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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面粗さＲａが０．２μｍ以上、１０μｍ以下である導電性金属箔を集電体とし、ケイ
素及び／またはケイ素合金を含む活物質粒子と導電性金属粉末とバインダーの混合物の層
を前記集電体の表面上で非酸化性雰囲気下に焼結して得られ、前記バインダーが、焼結の
ための熱処理後に残存していることを特徴とするリチウム二次電池用負極。
【請求項２】
　前記導電性金属箔及び／または前記導電性金属粉末中の金属成分が、前記活物質粒子中
に拡散していることを特徴とする請求項１に記載のリチウム二次電池用負極。
【請求項３】
　前記導電性金属粉末が銅または銅合金を含む粉末であることを特徴とする請求項１また
は２に記載のリチウム二次電池用負極。
【請求項４】
　表面粗さＲａが０．２μｍ以上、１０μｍ以下である導電性金属箔を集電体とし、ケイ
素及び／またはケイ素合金を含む活物質粒子とバインダーの層を前記集電体の表面上で非
酸化性雰囲気下に焼結して得られ、前記バインダーが、焼結のための熱処理後に残存して
いることを特徴とするリチウム二次電池用負極。
【請求項５】
　前記導電性金属箔中の金属成分が、前記活物質粒子中に拡散していることを特徴とする
請求項４に記載のリチウム二次電池用負極。
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【請求項６】
　前記導電性金属箔が、銅箔もしくは銅合金箔、または表面に銅層を設けた金属箔もしく
は表面に銅合金層を設けた金箔層であることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に
記載のリチウム二次電池用負極。
【請求項７】
　前記導電性金属箔が、電解銅箔もしくは電解銅合金箔、または表面に電解銅を設けた金
属箔もしくは表面に電解銅合金を設けた金属箔であることを特徴とする請求項１～６のい
ずれか１項に記載のリチウム二次電池用負極。
【請求項８】
　前記活物質粒子に拡散する金属成分が銅であることを特徴とする請求項２、３及び５～
７のいずれか１項に記載のリチウム二次電池用負極。
【請求項９】
　前記導電性金属箔表面の凹部分に前記活物質粒子が入り込んでいることを特徴とする請
求項１～８のいずれか１項に記載のリチウム二次電池用負極。
【請求項１０】
　前記バインダーが、ポリイミドであることを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に
記載のリチウム二次電池用負極。
【請求項１１】
　前記ポリイミドが、ポリアミド酸を熱処理することにより縮合させて得られたポリイミ
ドであることを特徴とする請求項１０に記載のリチウム二次電池用負極。
【請求項１２】
　前記バインダーが、フッ素原子を含むバインダーの熱処理後のものであることを特徴と
する請求項１～１１のいずれか１項に記載のリチウム二次電池用負極。
【請求項１３】
　前記バインダーが、ポリフッ化ビニリデンまたはポリテトラフルオロエチレンの熱処理
後のものであることを特徴とする請求項１２に記載のリチウム二次電池用負極。
【請求項１４】
　前記導電性金属箔表面の凹部分に前記活物質粒子及び／または前記バインダーが入り込
んでいることを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載のリチウム二次電池用負
極。
【請求項１５】
　前記活物質粒子の平均粒径が１０μｍ以下であることを特徴とする請求項１～１４のい
ずれか１項に記載のリチウム二次電池用負極。
【請求項１６】
　前記活物質粒子に金属成分が拡散した領域においてＸ線回折でケイ化銅が検出されない
ことを特徴とする請求項１～１５のいずれか１項に記載のリチウム二次電池用負極。
【請求項１７】
　前記活物質粒子がケイ素粉末であることを特徴とする請求項１～１６のいずれか１項に
記載のリチウム二次電池用負極。
【請求項１８】
　前記焼結のための熱処理温度が２００℃～５００℃の範囲内であることを特徴とする請
求項１～１７のいずれか１項に記載のリチウム二次電池用負極。
【請求項１９】
　表面粗さＲａが０．２μｍ以上、１０μｍ以下である導電性金属箔の表面上に、ケイ素
及び／またはケイ素合金を含む活物質粒子と導電性金属粉末とバインダーの混合物の層を
形成する工程と、
　前記混合物の層を前記導電性金属箔の表面上に配置した状態で非酸化性雰囲気下に前記
バインダーが熱処理後に残存する温度で焼結する工程とを備えることを特徴とするリチウ
ム二次電池用負極の製造方法。
【請求項２０】
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　前記活物質粒子、前記導電性金属粉末、及びバインダーを含むスラリーを前記導電性金
属箔の表面上に塗布することにより、前記混合物の層を前記導電性金属箔の表面上に形成
することを特徴とする請求項１９に記載のリチウム二次電池用負極の製造方法。
【請求項２１】
　前記導電性粉末が、銅及び／または銅合金を含む粉末であることを特徴とする請求項１
９または２０に記載のリチウム二次電池用負極の製造方法。
【請求項２２】
　表面粗さＲａが０．２μｍ以上、１０μｍ以下である導電性金属箔の表面上に、ケイ素
及び／またはケイ素合金を含む活物質粒子とバインダーの層を形成する工程と、
　前記活物質粒子とバインダーの層を前記導電性金属箔の表面上に配置した状態で非酸化
性雰囲気下に前記バインダーが熱処理後に残存する温度で焼結する工程とを備えることを
特徴とするリチウム二次電池用負極の製造方法。
【請求項２３】
　前記活物質粒子及びバインダーを含むスラリーを前記導電性金属箔の表面上に塗布する
ことにより、前記活物質粒子とバインダーの層を前記導電性金属箔の表面上に形成するこ
とを特徴とする請求項２２に記載のリチウム二次電池用負極の製造方法。
【請求項２４】
　前記焼結工程の前に、前記混合物の層または前記活物質粒子とバインダーの層を前記導
電性金属箔の表面上に配置した状態で圧延することを特徴とする請求項１９～２３のいず
れか１項に記載のリチウム二次電池用負極の製造方法。
【請求項２５】
　前記導電性金属箔が、銅箔もしくは銅合金箔、または表面に銅層を設けた金属箔もしく
は表面に銅合金層を設けた金属箔であることを特徴とする請求項１９～２４のいずれか１
項に記載のリチウム二次電池用負極の製造方法。
【請求項２６】
　前記導電性金属箔が、銅電解箔もしくは電解銅合金箔、または表面に電解銅を設けた金
属箔もしくは表面に電解銅合金を設けた金属箔であることを特徴とする請求項１９～２５
のいずれか１項に記載のリチウム二次電池用負極の製造方法。
【請求項２７】
　前記焼結によって、前記導電性金属箔及び／または前記導電性粉末の金属成分が、前記
活物質粒子中に拡散することを特徴とする請求項１９～２６のいずれか１項に記載のリチ
ウム二次電池用負極の製造方法。
【請求項２８】
　Ｘ線回折で前記金属成分とケイ素との金属間化合物の析出が検出されないような条件で
焼結することを特徴とする請求項２７に記載のリチウム二次電池用負極の製造方法。
【請求項２９】
　前記活物質粒子中に拡散する金属成分が銅元素であることを特徴とする請求項２７また
は２８に記載のリチウム二次電池用負極の製造方法。
【請求項３０】
　Ｘ線回折でケイ化銅の析出が検出されないような条件で焼結することを特徴とする請求
項２９に記載のリチウム二次電池用負極の製造方法。
【請求項３１】
　２００℃～５００℃の範囲内の温度で熱処理して焼結することを特徴とする請求項１９
～３０のいずれか１項に記載のリチウム二次電池用負極の製造方法。
【請求項３２】
　前記バインダーが、ポリイミドであることを特徴とする請求項１９～３１のいずれか１
項に記載のリチウム二次電池用負極の製造方法。
【請求項３３】
　前記ポリイミドが、ポリアミド酸を熱処理することにより縮合させて得られたポリイミ
ドであることを特徴とする請求項３２に記載のリチウム二次電池用負極の製造方法。
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【請求項３４】
　前記バインダーがフッ素原子を含むバインダーであることを特徴とする請求項１９～３
１のいずれか１項に記載のリチウム二次電池用負極の製造方法。
【請求項３５】
　前記バインダーがポリフッ化ビニリデンまたはポリテトラフルオロエチレンであること
を特徴とする請求項３４に記載のリチウム二次電池用負極の製造方法。
【請求項３６】
　前記活物質粒子の平均粒径が１０μｍ以下であることを特徴とする請求項１９～３５の
いずれか１項に記載のリチウム二次電池用負極の製造方法。
【請求項３７】
　前記活物質粒子がケイ素粉末であることを特徴とする請求項１９～３６のいずれか１項
に記載のリチウム二次電池用負極の製造方法。
【請求項３８】
　請求項１～１８のいずれか１項に記載の負極または請求項１９～３７のいずれか１項に
記載の方法により製造された負極と、正極活物質を含む正極と、非水電解質とからなるこ
とを特徴とするリチウム二次電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、リチウム二次電池用電極及びその製造方法並びにリチウム二次電池に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
リチウム二次電池の負極にリチウム金属を用いると、高い充放電容量を得ることができる
が、充電の際にリチウム金属が負極上にデンドライト状に析出するため、内部短絡等を発
生し易いという問題を有している。
【０００３】
このような問題を生じず、かつ高い充放電容量を期待することができるものとして、Ｓｉ
、Ｓｎ、Ａｌなどのリチウムと合金化する金属を負極活物質として用いることが考えられ
る。しかしながら、このような合金化する金属を活物質として用いると、高容量を期待す
ることはできるが、充放電の繰り返しにより、その体積が大きく変化するため、活物質が
微粉化し、集電体から剥離するという問題がある。
【０００４】
特開平１１－３３９７７７号公報では、活物質としてケイ素粉末を含有するスラリーを集
電体上に塗布した後、非酸化性雰囲気下でこれを焼成することにより、集電体と活物質の
間の接触抵抗を低減することが提案されている。
【０００５】
また、特公平１１－２９４８２０５号では、リチウム二次電池の負極として、ケイ素また
はケイ素とカーボンの複合物を導電性金属基材上に塗布し、非酸化性雰囲気下で焼結した
ものを用いることが提案されている。
【０００６】
また、特開平２０００－１２０８９号公報では、ケイ化銅またはケイ素と導電性カーボン
または導電性金属との複合体を導電性金属箔と焼結したものを用いることが提案されてい
る。また、特開２０００－１２０８８号公報では、平均粗さ０．０３μｍ以上の集電体上
に活物質を結着剤により付着させたものを用いることが提案されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記の従来の方法によっても、十分に良好な充放電サイクル特性を得るこ
とができず、実用的なリチウム二次電池用負極とすることができないという問題があった
。
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【０００８】
本発明の目的は、高い充放電容量を得ることができ、かつ充放電特性に優れたリチウム二
次電池用電極及びその製造方法並びにこれを用いたリチウム二次電池に関するものである
。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１の局面に従うリチウム二次電池用負極は、表面粗さＲａが０．２μｍ以上で
ある導電性金属箔を集電体とし、ケイ素及び／またはケイ素合金を含む活物質粒子と導電
性金属粉末の混合物の層を集電体の表面上で非酸化性雰囲気下に焼結して得られることを
特徴としている。
【００１０】
本発明の第２の局面に従うリチウム二次電池用負極は、表面粗さＲａが０．２μｍ以上で
ある導電性金属箔を集電体とし、ケイ素及び／またはケイ素合金を含む活物質粒子の層を
集電体の表面上で非酸化性雰囲気下に焼結して得られることを特徴としている。
【００１１】
本発明の第３の局面に従うリチウム二次電池用負極の製造方法は、表面粗さＲａが０．２
μｍ以上である導電性金属箔の表面上に、ケイ素及び／またはケイ素合金を含む活物質粒
子と導電性金属粉末の混合物の層を形成する工程と、該混合物の層を導電性金属箔の表面
上に配置した状態で非酸化性雰囲気下で焼結する工程とを備えることを特徴としている。
【００１２】
本発明の第４の局面に従うリチウム二次電池用負極の製造方法は、表面粗さＲａが０．２
μｍ以上である導電性金属箔の表面上に、ケイ素及び／またはケイ素合金を含む活物質粒
子の層を形成する工程と、該活物質粒子の層を導電性金属箔の表面上に配置した状態で非
酸化性雰囲気下で焼結する工程とを備えることを特徴としている。
【００１３】
本発明の第５の局面に従うリチウム二次電池用電極は、リチウムと合金化する材料からな
る活物質粒子の層が集電体上に設けられており、活物質粒子の層において活物質粒子が焼
結によって互いに結合されており、かつ活物質粒子中にリチウムと合金化しない成分が拡
散していることを特徴としている。
【００１４】
本発明のリチウム二次電池は、上記本発明の第１または第２の局面の負極、本発明の第３
または第４の局面の方法から製造された負極、または本発明の第５の局面の電極からなる
負極と、正極活物質を含む正極と、非水電解質とからなることを特徴としている。
【００１５】
以下、本発明の第１～第５の局面において共通する事項については、「本発明」として説
明する。
本発明においては、表面粗さＲａが０．２μｍ以上である導電性金属箔を集電体として用
いることが好ましい。この表面粗さＲａの値は、焼結する前の値である。このような表面
粗さＲａを有する導電性金属箔を集電体として用いることにより、活物質粒子と導電性金
属粉末の混合物と金属箔表面との接触面積が大きくなるため、非酸化性雰囲気下での焼結
が効果的に起こり、活物質粒子と導電性金属粉末と集電体との密着性が大きく向上する。
このため、充放電反応においてリチウムを吸蔵・放出する際に生じる活物質の大きな体積
膨張及び収縮と、微粉化による活物質の集電体からの剥離が抑制される。また、導電性金
属粉末を混合せずに、活物質粒子のみを用いた場合にも、集電体との接触面積を大きくす
ることができ、活物質粒子と集電体との密着性を高めることができる。
【００１６】
導電性金属箔の表面粗さＲａの上限は、特に限定されるものではないが、後述するように
、導電性金属箔の厚みが１０～１００μｍの範囲にあることが好ましいので、実質的には
表面粗さＲａの上限は１０μｍ以下である。
【００１７】
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また、表面粗さＲａと局部山頂の平均間隔Ｓは、１００Ｒａ≧Ｓの関係を有することが好
ましい。表面粗さＲａ及び局部山頂の平均間隔Ｓは、日本工業規格（ＪＩＳ　Ｂ　０６０
１－１９９４）に定められており、例えば、表面粗さ計により測定することができる。
【００１８】
また、本発明において、導電性金属粉末を活物質粒子に混合した状態で焼結した場合、活
物質粒子の周囲に導電性金属粉末による強固な導電性のネットワークが形成される。この
ため、微粉化が生じても集電性が保たれ、接触抵抗が大きくなるのを抑制することができ
る。
【００１９】
本発明において集電体として用いる導電性金属箔としては、例えば銅、ニッケル、鉄、チ
タン、コバルト等の金属またはこれらの組み合わせからなる合金のものを挙げることがで
きる。特に、活物質粒子中に拡散し易い金属元素を含有するものが好ましい。このような
観点からは、銅箔または銅合金箔であることが好ましい。銅元素は、熱処理により活物質
粒子中に拡散し易く、焼結における活物質粒子との結合性の向上を期待することができる
。表面粗さＲａが０．２μｍ以上である銅箔としては、例えば、電解銅箔及び電解銅合金
箔が挙げられる。電解銅箔及び電解銅合金箔は、銅箔の表面に電解法により、銅または銅
合金を析出させたものである。また、表面に電解法による銅または銅合金を形成したその
他の金属箔であってもよい。このようなものとして、ニッケル箔の表面に電解法により銅
または銅合金を析出させたものを挙げることができる。
【００２０】
また、本発明において、活物質粒子と混合する導電性金属粉末としては、上記導電性金属
箔と同様の材質のものを好ましく用いることができる。具体的には、銅、ニッケル、鉄、
チタン、コバルト等の金属またはこれらの組み合わせからなる合金または混合物である。
特に、導電性金属粉末としては銅粉末が好ましく用いられる。活物質粒子と導電性金属粉
末の混合物を集電体の表面上で焼結することにより、導電性金属箔及び／または導電性金
属粉末中の金属成分が活物質粒子中に拡散し、活物質粒子の周辺にこの金属成分が偏在し
た状態になると考えられる。金属成分として、銅などのような、リチウムと合金化しない
金属成分を用いることにより、この金属成分が偏在した箇所において充放電反応時の体積
の膨張収縮が抑制されるため、集電体からの活物質の剥離及び集電体材料の微粉化が抑制
され、充放電サイクル特性に優れたものとすることができる。
【００２１】
本発明において用いる活物質粒子として、ケイ素及び／またはケイ素合金の粉末が挙げら
れる。ケイ素合金としては、ケイ素と他の１種以上の元素との固溶体、ケイ素と他の１種
以上の元素との金属間化合物、ケイ素と他の１種以上の元素との共晶合金などが挙げられ
る。合金の作製方法としては、アーク溶解法、液体急冷法、メカニカルアロイング法、ス
パッタリング法、化学気相成長法、焼成法などが挙げられる。特に、液体急冷法としては
、単ロール急冷法、双ロール急冷法、及びガスアトマイズ法、水アトマイズ法、ディスク
アトマイズ法などの各種アトマイズ法が挙げられる。
【００２２】
また、本発明において用いる活物質粒子としては、ケイ素及び／またはケイ素合金の粒子
表面を金属等で被覆したものを用いてもよい。被覆方法としては、無電解めっき法、電解
めっき法、化学還元法、蒸着法、スパッタリング法、化学気相成長法などが挙げられる。
粒子表面を被覆する金属としては、導電性金属箔や導電性金属粉末と同じ金属であること
が好ましい。導電性金属箔及び導電性金属粉末と同じ金属を、被覆することにより、焼結
の際の集電体及び導電性金属粉末との結合性が大きく向上し、さらに優れた充放電サイク
ル特性を得ることができる。
【００２３】
本発明において用いる活物質粒子として、リチウムと合金化する材料からなる粒子を用い
てもよい。リチウムを合金化する材料としては、上記のケイ素及びケイ素合金の他に、ゲ
ルマニウム、錫、鉛、亜鉛、マグネシウム、ナトリウム、アルミニウム、ガリウム、イン
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ジウム及びこれらの合金などが挙げられる。
【００２４】
本発明において用いる活物質粒子の平均粒径は、特に限定されないが、効果的な焼結を生
じるためには、１００μｍ以下であることが好ましく、さらに好ましくは５０μｍ以下、
最も好ましくは１０μｍ以下である。活物質粒子の平均粒径が小さいほど、良好なサイク
ル特性が得られる傾向にある。また、本発明において用いる導電性金属粉末の平均粒径も
、特に限定されるものではないが、１００μｍ以下であることが好ましく、さらに好まし
くは５０μｍ以下であり、さらに好ましくは１０μｍ以下である。
【００２５】
本発明において導電性金属粉末の混合割合は、重量比で活物質粒子１に対して、０．０５
～５０の範囲内であることが好ましい。導電性金属粉末の混合割合が少な過ぎると、良好
な充放電サイクル特性が得られない場合があり、多過ぎると、活物質粒子の混合割合が相
対的に少なくなるので、充放電容量が小さくなる。
【００２６】
しかしながら、活物質粒子の平均粒径が小さい場合には、導電性金属粉末が混合されてい
なくとも、すなわち活物質粒子のみでも良好な充放電サイクル特性が得られる場合がある
。
【００２７】
本発明において、導電性金属箔の厚みは特に限定されるものではないが、１０μｍ～１０
０μｍの範囲であることが好ましい。また、導電性金属箔上の活物質粒子と導電性金属粉
末の混合物の層または活物質粒子の層からなる焼結体の厚みは、特に限定されるものでは
ないが、１０００μｍ以下が好ましく、さらに好ましくは１０μｍ～１００μｍである。
【００２８】
本発明における非酸化性雰囲気下での焼結は、例えば、窒素雰囲気下またはアルゴンなど
の不活性ガス雰囲気下で行う。水素雰囲気などの還元性雰囲気下で行ってもよい。焼結す
る際の熱処理の温度は、導電性金属箔、導電性金属粉末及び活物質粒子の融点以下の温度
であることが好ましい。例えば、導電性金属箔及び導電性金属粉末として銅を用いた場合
には、融点である１０８３℃以下であることが好ましく、さらに好ましくは２００～５０
０℃であり、さらに好ましくは３００～４５０℃である。焼結する方法として、放電プラ
ズマ焼結法やホットプレス法を用いてもよい。
【００２９】
活物質粒子として、ケイ素及び／またはケイ素合金を含む粉末を用い、活物質粒子中に銅
元素を拡散させる場合、焼結する際の熱処理の温度を高くすると、多量の銅元素が活物質
粒子中に拡散し、ケイ素と銅の金属間化合物であるケイ化銅が形成される場合がある。ケ
イ化銅が形成されると、充放電サイクル特性が悪くなる傾向にあるので、Ｘ線回折でケイ
化銅の析出が検出されないような条件で焼結することが好ましい。
【００３０】
以上のような観点から、上記温度範囲で焼結することが好ましい。
また、本発明においては、活物質粒子と導電性金属粉末とバインダーを含むスラリー、ま
たは活物質粒子及びバインダーを含むスラリーを塗布して、集電体である導電性金属箔の
上に、混合物の層または活物質粒子の層を形成することができる。バインダーは、焼結の
ための熱処理後も完全に分解せずに残存していることが好ましい。熱処理後もバインダー
が分解せずに残存していることにより、焼結による活物質粒子と集電体との間の密着性の
向上及び活物質粒子間の密着性の向上に加え、バインダーによる結着力も加わり、密着性
をさらに高めることができる。従って、活物質粒子の微粉化及び活物質粒子の集電体から
の剥離が抑制され、さらに良好な充放電サイクル特性を得ることができる。
【００３１】
本発明におけるバインダーとしては、ポリイミドが好ましく用いられる。ポリイミドは、
例えばポリアミド酸を熱処理することによって得ることできる。この熱処理によりポリア
ミド酸が脱水縮合して、ポリイミドが生成する。本発明においては、ポリイミドのイミド
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化率が８０％以上のものが好ましい。ポリイミドのイミド化率が８０％未満であると、活
物質粒子及び集電体との密着性が良好でなくなる場合がある。ここで、イミド化率とは、
ポリイミド前駆体に対する生成したポリイミドのモル％である。イミド化率８０以上のも
のは、例えば、ポリアミド酸のＮＭＰ（Ｎ－メチルピロリドン）溶液を１００℃～４００
℃の温度で１時間以上熱処理することにより得ることができる。例えば、３５０℃で熱処
理する場合、熱処理時間が約１時間でイミド化率が約８０％となり、約３時間でイミド化
率は約１００％となる。本発明では、焼結のための熱処理後もバインダーは完全に分解せ
ずに残存しているものであることが好ましいので、バインダーとしてポリイミドを用いる
場合には、ポリイミドが完全に分解しない６００℃以下の温度で焼結することが好ましい
。
【００３２】
また、バインダーとして、フッ素原子を含むバインダーも好ましく用いることができる。
フッ素原子を含むバインダーとしては、ポリフッ化ビニリデン及びポリテトラフルオロエ
チレンが特に好ましい。ポリフッ化ビニリデンまたはポリテトラフルオロエチレンをバイ
ンダーとして用い、バインダーが完全に分解しないような温度で焼結のための熱処理を行
なうことにより、さらに良好な充放電サイクル特性を得ることができる。
【００３３】
以上のような観点から、焼結の際の熱処理温度は、上述のように、２００～５００℃が好
ましく、さらに好ましくは３００～４５０℃である。
また、本発明においては、集電体としての導電性金属箔の上に、活物質粒子と導電性金属
粉末の混合物の層または活物質粒子の層を形成した後、焼結する前に、これらの層を導電
性金属箔とともに圧延することが好ましい。このような圧延により、混合物の層または活
物質粒子の層における充填密度を高めることができ、粒子間の密着性及び粒子と集電体と
の密着性を高めることができるので、良好な充放電サイクル特性を得ることができる。
【００３４】
また、本発明においては、導電性金属箔の表面の凹部に活物質粒子及び／またはバインダ
ーが入り込んでいることが好ましい。導電性金属箔表面の凹部に活物質粒子及び／または
バインダーが入り込むことにより、混合物の層または活物質粒子の層と集電体との密着性
をさらに高めることができる。
【００３５】
本発明のリチウム二次電池は、上記本発明の負極もしくは上記本発明の電極からなる負極
または上記本発明の製造方法により製造された負極と、正極活物質を含む正極と、非水電
解質とからなることを特徴としている。
【００３６】
本発明のリチウム二次電池に用いる電解質の溶媒は、特に限定されるものではないが、エ
チレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ブチレンカーボネートなどの環状カーボ
ネートと、ジメチルカーボネート、メチルエチルカーボネート、ジエチルカーボネートな
どの鎖状カーボネートとの混合溶媒が例示される。また、前記環状カーボネートと１，２
－ジメトキシエタン、１，２－ジエトキシエタンなどのエーテル系溶媒との混合溶媒も例
示される。また、電解質の溶質としては、ＬｉＰＦ6 、ＬｉＢＦ4 、ＬｉＣＦ3 ＳＯ3 、
ＬｉＮ（ＣＦ3 ＳＯ2)2 、ＬｉＮ（Ｃ2 Ｆ5 ＳＯ2)2 、ＬｉＮ（ＣＦ3 ＳＯ2)( Ｃ4 Ｆ9 
ＳＯ2)、ＬｉＣ（ＣＦ3 ＳＯ2)3 、ＬｉＣ（Ｃ2 Ｆ5 ＳＯ2)3 など及びそれらの混合物が
例示される。さらに電解質として、ポリエチレンオキシド、ポリアクリロニトリルなどの
ポリマー電解質に電解液を含浸したゲル状ポリマー電解質や、ＬｉＩ、Ｌｉ3 Ｎなどの無
機固体電解質が例示される。本発明のリチウム二次電池の電解質は、イオン導電性を発現
させる溶媒としてのリチウム化合物とこれを溶解・保持する溶媒が電池の充電時や放電時
あるいは保存時の電圧で分解しない限り、制約なく用いることができる。
【００３７】
本発明のリチウム二次電池の正極活物質としては、ＬｉＣｏＯ2 、ＬｉＮｉＯ2 、ＬｉＭ
ｎ2 Ｏ4 、ＬｉＭｎＯ2 、ＬｉＣｏ0.5 Ｎｉ0.5 Ｏ2 、ＬｉＮｉ0.7 Ｃｏ0.2 Ｍｎ0.1 Ｏ
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2 などのリチウム含有遷移金属酸化物や、ＭｎＯ2 などのリチウムを含有していない金属
酸化物が例示される。また、この他にも、リチウムを電気化学的に挿入・脱離する物質で
あれば、制限なく用いることができる。
【００３８】
図２は、本発明のリチウム二次電池用負極の一例を示す模式的断面図である。導電性金属
箔１１の上には、活物質粒子１２と導電性金属粉末１３が設けられており、これらは焼結
されている。活物質粒子１２には、導電性金属箔１１からの金属成分が拡散した領域１２
ａ及び導電性金属粉末１３からの金属成分が拡散した領域１２ｂが形成されている。導電
性金属箔１１から拡散する金属成分、及び導電性金属粉末１３から拡散する金属成分が、
リチウムと合金化しない金属成分である場合、これらの拡散領域１２ａ及び１２ｂにおい
ては、活物質粒子１２がリチウムを吸蔵する際に生じる体積の膨張が小さくなる。従って
、活物質粒子１２の導電性金属箔１１からの剥離や、導電性金属粉末１３からの剥離が抑
制され、さらに活物質粒子１２自身の微粉化も抑制されるので、充放電サイクル特性を向
上させることができると考えられる。
【００３９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を実施例に基づいてさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に何ら
限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲において適宜変更して実施すること
が可能なものである。
【００４０】
（実験１）
〔負極の作製〕
導電性金属粉末としての平均粒径１０μｍのフレーク状銅粉末と、活物質粒子としての平
均粒径５０μｍのケイ素粉末とを、重量比で４：１（＝１：０．２５）となるように秤量
し、乳鉢で乾式混合した。この混合物９０重量部を、結着剤としてのポリフッ化ビニリデ
ン１０重量部を含む８重量％のＮ－メチルピロリドン溶液に混合し、負極合剤スラリーと
した。
【００４１】
この負極合剤スラリーを、集電体である表面粗さＲａが０．５μｍである電解銅箔（厚み
１５μｍ）の片面に塗布し、乾燥した後これを圧延した。得られたものを、直径２０ｍｍ
の円板状に切り抜き、これをアルゴン雰囲気下で７００℃１０時間熱処理し、焼結して負
極とした。焼結体の厚み（集電体は含まない）は５０μｍであった。
【００４２】
〔正極の作製〕
出発原料として、Ｌｉ2 ＣＯ3 及びＣｏＣＯ3 を用いて、Ｌｉ：Ｃｏの原子比が１：１と
なるように秤量して乳鉢で混合し、これを直径１７ｍｍの金型でプレスし、加圧成形した
後、空気中において、８００℃２４時間焼成し、ＬｉＣｏＯ2 の焼成体を得た。これを乳
鉢で粉砕し、平均粒径２０μｍに調製した。
【００４３】
得られたＬｉＣｏＯ2 粉末９０重量部と、導電剤として人口黒鉛粉末５重量部を、結着剤
としてのポリフッ化ビニリデン５重量部を含む５重量％のＮ－メチルピロリドン溶液に混
合し、正極合剤スラリーとした。
この正極合剤スラリーを、集電体であるアルミニウム箔の上に塗布し、乾燥した後圧延し
た。得られたものを直径２０ｍｍの円板状に切り抜き、正極とした。
【００４４】
〔電解液の作製〕
電解液として、エチレンカーボネートとジエチレンカーボネートとの等体積混合溶媒に、
ＬｉＰＦ6 を１モル／リットル溶解したものを作製した。
【００４５】
〔電池の作製〕
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上記の正極、負極、及び電解液を用いて、扁平型のリチウム二次電池Ａ１を作製した。
【００４６】
図１は、作製したリチウム二次電池の断面模式図であり、正極１、負極２、セパレーター
３、正極缶４、負極缶５、正極集電体６、負極集電体７及びポリプロピレン製の絶縁パッ
キング８などからなる。
【００４７】
正極１及び負極２は、セパレーター３を介して対向している。これらは正極缶４及び負極
缶５が形成する電池ケース内に収納されている。正極１は、正極集電体６を介して正極缶
４に接続され、負極２は負極集電体７を介して負極缶５に接続され、二次電池としての充
電及び放電が可能な構造となっている。
【００４８】
（実験２）
ケイ素と、ニッケルまたは銅を原子比で９：１となるように混合し、単ロール急冷法によ
り、Ｓｉ9 Ｎｉ合金及びＳｉ9 Ｃｕ合金を作製した。これらの合金を乳鉢で平均粒径５０
μｍとなるように粉砕した。実験１において、ケイ素粉末の代わりに、これらの合金粉末
を用いる以外は、実験１と同様にして電池Ａ２及びＡ３を作製した。電池Ａ２はＳｉ9 Ｎ
ｉ合金を用いたものであり、電池Ａ３はＳｉ9 Ｃｕ合金を用いたものである。
【００４９】
（実験３）
平均粒径５０μｍのケイ素粉末の表面を、無電解めっき法によりニッケルで被覆した。得
られたものについて原子吸光法（ＩＣＰ）で確認したところ、ニッケルによるケイ素粉末
の被覆量は、全体に対して０．５重量％であった。
実験１において、ケイ素粉末の代わりに、このニッケルを被覆したケイ素粉末を用いる以
外は、実験１と同様にして電池Ａ４を作製した。
【００５０】
（実験４）
ニッケル箔及びステンレス箔の表面に電解法により、銅を析出させ、銅被覆ニッケル箔（
厚み１５μｍ）及び銅被覆ステンレス箔（厚み１５μｍ）を作製した。これらの表面粗さ
Ｒａは、いずれも０．５μｍであった。
【００５１】
実験１において、電解銅箔の代わりに、これらの銅被覆ニッケル箔及び銅被覆ステンレス
箔を用いる以外は、実験１と同様にして、電池Ａ５及びＡ６を作製した。電池Ａ５は銅被
覆ニッケル箔を用いたものであり、電池Ａ６は銅被覆ステンレス箔を用いたものである。
【００５２】
また、表面粗さＲａが０．５μｍである電解ニッケル箔及び電解鉄箔を、実験１において
電解銅箔の代わりに用いる以外は、実験１と同様にして電池Ａ７及びＡ８を作製した。電
池Ａ７は電解ニッケル箔を用いたものであり、電池Ａ８は電解鉄箔を用いたものである。
【００５３】
（実験５）
実験１において、フレーク状銅粉末の代わりに、平均粒径１０μｍのフレーク状ニッケル
粉末または平均粒径１０μｍのフレーク状鉄粉末を用いる以外は、実験１と同様にして電
池Ａ９及びＡ１０を作製した。電池Ａ９はフレーク状ニッケル粉末を用いたものであり、
電池Ａ１０はフレーク状鉄粉末を用いたものである。
【００５４】
また、実験１で用いたフレーク状銅粉末と、平均粒径１０μｍのフレーク状ニッケル粉末
を等重量で混合したものを作製し、これを実験１においてフレーク状銅粉末の代わりに用
いる以外は、実験１と同様にして電池Ａ１１を作製した。
【００５５】
（実験６）
実験１において、表面粗さＲａが０．５μｍである電解銅箔の代わりに、表面粗さＲａが
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０．２μｍである電解銅箔を用いて、電池Ａ１２を作製した。
また、実験１において、表面粗さＲａが０．５μｍである電解銅箔の代わりに、表面粗さ
Ｒａが０．１μｍである圧延銅箔を用いて、電池Ｂ１を作製した。
【００５６】
〔充放電サイクル特性の評価〕
上記の電池Ａ１～Ａ１２及びＢ１について、充放電サイクル特性を評価した。各電池を、
２５℃において、電流値１ｍＡで４．２Ｖまで充電した後、電流値１ｍＡで２．７Ｖまで
放電し、これを１サイクルの充放電とした。１サイクル目の放電容量の８０％に達するま
でのサイクル数を測定し、サイクル寿命とした。結果を表１に示す。なお、各電池のサイ
クル寿命は、電池Ａ１のサイクル寿命を１００とした指数である。
【００５７】
【表１】

【００５８】
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表１から明らかなように、表面粗さＲａが０．２μｍ以上である金属箔を用いた電池Ａ１
～Ａ１２は、表面粗さＲａが０．１μｍである金属箔を用いた電池Ｂ１に比べ、サイクル
寿命が長いことがわかる。これは、表面粗さＲａが０．２μｍ以上の金属箔を用いること
により、活物質粒子と導電性金属粉末及び導電性金属箔との焼結が効果的に生じ、活物質
粒子の集電体に対する密着性が多く向上したためと考えられる。
【００５９】
（実験７）
ここでは、サイクル特性に与える焼結の影響について検討した。
実験１において、負極合剤スラリーを電解銅箔に塗布し、乾燥して圧延した後、熱処理を
行わなかった負極を作製し、これを用いて電池Ｂ２を作製した。この電池について、上記
と同様にサイクル特性を評価した。なお、サイクル寿命は電池Ａ１のサイクル寿命を１０
０とした指数である。表２には、電池Ａ１のサイクル寿命も併せて示す。
【００６０】
【表２】

【００６１】
表２から明らかなように、熱処理を行った電池Ａ１の方が、熱処理を行わなかった電池Ｂ
２に比べ、遥かに優れたサイクル特性を示している。これは、熱処理を行うことにより、
活物質粒子と導電性金属粉末及び導電性金属箔の密着性が向上するとともに、導電性金属
箔及び導電性金属粉末からの金属成分が活物質粒子中に拡散し、この拡散領域のネットワ
ークが形成され、集電性が向上したことによるものと考えられる。
【００６２】
（実験８）
ここでは、導電性金属粉末の混合量とサイクル特性との関係を検討した。
実験１において、フレーク状銅粉末の混合量を、重量比で、ケイ素粉末１に対して、１（
銅粉末量５０重量％）、０．５（銅粉末量３３．３重量％）、０．１２５（銅粉末量１１
．１重量％）、及び０（銅粉末量０重量％）となるように変化させた以外は、実験１と同
様にして、電池Ａ１３、電池Ａ１４、電池Ａ１５、及び電池Ａ１６を作製した。
【００６３】
これらの電池について、上記と同様にサイクル特性を評価した。結果を表３に示す。なお
、各電池のサイクル寿命は、電池Ａ１のサイクル寿命を１００とした指数である。
【００６４】
【表３】
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表３から明らかなように、フレーク状銅粉末を混合した電池Ａ１及びＡ１３～Ａ１５は、
フレーク状銅粉末を混合していない電池Ａ１６に比べ、遥かに良好なサイクル寿命を示し
ていることがわかる。これは、銅粉末を混合することにより、活物質粒子であるケイ素粉
末の密着性が向上し、さらにはケイ素粉末の周りに銅粉末による強固な導電性のネットワ
ークが形成されるため、集電性が向上したものと考えられる。
【００６６】
（実験９）
ここでは、熱処理温度、ケイ素粉末の平均粒径、及び導電性金属粉末の平均粒径とサイク
ル寿命との関係を検討した。
【００６７】
実験１において、熱処理条件、ケイ素粉末の平均粒径、及び導電性金属粉末の平均粒径及
び種類を、表４に示すように変更した以外は、実験１と同様にして、電池Ａ１７～Ａ２４
を作製した。これらの電池について、実験１と同様にしてサイクル特性を評価した。結果
を表４に示す。なお、各電池のサイクル寿命は、電池Ａ１のサイクル寿命を１００とした
指数である。
【００６８】
【表４】
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【００６９】
表４から明らかなように、熱処理温度を２００℃～５００℃の範囲とすることにより、サ
イクル特性が著しく向上することがわかる。熱処理温度としては、４００℃程度が特に好
ましいことがわかる。また、電池Ａ１と電池Ａ１８及び電池Ａ１７と電池Ａ２０との比較
から明らかなように、ケイ素粉末の平均粒径を５０μｍから３μｍに小さくすることによ
り、著しくサイクル特性が向上している。
【００７０】
図３は、電池Ａ１８及び電池Ａ２０の負極のＸ線回折プロファイルを示す図である。図３
から明らかなように、熱処理を４００℃で行った電池Ａ２０の電極では、ケイ化銅のピー
クは認められていないが、７００℃で熱処理を行った電池Ａ１８の電極では、ケイ化銅の
ピークが認められる。従って、７００℃の温度で熱処理することにより、ケイ素粉末に過
剰の銅元素が拡散しケイ化銅が析出しているものと思われる。従って、より良好なサイク
ル特性を得るためには、ケイ化銅が生じないような熱処理条件で焼結することが好ましい
ことがわかる。
【００７１】
図４及び図５は、電池Ａ２０に用いた負極の断面を示す走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真
である。図４の倍率は１０００倍であり、図５の倍率は５０００倍である。なお、観察に
用いたサンプルは、樹脂で包埋し、スライスしたものである。
【００７２】
図４及び図５から明らかなように、ケイ素粉末及び導電性粉末が密に充填した状態で、電
解銅箔の表面に接触していることがわかる。
また、電解銅箔表面の凹部にケイ素粉末及びバインダーが密に入り込んでいることがわか
る。
【００７３】
また、バインダーとして用いたポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）を、４００℃及び７０
０℃で熱処理し、熱処理後の赤外線吸収スペクトル（ＩＲスペクトル）を観察した。４０
０℃で熱処理したものにおいては、ＰＶｄＦ及びその分解生成物のピークが検出されたが
、７００℃で熱処理したものにおいては、ＰＶｄＦのピークは完全に消失していた。従っ
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て、熱処理を４００℃で行った電極を用いた電池において優れたサイクル特性が得られた
原因として、焼結によるケイ素粒子間及びケイ素粒子と銅箔間の密着性の向上に加え、残
存したバインダーによる結着力が働いていることにより、ケイ素粒子間及びケイ素粒子と
銅箔間の密着性がさらに高まっていることが考えられる。
【００７４】
（実験１０）
ここでは、バインダーの種類とサイクル寿命との関係を検討した。
実験１において、バインダーとしてポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）を用い、ケイ素粉末
として平均粒径３μｍのものを用い、熱処理温度を４００℃１０時間とする以外は、実験
１と同様にして、電池Ａ２５を作製した。この電池を用いてサイクル特性の評価を同様に
して行い、その結果を表５に示した。表５には、電池Ａ１及び電池Ａ２１の結果も併せて
示す。なお、各電池のサイクル寿命は、電池Ａ１のサイクル寿命を１００とした指数であ
る。
【００７５】
【表５】

【００７６】
表５から明らかなように、バインダーとしてフッ素原子を含むＰＶｄＦを用いることによ
り、サイクル特性が良好になることがわかる。
なお、バインダーとしてＰＶｄＦを用い、４００℃で熱処理した電池Ａ２１の電極におい
て、活物質であるケイ素粉末の表面に、ケイ素のフッ化物が存在することが、電子分光分
析（ＸＰＳ）により確かめられている。
【００７７】
（実験１１）
ここでは、導電性金属粉末の種類とサイクル寿命との関係を検討した。
実験１において、ケイ素粉末として平均粒径３μｍのものを用い、導電性金属粉末として
表６に示すものを用い、熱処理温度を４００℃、３０時間としたこと以外は実験１と同様
にして電池Ａ２６～Ａ３２を作製した。また、導電性金属粉末の代わりにケッチェンブラ
ックを用いて電池Ｂ３を作製した。これらの電池を用いて同様に、サイクル特性の評価を
行なった。その結果を表６に示す。なお、サイクル寿命は電池Ａ１のサイクル寿命を１０
０とした指数である。表６には、電池Ａ１９及び電池Ａ２４の結果も併せて示す。
【００７８】
【表６】
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表６から明らかなように、いずれの導電性金属粉末を用いた電極においても、優れたサイ
クル特性を示すことがわかる。これは、導電性金属粉末によりケイ素粉末の周りに導電性
のネットワークが形成され、高い集電性が得られているためと考えられる。しかし、導電
性金属粉末の代わりにケッチェンブラックを用いた場合では、サイクル寿命が短くなって
いることがわかる。これは、ケッチェンブラックの密度が小さく、かさ高いため、他の電
池と同重量分のバインダー量では、粒子間の結着力を得るには不十分な量であったためと
考えられる。
【００８０】
（実験１２）
ここでは、電極作製工程における圧延の有無とサイクル寿命との関係を検討した。
【００８１】
実験１において、電解銅箔の表面上に負極材料のスラリーを塗布した後、圧延しなかった
こと以外は、実験１と同様にして、電池Ａ３３を作製した。この電池を用いて同様に、サ
イクル特性の評価を行った。評価結果を表７に示した。表７に示すサイクル寿命は、電池
Ａ１のサイクル寿命を１００とした指数である。
【００８２】
【表７】
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【００８３】
表７から明らかなように、電極作製工程において圧延を行うことにより、サイクル特性が
良好になっていることがわかる。これは、圧延を行うことにより、活物質粒子がさらに密
に充填され、活物質粒子間の接触が良好になるとともに、活物質粒子と導電性金属粉末及
び集電体との接触面積が増大し、効果的に焼結が行われるとともに、集電特性が高められ
たためと考えられる。
【００８４】
（実験１３）
ここでは、導電性金属粉末であるフレーク状銅粉末を混合せずに、ケイ素粉末のみを用い
て電極を作製した。表８に示す銅箔及び平均粒径のケイ素粉末を用い、表８に示す熱処理
条件とする以外は、実験１と同様にして、電池Ｃ１～Ｃ３及びＢ４を作製した。これらの
電池を用いて、サイクル特性を評価した。その結果を表８に示す。なお、各電池のサイク
ル寿命は、電池Ａ１のサイクル寿命を１００とした指数である。
【００８５】
【表８】

【００８６】
表８から明らかなように、平均粒径の小さなケイ素粉末を用い、熱処理温度を４００℃と
することにより、サイクル特性を飛躍的に向上できることがわかる。これは、小さな平均
粒径のケイ素粉末を用いることにより、焼結が効果的に生じ、ケイ素粒子間及びケイ素粒
子と銅箔間の密着性が向上したためと考えられる。
【００８７】
また、電池Ｃ１と電池Ｂ４との比較から明らかなように、表面粗さＲａが０．２μｍ以上
の金属箔を用いることにより、サイクル特性が良好になることがわかる。
【００８８】
図６は、電池Ｃ１及び電池Ｃ３の負極のＸ線回折プロファイルを示す図である。図６から
明らかなように、４００℃で熱処理した電池Ｃ１の電極ではケイ化銅のピークは認められ
ないが、７００℃で熱処理した電池Ｃ３の電極ではケイ化銅のピークが認められている。
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従って、導電性金属粉末を混合せずにケイ素粉末のみを用いた場合においても、Ｘ線回折
でケイ化銅の析出が検出されないような熱処理温度で焼結することが好ましいことがわか
る。
【００８９】
（実験１４）
ここでは、導電性金属粉末であるフレーク状銅粉末を混合せずに、ケイ素粉末のみを用い
た電極におけるバインダーの種類とサイクル寿命の関係について検討した。実験１におい
て、平均粒径３μｍのケイ素粉末を用い、フレーク状銅粉末を混合せず、熱処理条件及び
バインダーを表９に示すものとしたこと以外は実験１と同様にして電池Ｄ１～Ｄ５を作製
した。なお、バインダーとしてポリイミドを用いる場合は、ケイ素粉末９０重量部を、ポ
リアミド酸１０重量部を含む１８重量％のＮ－メチルピロリドン溶液に混合したものを負
極合剤スラリーとし、塗布後、熱処理し、電極の作製を行なった。電極における４００℃
での熱処理後のポリイミドのイミド化率は１００％であった。また、バインダーとして、
スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）及びポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）を用い
る場合は、増粘剤としてのカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）１重量部を含む３重量
％の水溶液と、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）１０重量部を含む４８重量％の水性分
散液またはポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）１０重量部を含む６０重量％の水性
分散液との混合物にケイ素粉末９０重量部を混合したものを負極合剤スラリーとして用い
、電極の作製を行なった。また、バインダーとしてポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）を用
いる場合は、ケイ素粉末９０重量部を、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）１０重量部を含
む８重量％のＮ－メチルピロリドン溶液に混合したものを負極合剤スラリーとして用い、
電極の作製を行った。
【００９０】
これらの電極を用いて実験１と同様にして電池Ｄ１～Ｄ５を作製し、サイクル特性の評価
を行なった。その結果を表９に示す。なお、各電池のサイクル寿命は、電池Ａ１のサイク
ル寿命を１００とした指数である。
【００９１】
バインダーの熱分解開始温度は、バインダーの熱重量測定において、重量が減少し始めた
温度とした。
【００９２】
【表９】

【００９３】
表９からわかるように、分解開始温度の高いバインダーを用いた方が優れたサイクル特性
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を示すことがわかる。これは、熱処理後もバインダーが完全に分解せずに残存しているこ
とにより、焼結による活物質と集電体間及び活物質粒子間の密着性の向上に加え、バイン
ダーによる結着力も加わり、さらに密着性の高い電極が得られたためと考えられる。
【００９４】
（実験１５）
ここでは、導電性金属粉末であるフレーク状銅粉末を混合せずに、ケイ素粉末のみを用い
た電極におけるケイ素粉末粒径とサイクル寿命の関係について検討した。実験１４でのバ
インダーとしてポリイミドを用いた場合において、熱処理条件及びケイ素粉末の平均粒径
を表１０に示すものとしたこと以外は実験１と同様にして電池Ｄ６～Ｄ１０を作製した。
これらの電池を用いて実験１と同様に、サイクル特性の評価を行なった。その結果を表１
０に示す。各電池のサイクル寿命は、電池Ａ１のサイクル寿命を１００とした指数である
。なお、表１０には電池Ａ１及び電池Ｃ２の結果も併せて示す。
【００９５】
【表１０】

【００９６】
表１０から明らかなように、平均粒径１０μｍ以下のケイ素粉末を用いた方が優れたサイ
クル特性を示していることがわかる。
【００９７】
（実験１６）
ここでは、導電性金属粉末であるフレーク状銅粉末を混合せずに、ケイ素粉末のみを用い
た電極におけるバインダー量とサイクル特性の関係について検討した。実験１において、
平均粒径３μｍのケイ素粉末を用いフレーク状銅粉末を混合せず、熱処理条件及びバイン
ダーを表１１に示すものとしたこと以外は実験１と同様にして電池Ｄ１１～Ｄ１６を作製
した。なお、バインダーとして、ポリイミドを用いた場合は、実験１４でのバインダーと
してポリイミドを用いた場合と同様にして電極を作製した。これらの電池を用いて実験１
と同様に、サイクル特性の評価を行なった。その結果を表１１に示す。各電池のサイクル
寿命は、電池Ａ１のサイクル寿命を１００とした指数である。なお、電池Ａ１、Ｄ１及び
Ｄ２の結果も併せて表１１に示す。
【００９８】
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【表１１】

【００９９】
表１１から明らかなように、バインダー量が５．３重量％以上、好ましくは１０重量％以
上のものが優れたサイクル特性を示していることがわかる。これは、Ｌｉ吸蔵放出時の活
物質粒子の大きな体積変化の際にも活物質粒子と集電体間及び活物質粒子間の密着性を保
つのに、充分な量のバインダーが存在するためと考えられる。
【０１００】
【発明の効果】
本発明によれば、充放電サイクル特性に優れたリチウム二次電池用負極及びリチウム二次
電池とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に従う実施例において作製したリチウム二次電池を示す模式的断面図。
【図２】本発明に従う一例のリチウム二次電池用負極を示す模式的断面図。
【図３】実施例において作製した電池Ａ１８及びＡ２０の負極のＸ線回折プロファイルを
示す図。
【図４】実施例において作製した電池Ａ２０の負極の断面の走査型電子顕微鏡写真を示す
図（倍率１０００倍）。
【図５】実施例において作製した電池Ａ２０の負極の断面の走査型電子顕微鏡写真を示す
図（倍率５０００倍）。
【図６】実施例において作製した電池Ｃ１及びＣ３の負極のＸ線回折プロファイルを示す
図。
【符号の説明】
１…正極
２…負極
３…セパレーター
４…正極缶
５…負極缶
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６…正極集電体
７…負極集電体
８…絶縁パッキング
１１…導電性金属箔
１２…活物質粒子
１２ａ，１２ｂ…拡散領域
１３…導電性金属粉末

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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