以下が好ましく、さらには４０以下が好ましい。アルコールの中ではメタノール
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が最も好ましい。
【０１３０】
　次に、非水電解質二次電池Ａ～Ｄの高率放電性能を測定した。測定の充放電条件は、つ
ぎのとおりである。
【０１３１】
　低率放電容量測定（この時の放電容量を「低率放電容量」とする）
　　充電：０．１Ｉｔ（１０時間率、６０ｍＡ）定電流で３．９Ｖまで、さらに３．９Ｖ
の定電圧で、合計１５時間充電
　　放電：０．１Ｉｔ（１０時間率、６０ｍＡ）定電流で２．０Ｖまで放電
【０１３２】
　高率放電容量測定（この時の放電容量を「高率放電容量」とする）
　　充電：０．１Ｉｔ（１０時間率、６０ｍＡ）定電流で３．９Ｖまで、さらに３．９Ｖ
の定電圧で、合計１５時間充電
　　放電：１０Ｉｔ（０．１時間率、６Ａ）定電流で２．０Ｖまで放電
【０１３３】
　そして、低率放電容量に対する高率放電容量の比を「高率／低率容量比（％）」とし、
高率放電特性値を表す指標とした。その結果を表２に示す。
【０１３４】
【表２】

【０１３５】
　表２から、本発明による非水電解質二次電池ＡおよびＢの高率／低率容量比（％）は、
比較例における非水電解質二次電池ＣおよびＤのものと比較して高いことがわかる。この
ことは、第二の粒子の内部に繊維状カーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物を正
極材料とした非水電解質二次電池では、リチウムリン酸遷移金属化合物の第二の粒子の内
部まで繊維状カーボンによって電子伝導ネットワークが形成されているために、優れた高
率放電特性を示すことを意味するものと推定される。
【０１３６】
　なお、上記の実施例１では、リチウムリン酸遷移金属化合物に配したカーボンの量は、
リチウムリン酸遷移金属化合物に対して５質量％としたが、本発明はこれに限定されるも
のではない。本発明においては、カーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物におい
て、リチウムリン酸遷移金属化合物の質量に対するカーボンの質量の割合は０．０１～３
０％であることが好ましい。
【０１３７】
　この割合が０．０１質量％より小さい場合には、カーボンの量が少なすぎて電子伝導性
を高めるという効果が少なくなる。また、３０質量％より大きい場合には、リチウムリン
酸遷移金属化合物の割合が相対的に小さくなるために、この混合体を活物質として用いた
電池のエネルギー密度が小さくなる。
【０１３８】
　さらには、リチウムリン酸遷移金属化合物に配するカーボンの量は、リチウムリン酸遷
移金属化合物に対して、０．１質量％～３０質量％が好ましく、さらには０．５質量％～
１０質量％が好ましく、さらには１質量％～５質量％が好ましい。
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【０１３９】
　リチウムリン酸遷移金属化合物に配するカーボンの量を、リチウムリン酸遷移金属化合
物に対して１質量％としたこと以外は実施例１と同様にして作製した非水電解質二次電池
においては、実施例１における非水電解質二次電池Ａと同様の優れた高率／低率容量比が
得られた。
【０１４０】
　なお、本願明細書に記載のリチウムリン酸遷移金属化合物に対するカーボンの量の比率
は、第二の粒子の内部に配されたカーボンのみの量から求められたものではない。リチウ
ムリン酸遷移金属化合物に対するカーボンの比率は、第二の粒子の内部と外部のいずれで
あっても、リチウムリン酸遷移金属化合物に配された繊維状カーボンの全体の量から求め
られたものである。
【０１４１】
［実施例３～５］
　実施例１と同様の方法でＬｉＦｅＰＯ4粉末を作製した。この粉末を焼成炉に入れ、カ
ーボンを配する際の焼成炉の温度をそれぞれ３８５℃、５００℃、または７５０℃とした
こと以外は実施例１と同様にして、カーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｅ、
Ｆ、およびＧ（ＬｉＦｅＰＯ4／Ｃ）を作製した。このカーボンを配したリチウムリン酸
遷移金属化合物Ｅ、Ｆ、またはＧを用いたこと以外は実施例１と同様の方法により、実施
例３～５の非水電解質二次電池Ｅ、ＦおよびＧを作製した。焼成炉の温度と、対応する非
水電解質二次電池の記号Ｅ、Ｆ、およびＧとの対応関係は、表３に記載のとおりである。
【０１４２】
　次に、非水電解質二次電池Ｅ～Ｇについて、実施例１における非水電解質二次電池Ａの
場合と同じ条件で、低率放電容量および高率放電容量を測定し、「高率／低率容量比（％
）」を求めた。その結果を表３に示す。なお、表３には、比較のため、実施例１の結果も
示した。
【表３】

【０１４３】
　表３から、非水電解質二次電池Ｅ～Ｇの高率／低率容量比（％）は、非水電解質二次電
池Ａ、Ｂの場合とほぼ同様の値となることがわかる。メタノールの熱分解温度が３８５～
７５０℃の範囲では、カーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物の特性はほとんど
変らないことがわかった。
【０１４４】
　なお、実施例３～５の非水電解質二次電池が、実施例１の非水電解質二次電池と同様の
高率／低率容量比を示したことから、実施例３～５のＬｉＦｅＰＯ4／Ｃにおいても、実
施例１のＬｉＦｅＰＯ4／Ｃと同様の形態でカーボンがリチウムリン酸遷移金属化合物に
配されているものと考えられる。
【０１４５】
［実施例６～９］
　実施例１と同様の方法でＬｉＦｅＰＯ4粉末を作製した。この粉末を焼成炉に入れ、焼
成炉を６００℃に昇温させた。その焼成炉に供給する混合ガスとして、気化させたメタノ
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ールと窒素との混合ガスの代わりに、表４に記載の混合ガスを供給したこと以外は実施例
１と同様にして、本発明による実施例６および７の非水電解質二次電池ＨおよびＩを作製
した。
【０１４６】
　実施例１と同様の方法で作製したＬｉＦｅＰＯ4粉末を焼成炉に入れた。この焼成炉を
７００℃に昇温させたことと、その焼成炉に供給する混合ガスとして、気化させたメタノ
ールと窒素との混合ガスの代わりに、表４に記載の混合ガスを供給したこと以外は実施例
１と同様にして、本発明による実施例８および９の非水電解質二次電池ＪおよびＫを作製
した。
【０１４７】
　混合ガスの種類と、対応する非水電解質二次電池の記号Ｈ、Ｉ、Ｊ、およびＫとの対応
関係は、表４に記載のとおりである。実施例６～９において使用した混合ガス中のアルコ
ールの濃度は、いずれも１ｖｏｌ％である。
【０１４８】
　次に、非水電解質二次電池Ｈ～Ｋについて、実施例１における非水電解質二次電池Ａの
場合と同じ条件で、低率放電容量および高率放電容量を測定し、「高率／低率容量比（％
）」を求めた。その結果を表４に示す。なお、表４には、比較のため、実施例１の結果も
示した。
【０１４９】
【表４】

【０１５０】
　表４から、非水電解質二次電池Ｈ～Ｋの高率／低率容量比は、非水電解質二次電池Ａ、
Ｂの場合とほぼ同様の値となったことがわかる。焼成炉に供給するアルコールやガスの種
類を変えた場合でも、カーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物の特性は、実施例
１および２と比較してほとんど変らないことがわかった。
【０１５１】
　なお、実施例６～９の非水電解質二次電池が、実施例１の非水電解質二次電池と同様の
高率／低率容量比を示したことから、実施例６～９のＬｉＦｅＰＯ4／Ｃにおいても、実
施例１のＬｉＦｅＰＯ4／Ｃと同様の形態でカーボンがリチウムリン酸遷移金属化合物に
配されているものと考えられる。
【０１５２】
［実施例１０～１３］
　実施例１と同様の方法でＬｉＦｅＰＯ4粉末を作製し、この粉末を焼成炉に入れ、焼成
炉を６００℃に昇温した。この焼成炉に供給するメタノールと窒素との混合ガス中のメタ
ノール濃度と、混合ガスの供給時間とを変化させたこと以外は、実施例１と同様にして、
実施例１０～１３の非水電解質二次電池Ｌ、Ｍ、Ｎ、およびＯを作製した。混合ガス中の
メタノールの濃度と、対応する非水電解質二次電池の記号Ｌ、Ｍ、Ｎ、およびＯとの対応
関係は、表５に記載のとおりである。
【０１５３】
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　次に、非水電解質二次電池Ｌ～Ｏについて、実施例１における非水電解質二次電池Ａの
場合と同じ条件で、低率放電容量および高率放電容量を測定し、「高率／低率容量比（％
）」を求めた。その結果を表５に示す。なお、表５には、比較のため、実施例１の結果も
示した。
【０１５４】
【表５】

【０１５５】
　表５から、非水電解質二次電池Ｌ～Ｏの高率／低率容量比（％）は、実施例１および２
における非水電解質二次電池Ａ、Ｂの場合とほぼ同様の値となったことがわかる。この結
果から、焼成炉にメタノールと窒素の混合ガスを供給する場合のメタノールの濃度を０．
０１ｖｏｌ％～５０ｖｏｌ％の範囲で変化させた場合でも、カーボンを配したリチウムリ
ン酸遷移金属化合物の特性はほとんど変らないことがわかった。
【０１５６】
　なお、実施例１０～１３の非水電解質二次電池が、実施例１の非水電解質二次電池と同
様の高率／低率容量比を示したことから、実施例１０～１３のＬｉＦｅＰＯ4／Ｃにおい
ても、実施例１のＬｉＦｅＰＯ4／Ｃと同様の形態でカーボンがリチウムリン酸遷移金属
化合物に配されているものと考えられる。
【０１５７】
［実施例１４］
（ＬｉＦｅＰＯ4／Ｃの作製）
　まず、シュウ酸鉄二水和物（ＦｅＣ2Ｏ4・２Ｈ2Ｏ）とリン酸二水素アンモニウム（Ｎ
Ｈ4Ｈ2ＰＯ4）と炭酸リチウム（Ｌｉ2ＣＯ3）とをモル比が２：２：１になるように計り
取った。これらを、溶媒にエタノールを用いた不活性雰囲気下において、ボールミルで２
時間粉砕混合をおこない前駆体を得た。
【０１５８】
　次に、その前駆体を、窒素流通下（２．０リットル／分）で７００℃、１２時間の条件
でロータリーキルンを用いて焼成した。その後、そのキルンの温度を下げながら、気化さ
せたメタノールと窒素との混合ガスを、メタノールの熱分解により生成する炭素質量がＬ
ｉＦｅＰＯ4の５質量％になるように供給した。このようにして、本発明によるカーボン
を配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｐ（ＬｉＦｅＰＯ4／Ｃ）を作製した。なお、キ
ルンの降温速度は、１℃／分とした。
【０１５９】
　カーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物材料としてリチウムリン酸遷移金属化
合物Ｐ（ＬｉＦｅＰＯ4／Ｃ）を用いたこと以外は、実施例１と同様にして、本発明によ
る実施例１４の非水電解質二次電池Ｐを製造した。
【０１６０】
［実施例１５］
　ロータリーキルン内の温度を下げずに７００℃に固定したまま、メタノールと窒素との
混合ガスをロータリーキルン内に供給したこと以外は実施例１４と同様にして、本発明に
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よるカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｑ（ＬｉＦｅＰＯ4／Ｃ）を作製し
た。
【０１６１】
　カーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物材料としてリチウムリン酸遷移金属化
合物Ｑ（ＬｉＦｅＰＯ4／Ｃ）を用いたこと以外は、実施例１と同様にして、本発明によ
る実施例１５の非水電解質二次電池Ｑを製造した。
【０１６２】
　まず、リチウムリン酸遷移金属化合物ＰおよびＱの電子伝導性を調査するために、これ
らの粉体の抵抗率を測定した。その測定は、カーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化
合物を０．１ｇ秤量して、１０ＭＰａの圧力でプレスすることによって作製した錠剤の抵
抗を測定することによっておこなった。その結果を表６に示す。
【０１６３】
【表６】

【０１６４】
　表から、本発明によるリチウムリン酸遷移金属化合物Ｐとリチウムリン酸遷移金属化合
物Ｑとにおいて、抵抗率は同等であることが分かる。このことは、リチウムリン酸遷移金
属化合物の表面に配されているカーボンの電子伝導度は同等であるので、これらの粉体の
電子伝導度も同等であることを意味する。
【０１６５】
　次に、非水電解質二次電池ＰおよびＱとを用いて、実施例１の非水電解質二次電池Ａに
対しておこなった低率放電容量測定および高率放電容量測定と同じ容量測定をおこなった
。その結果を表７に示す。
【０１６６】

【表７】

【０１６７】
　表７から、低率放電容量は、非水電解質二次電池ＰとＱとにおいて同等であることが分
かる。しかしながら、非水電解質二次電池Ｐの高率放電容量は、非水電解質二次電池Ｑの
それと比較して著しく大きいことが明らかになった。
【０１６８】
　この違いは、つぎのようなメカニズムによってもたらされると考えられる。ロータリー
キルンの内部の温度が下げられた際に、容器内の気体が収縮する。当然、リチウムリン酸
遷移金属化合物の第二の粒子の内部の気体も収縮する。したがって、第二の粒子の内部や
近傍では、第二の粒子の内部へと向かう気流が生じる。その結果、カーボンの原料となる
気体が第二の粒子のより深い部分まで多量に入り込む。したがって、第二の粒子のより深
い部分まで多くのカーボンを配することができる。
【０１６９】
　その結果として、第二の粒子の内部のより深い部分まで十分に電子伝導ネットワークが
形成されると考えられる。したがって、高率で電池を放電させた場合であっても、リチウ



(22) JP 5162945 B2 2013.3.13

10

20

30

40

50

ムリン酸遷移金属化合物の第二の粒子の内部の深い部分まで放電反応に関与することがで
きるために、高率放電性能において優れる結果が得られたものと考えられる。
【０１７０】
［実施例１６］
　ＬｉＦｅＰＯ4粉末に代えてＬｉＣｏＰＯ4粉末を用いたこと以外は実施例１と同様の方
法により、本発明によるカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｒ（ＬｉＣｏＰ
Ｏ4／Ｃ）を作製した。
【０１７１】
　このようにして作製したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｒの粒子の一つの表面を電子顕
微鏡（ＳＥＭ）で撮影した結果、図１と同様に、リチウムリン酸遷移金属化合物Ｒの第二
の粒子は、第二の粒子よりも小さい第一の粒子が凝集して形成され、数本の細長い形状の
カーボン（繊維状カーボン）が第二の粒子の内部に配されている様子が観察された。
【０１７２】
　このカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｒを用いたこと以外は実施例１と
同様の方法により、実施例１６の非水電解質二次電池Ｒを作製した。
【０１７３】
［比較例３］
　実施例１６で用いたものと同じＬｉＣｏＰＯ4粉末とポリビニルアルコールとを、ポリ
ビニルアルコールの熱処理により生成する炭素質量がＬｉＣｏＰＯ4の５質量％になるよ
うに混合した。この混合物を窒素流通下（２．０リットル／分）で７００℃、２時間の条
件で熱処理してカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｓ（ＬｉＣｏＰＯ4／Ｃ
）を作製した。
【０１７４】
　このように作製したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｓの第二の粒子の内部には、繊維状
カーボンは確認されなかった。
【０１７５】
　このカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｓを用いたこと以外は実施例１と
同様の方法により、比較例３の非水電解質二次電池Ｓを作製した。
【０１７６】
［比較例４］
　実施例１６で用いたものと同じＬｉＣｏＰＯ4粉末とショ糖とを、ショ糖の熱処理によ
り生成する炭素質量がＬｉＣｏＰＯ4の５質量％になるように混合した。この混合物を窒
素流通下（２．０リットル／分）で７００℃、２時間の条件で熱処理してカーボンを配し
たリチウムリン酸遷移金属化合物Ｔ（ＬｉＣｏＰＯ4／Ｃ）を作製した。
【０１７７】
　このように作製したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｔの第二の粒子の内部には、繊維状
カーボンは確認されなかった。
【０１７８】
　このカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｔを用いたこと以外は実施例１と
同様の方法により、比較例４の非水電解質二次電池Ｔを作製した。
【０１７９】
　作製した非水電解質二次電池Ｒ、Ｓ、Ｔの設計容量はいずれも４００ｍＡｈとした。
【０１８０】
　次に、非水電解質二次電池Ｒ、Ｓ、Ｔの高率放電性能を測定した。測定の充放電条件は
、つぎのとおりである。
【０１８１】
　低率放電容量測定（この時の放電容量を「低率放電容量」とする）
　　充電：０．１Ｉｔ（１０時間率、４０ｍＡ）定電流で５．０Ｖまで、さらに５．０Ｖ
の定電圧で、合計１５時間充電
　　放電：０．１Ｉｔ（１０時間率、４０ｍＡ）定電流で４．０Ｖまで放電
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【０１８２】
　高率放電容量測定（この時の放電容量を「高率放電容量」とする）
　　充電：０．１Ｉｔ（１０時間率、４０ｍＡ）定電流で５．０Ｖまで、さらに５．０Ｖ
の定電圧で、合計１５時間充電
　　放電：１０Ｉｔ（０．１時間率、４．０Ａ）定電流で４．０Ｖまで放電
【０１８３】
　そして、低率放電容量に対する高率放電容量の比を「高率／低率容量比（％）」とし、
高率放電特性値を表す指標とした。その結果を表８に示す。
【０１８４】
［実施例１７］
　ＬｉＦｅＰＯ4粉末に代えてＬｉＭｎＰＯ4粉末を用いたこと以外は実施例１と同様の方
法により、リチウムリン酸遷移金属化合物Ｕ（ＬｉＭｎＰＯ4／Ｃ）を作製した。
【０１８５】
　このようにして作製したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｕの粒子の一つの表面を電子顕
微鏡（ＳＥＭ）で撮影した結果、図１と同様に、リチウムリン酸遷移金属化合物Ｕの第二
の粒子は、第二の粒子よりも小さい第一の粒子が凝集して形成され、数本の細長い形状の
カーボン（繊維状カーボン）が第二の粒子の内部に配されている様子が観察された。
【０１８６】
　このカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｕを用いたこと以外は実施例１と
同様の方法により、実施例１７の非水電解質二次電池Ｕを作製した。
【０１８７】
［比較例５］
　実施例１７で用いたものと同じＬｉＭｎＰＯ4粉末とポリビニルアルコールとを、ポリ
ビニルアルコールの熱処理により生成する炭素質量がＬｉＭｎＰＯ4の５質量％になるよ
うに混合した。この混合物を窒素流通下（２．０リットル／分）で７００℃、２時間の条
件で熱処理してカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｖ（ＬｉＭｎＰＯ4／Ｃ
）を作製した。
【０１８８】
　このように作製したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｖの第二の粒子の内部には、繊維状
カーボンは確認されなかった。
【０１８９】
　このカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｖを用いたこと以外は実施例１と
同様の方法により、比較例５の非水電解質二次電池Ｖを作製した。
【０１９０】
［比較例６］
　実施例１７で用いたものと同じＬｉＭｎＰＯ4粉末とショ糖とを、ショ糖の熱処理によ
り生成する炭素質量がＬｉＭｎＰＯ4の５質量％になるように混合した。この混合物を窒
素流通下（２．０リットル／分）で７００℃、２時間の条件で熱処理してカーボンを配し
たリチウムリン酸遷移金属化合物Ｗ（ＬｉＭｎＰＯ4／Ｃ）を作製した。
【０１９１】
　このように作製したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｗの第二の粒子の内部には、繊維状
カーボンは確認されなかった。
【０１９２】
　このカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｗを用いたこと以外は実施例１と
同様の方法により、比較例６の非水電解質二次電池Ｗを作製した。
【０１９３】
　作製した非水電解質二次電池Ｕ、Ｖ、Ｗの設計容量はいずれも３５０ｍＡｈとした。
【０１９４】
　次に、非水電解質二次電池Ｕ、Ｖ、Ｗの高率放電性能を測定した。測定の充放電条件は
、つぎのとおりである。
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【０１９５】
　低率放電容量測定（この時の放電容量を「低率放電容量」とする）
　　充電：０．１Ｉｔ（１０時間率、３５ｍＡ）定電流で４．５Ｖまで、さらに４．５Ｖ
の定電圧で、合計１５時間充電
　　放電：０．１Ｉｔ（１０時間率、３５ｍＡ）定電流で２．５Ｖまで放電
【０１９６】
　高率放電容量測定（この時の放電容量を「高率放電容量」とする）
　　充電：０．１Ｉｔ（１０時間率、３５ｍＡ）定電流で４．５Ｖまで、さらに４．５Ｖ
の定電圧で、合計１５時間充電
　　放電：１０Ｉｔ（０．１時間率、３．５Ａ）定電流で２．５Ｖまで放電
【０１９７】
　そして、低率放電容量に対する高率放電容量の比を「高率／低率容量比（％）」とし、
高率放電特性値を表す指標とした。その結果を表８に併せて示す。
【０１９８】
［実施例１８］
　ＬｉＦｅＰＯ4粉末に代えてＬｉＦｅ0.75Ｍｎ0.25ＰＯ4粉末を用いたこと以外は実施例
１と同様の方法により、リチウムリン酸遷移金属化合物Ｘ（ＬｉＦｅ0.75Ｍｎ0.25ＰＯ4

／Ｃ）を作製した。
【０１９９】
　このようにして作製したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｘの粒子の一つの表面を電子顕
微鏡（ＳＥＭ）で撮影した結果、図１と同様に、リチウムリン酸遷移金属化合物Ｘの第二
の粒子は、第二の粒子よりも小さい第一の粒子が凝集して形成され、数本の細長い形状の
カーボン（繊維状カーボン）が第二の粒子の内部に配されている様子が観察された。
【０２００】
　このカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｘを用いたこと以外は実施例１と
同様の方法により、実施例１８の非水電解質二次電池Ｘを作製した。
【０２０１】
［比較例７］
　実施例１８で用いたものと同じＬｉＦｅ0.75Ｍｎ0.25ＰＯ4粉末とポリビニルアルコー
ルとを、ポリビニルアルコールの熱処理により生成する炭素質量がＬｉＦｅ0.75Ｍｎ0.25

ＰＯ4の５質量％になるように混合した。この混合物を窒素流通下（２．０リットル／分
）で７００℃、２時間の条件で熱処理してカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合
物Ｙ（ＬｉＭｎＰＯ4／Ｃ）を作製した。
【０２０２】
　このように作製したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｙの第二の粒子の内部には、繊維状
カーボンは確認されなかった。
【０２０３】
　このカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｙを用いたこと以外は実施例１と
同様の方法により、比較例７の非水電解質二次電池Ｙを作製した。
【０２０４】
［比較例８］
　実施例１８で用いたものと同じＬｉＦｅ0.75Ｍｎ0.25ＰＯ4粉末とショ糖とを、ショ糖
の熱処理により生成する炭素質量がＬｉＦｅ0.75Ｍｎ0.25ＰＯ4の５質量％になるように
混合した。この混合物を窒素流通下（２．０リットル／分）で７００℃、２時間の条件で
熱処理してカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｚ（ＬｉＦｅ0.75Ｍｎ0.25Ｐ
Ｏ4／Ｃ）を作製した。
【０２０５】
　このように作製したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｚの第二の粒子の内部には、繊維状
カーボンは確認されなかった。
【０２０６】
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　このカーボンを配したリチウムリン酸遷移金属化合物Ｚを用いたこと以外は実施例１と
同様の方法により、比較例８の非水電解質二次電池Ｚを作製した。
【０２０７】
　作製した非水電解質二次電池Ｘ、Ｙ、Ｚの設計容量はいずれも５００ｍＡｈとした。
【０２０８】
　次に、非水電解質二次電池Ｘ、Ｙ、Ｚの高率放電性能を測定した。測定の充放電条件は
、つぎのとおりである。
【０２０９】
　低率放電容量測定（この時の放電容量を「低率放電容量」とする）
　　充電：０．１Ｉｔ（１０時間率、５０ｍＡ）定電流で４．５Ｖまで、さらに４．５Ｖ
の定電圧で、合計１５時間充電
　　放電：０．１Ｉｔ（１０時間率、５０ｍＡ）定電流で２．０Ｖまで放電
【０２１０】
　高率放電容量測定（この時の放電容量を「高率放電容量」とする）
　　充電：０．１Ｉｔ（１０時間率、５０ｍＡ）定電流で４．５Ｖまで、さらに４．５Ｖ
の定電圧で、合計１５時間充電
　　放電：１０Ｉｔ（０．１時間率、５．０Ａ）定電流で２．０Ｖまで放電
【０２１１】
　そして、低率放電容量に対する高率放電容量の比を「高率／低率容量比（％）」とし、
高率放電特性値を表す指標とした。その結果を表８に併せて示す。
【０２１２】

【表８】

【０２１３】
　表８から、ＬｉＦｅＰＯ4に代えてＬｉＣｏＰＯ4、ＬｉＭｎＰＯ4あるいはＬｉＦｅ0.7

5Ｍｎ0.25ＰＯ4を用いた場合においても、本発明による非水電解質二次電池Ｒ，Ｕおよび
Ｘの高率／低率容量比（％）は、それぞれに対応する比較例における非水電解質二次電池
と比較して高いことがわかる。
【産業上の利用可能性】
【０２１４】
　以上述べたように、本発明によるリチウムリン酸遷移金属化合物とカーボンとの混合体
を活物質として用いることによって、高率放電性能に優れた電池の製造が可能となる。し
たがって、本発明によるリチウムリン酸遷移金属化合物とカーボンとの混合体は、産業上
極めて有用である。
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【図面の簡単な説明】
【０２１５】
【図１】本発明による実施例１のリチウムリン酸遷移金属化合物とカーボンとの混合体に
おける、第二の粒子の表面の一部を電子顕微鏡で撮影した写真である。
【図２】カーボンを配していないリチウムリン酸遷移金属化合物の第二の粒子の表面の一
部を電子顕微鏡で撮影した写真である。

【図１】
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【図２】
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