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(57)【要約】
【課題】リチウム二次電池用電極において、充放電反応
における抵抗を増大させることなく、負極の集電体上へ
のリチウムの析出を抑制する。
【解決手段】表面に複数の凸部１２を有する集電体１１
と、複数の凸部１２上に間隔を空けて支持された複数の
活物質体１４と、複数の活物質体１４のうち隣接する活
物質体の間に配置され、集電体１１の材料よりも比抵抗
の高い抵抗層９０とを備え、集電体１１は主成分として
金属を含んでおり、抵抗層９０は、上記金属の酸化物を
含んでいる。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に複数の凸部を有する集電体と、
　前記複数の凸部上に間隔を空けて支持された複数の活物質体と、
　前記複数の活物質体のうち隣接する活物質体の間に配置され、前記集電体の材料よりも
比抵抗の高い抵抗層と
を備え、
　前記集電体は主成分として金属を含んでおり、前記抵抗層は前記金属の酸化物を含んで
いるリチウムイオン二次電池用電極。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウム二次電池用電極およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナルコンピュータ、携帯電話などのポータブル機器の開発に伴い、その電
源としての電池の需要が増大している。上記のような用途に用いられる電池には、高いエ
ネルギー密度が要求される。このような要求に対して、リチウム二次電池が注目され、そ
の正極および負極のそれぞれにおいて、従来よりも高容量の活物質の開発が行われている
。なかでも、非常に大きな容量が得られる活物質として、ケイ素（Ｓｉ）もしくは錫（Ｓ
ｎ）の単体、酸化物または合金が有望視されている。
【０００３】
　しかし、これらの活物質を用いてリチウム二次電池用の電極を構成すると、充放電の繰
り返しに伴って電極の変形が生じるという問題がある。上記のような活物質は、リチウム
イオンと反応する際に大きな体積変化を生じるため、充放電の際、活物質に対するリチウ
ムイオンの挿入および脱離の反応によって活物質が大きく膨張・収縮する。そのため、充
放電を繰り返すと、電極に大きな応力が発生して歪みが生じ、しわや切れ等を引き起こす
おそれがある。また、電極に歪みが生じて変形すると、電極とセパレータとの間に空間が
生じて、充放電反応が不均一になり、電池の特性を局部的に低下させるおそれがある。従
って、上記の活物質を用いて、十分な充放電サイクル特性を有するリチウム二次電池を得
ることは困難であった。
【０００４】
　これらの課題を解決するため、特許文献１では、斜方蒸着により複数の柱状の活物質体
からなる活物質層を形成することが提案されている。これにより、隣接する活物質体の間
に空隙を設けることができるので、活物質の膨張による応力を緩和できる。
【０００５】
　また、特許文献２には、集電体上に凹凸パターンを設けておき、斜方蒸着により凹凸パ
ターンの各凸部上に活物質体を形成することが提案されている。これにより、隣接する活
物質体間により確実に空隙を形成できるので、活物質の膨張による応力をより効果的に緩
和できる。従って、膨張応力に起因する電極の変形を抑制できる。
【０００６】
　ここで、斜め蒸着によって複数の活物質体が形成される理由を説明する。表面に凹凸を
有する集電体に対して蒸着材料を斜めから入射させると、集電体表面の各凸部は、蒸着材
料の照射されない影となる領域を形成する。このため、斜め蒸着を行うと、蒸着材料は集
電体の各凸部上に堆積しやすく、各凸部上に活物質体が柱状に成長する。活物質体が成長
すると、活物質体自体も集電体に影を形成するので、集電体表面には、凸部および柱状に
成長していく活物質体の影となり、蒸着材料が堆積しない領域が形成される（シャドウイ
ング効果）。この結果、複数の活物質体が間隔を空けて配置された構造を有する活物質層
を得ることができる。なお、活物質体の間隔は、蒸着方向および集電体の表面凹凸の大き
さなどによって調整できる。
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【０００７】
　また、特許文献１および特許文献２に記載された電極の製造方法では、反応性蒸着によ
り、ケイ素酸化物（ＳｉＯｘ、０＜ｘ＜２）からなる活物質体を形成している。なお、一
般に、ケイ素を含む活物質では、その酸素比率（上記ｘ）が低いほど、高い充放電容量が
得られるが、充電による体積膨脹率が大きくなる。充放電サイクル特性の低下を抑制する
ためには、ケイ素単体ではなく、ケイ素酸化物を用いることが好ましいからである。この
ため、ケイ素酸化物の酸素比率ｘは、充放電サイクル特性と充放電特性とのバランスを考
慮して、適宜選択される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】国際公開第２００７－０１５４１９号パンフレット
【特許文献２】国際公開第２００７－０９４３１１号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述したように、斜方蒸着を用いれば、シャドウイング効果を利用して集電体の各凸部
上に選択的に活物質（例えばケイ素酸化物）を成長させることができるので、凸部上に柱
状の活物質体を形成することできる。
【００１０】
　しかしながら、斜方蒸着を用いた場合でも、集電体の表面のうち凸部が形成されていな
い部分（凹部）に、一部の活物質が堆積する可能性がある。この理由については後述する
。凹部上に堆積する活物質の量が多くなると、活物質体間に十分な空隙を確保できなくな
るおそれがある。また、凹部上に堆積された活物質の膨張応力によって、集電体にしわや
切れが生じやすくなるおそれもある。さらに、集電体の変形（伸び）によって活物質が剥
離しやすくなる。この結果、充放電サイクル特性が低下する可能性がある。
【００１１】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、充放電容量を確保しつ
つ、隣接する活物質体の間に十分な空隙を確保することによって充放電サイクル特性を高
めることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明のリチウムイオン二次電池用電極の製造方法は、（Ａ）表面に複数の凸部を有す
る集電体を用意する工程と、（Ｂ）前記集電体の表面の法線に対して傾斜した方向から、
蒸発させた原料を入射させることにより、前記複数の凸部上に、対応する複数の柱状体を
形成する工程と、（Ｃ）前記複数の柱状体を酸化させることにより、前記原料の酸化物を
含む複数の活物質体を形成する工程とを包含する。
【００１３】
　ある好ましい実施形態において、前記工程（Ｃ）は、前記複数の柱状体が形成された集
電体に対して、酸化雰囲気中で加熱処理を行う工程を含む。
【００１４】
　ある好ましい実施形態において、前記集電体は主成分として金属を含み、前記工程（Ｂ
）は、前記複数の柱状体のうち隣接する柱状体の間において、前記集電体の表面の一部が
露出するように、前記蒸発させた蒸着原料を前記集電体の表面に堆積させる工程であり、
前記工程（Ｃ）は、前記集電体の前記露出した表面を酸化させることにより、前記集電体
の材料よりも比抵抗の高い抵抗層を形成する工程を含む。
【００１５】
　前記工程（Ｂ）は、圧力が０．１Ｐａ以下のチャンバー内で行われることが好ましい。
【００１６】
　前記原料はケイ素を含み、前記活物質体はケイ素酸化物を含むことが好ましい。
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【００１７】
　前記活物質体のケイ素量に対する酸素量のモル比ｘの平均値は０．５より大きく、かつ
、１．５未満であってもよい。
【００１８】
　ある好ましい実施形態において、前記集電体は銅を含み、前記抵抗層は銅を含む酸化物
からなる。
【００１９】
　前記加熱処理の温度は１００℃以上６００℃以下であってもよい。
【００２０】
　本発明のリチウムイオン二次電池用電極の他の製造方法は、（ａ）主成分として金属を
含む集電体の表面に複数の柱状体を間隔を空けて形成し、前記複数の柱状体の前記間隔に
おいて前記集電体の表面の一部を露出させる工程と、（ｂ）前記複数の柱状体が形成され
た集電体に対して、酸化雰囲気中で加熱処理を行うことにより、前記複数の柱状体を酸化
させて複数の活物質体を形成するとともに、前記集電体の前記露出した表面を酸化させて
前記集電体の材料よりも比抵抗の高い抵抗層を形成する工程とを包含する。
【００２１】
　本発明のリチウムイオン二次電池用電極のさらに他の製造方法は、（Ａ）表面に複数の
凸部を有する集電体を用意する工程と、（ａ１）前記集電体の表面の法線に対して傾斜し
た方向から、蒸発させた原料を入射させることにより、各凸部上に第１柱状部分を形成す
る工程と、（ａ２）前記第１柱状部分を酸化させることにより、前記原料の酸化物を含む
第１部分を形成する工程と、（ｂ１）前記集電体の表面の法線に対して傾斜した方向から
、蒸発させた原料を入射させることにより、前記第１部分上に第２柱状部分を形成する工
程と、（ｂ２）前記第２柱状部分を酸化させることにより、前記原料の酸化物を含む第２
部分を形成する工程とを包含し、これによって、前記各凸部上に、前記第１および第２部
分を含む活物質体を形成する。
【００２２】
　本発明のリチウム二次電池用電極は、上記の何れかの方法により製造される。
【００２３】
　本発明の他のリチウムイオン二次電池用電極は、表面に複数の凸部を有する集電体と、
前記複数の凸部上に間隔を空けて支持された複数の活物質体と、前記複数の活物質体のう
ち隣接する活物質体の間に配置され、前記集電体の材料よりも比抵抗の高い抵抗層とを備
え、前記集電体は主成分として金属を含んでおり、前記抵抗層は前記金属の酸化物を含ん
でいる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の電極の製造方法によると、蒸着によってケイ素を含む柱状体を形成した後、柱
状態を酸化させることによって、所望の酸素比率ｘ（ケイ素量に対する酸素量のモル比）
を有する活物質体を形成する。従って、蒸着時に酸素ガスをチャンバ内に供給することに
よって、所望の酸素比率を有するケイ素酸化物を形成する必要がない。このため、真空度
の高いチャンバ内で蒸着を行うことが可能となり、蒸発させた原料粒子の集電体表面にお
ける堆積位置の指向性を高めることできる。この結果、集電体表面のうち凸部が形成され
ていない部分（凹部）上に堆積する活物質の量を低減できる。よって、活物質体の間に十
分な空隙を確保でき、活物質の膨張応力に起因する充放電サイクル特性の低下を抑制でき
る。また、集電体の変形（伸び）による活物質の剥離を抑制できる。さらに、酸化工程に
よって活物質体の酸素比率ｘを制御することにより、充放電容量を確保しつつ、充放電サ
イクル特性を高めることができる。
【００２５】
　上記酸化工程において、柱状体を酸化させるとともに、集電体表面のうち活物質が堆積
されなかった部分（露出部分）を酸化させて抵抗層を形成することが好ましい。これによ
り、充電時に、集電体表面にリチウムが析出することを抑制できるので、リチウム二次電
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池の安全性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】（ａ）～（ｃ）は、本発明による第１の実施形態の電極の製造方法を示す模式的
な断面図である。
【図２】（ａ）は、従来の蒸着工程を説明するための模式的な拡大断面図であり、（ｂ）
は、第１の実施形態における蒸着工程を説明するための模式的な拡大断面図である。
【図３】蒸着工程における蒸発させた原料粒子の入射角度θの好適な範囲を説明するため
の模式的な断面図である。
【図４】加熱温度と、柱状体が形成された集電体の重量増加率との関係を示すグラフであ
る。
【図５】反応性蒸着によって形成されたケイ素酸化物のＸＰＳを示す図である。
【図６】第１の実施形態における活物質体の他の例を示す模式的な断面図である。
【図７】第１の実施形態における活物質体のさらに他の例を示す模式的な断面図である。
【図８】（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、本実施形態における集電体１１の凸部１２を
例示する模式的な平面図およびＩＸ－ＩＸ’断面図である。
【図９】第１の実施形態の電極を負極として用いたコイン型のリチウムイオン二次電池を
例示する模式的な断面図である。
【図１０】（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、実施例および比較例－１で使用する真空蒸
着装置の模式的な断面図であり、互いに直交する面に沿った断面を示している。
【図１１】（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、電極１および電極Ａの断面ＳＥＭ像を示す
図である。
【図１２】（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、電極２および電極Ｂの側面図である。
【図１３】（ａ）～（ｅ）は、本発明による第２の実施形態の電極の製造方法を示す模式
的な断面図である。
【図１４】（ａ）～（ｄ）は、本発明による第２の実施形態の電極の製造方法の他の例を
示す模式的な断面図である。
【図１５】（ａ）および（ｂ）は、本発明による第３の実施形態の電極の製造方法を示す
模式的な断面図である。
【図１６】（ａ）および（ｂ）は、本発明による第３の実施形態の電極の製造方法の他の
例を示す模式的な断面図である。
【図１７】（ａ）および（ｂ）は、本発明による第３の実施形態の電極の製造方法のさら
に他の例を示す模式的な断面図である。
【図１８】本発明による第３の実施形態の電極の他の例を示す模式的な断面図である。
【図１９】（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、本発明による第３の実施形態の電極のさら
に他の例を示す模式的な斜視図および断面図である。
【図２０】電極７および電極Ｄの活物質層を形成するために使用した蒸着装置の模式的な
断面図である。
【図２１】（ａ）および（ｂ）は、電極３～６の構造を説明するための平面図および断面
図である。
【図２２】（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、参考の実施形態のリチウム二次電池用負極
の一部を示す模式的な断面図である。
【図２３】参考の実施形態の他のリチウム二次電池用負極の一部を示す模式的な断面図で
ある。
【図２４】参考の実施形態のリチウムイオン二次電池の模式的な断面図である。
【図２５】参考の実施形態のリチウムイオン二次電池における極板群を示す模式的な断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　（第１の実施形態）
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　以下、図面を参照しながら、本発明によるリチウムイオン二次電池用電極（以下、単に
「電極」と呼ぶ。）の第１の実施形態を説明する。本実施形態の電極は、リチウムイオン
二次電池の負極および正極のいずれにも適用できるが、好ましくはリチウムイオン二次電
池用の負極として用いられる。
【００２８】
　図１（ａ）～（ｃ）は、本実施形態の電極の製造方法の一例を説明するための断面工程
図である。ここでは、集電体の表面に、複数の活物質体を有する活物質層を形成する方法
を例に説明する。
【００２９】
　まず、図１（ａ）に示すように、表面に複数の凸部１２を有する集電体１１を作製する
。複数の凸部１２は、集電体１１の表面に互いに間隔を空けて規則的に配列されているこ
とが好ましい。この集電体１１の表面に、斜方蒸着によりケイ素を含む原料を堆積させる
。本実施形態では、蒸発源としてケイ素を用い、蒸発させたケイ素粒子を、集電体表面の
法線Ｄに対して角度（入射角度）θだけ傾斜させた方向（蒸着方向）Ｅから入射させる。
【００３０】
　本実施形態では、真空チャンバ内で蒸着を行う。このとき、チャンバー内に酸素ガスを
導入しないので、反応性蒸着を行う場合よりも真空度の高いチャンバー内（チャンバー内
の圧力：例えば０．１Ｐａ以下、より好ましくは０．０１Ｐａ以下）で蒸着を行うことが
できる。
【００３１】
　図１（ａ）に示す蒸着工程では、上述したシャドウイング効果により、集電体１１の表
面のうち各凸部１２の影となる部分にはケイ素粒子が堆積しにくい。このため、ケイ素粒
子は凸部１２上に選択的に堆積する。この結果、図１（ｂ）に示すように、各凸部１２上
にケイ素を含む原料が柱状に堆積する。本明細書では、蒸着によって得られた柱状の堆積
物１４を「柱状体」と称する。また、複数の柱状体１４を含む膜１６を「蒸着層」と称す
る。柱状体１４は、集電体表面の法線Ｄに対して傾斜した方向（成長方向）Ｓに沿って成
長する。なお、成長方向Ｓの集電体１１の法線Ｄに対する傾斜角（成長角度）αと上記入
射角度θとは、経験的に２ｔａｎα＝ｔａｎθの関係を満たすことが知られている。従っ
て、入射角度θを制御することにより、柱状体１４の成長方向Ｓを制御することができる
。
【００３２】
　また、本実施形態では、チャンバ内に酸素ガスを導入しないで蒸着を行うため、比較的
酸素比率の低い柱状体１４が形成される。柱状体１４のケイ素量に対する酸素量のモル比
（以下、「酸素比率」と略す。）ｘは例えば０．２以下になる。
【００３３】
　この後、図１（ｃ）に示すように、柱状体１４が形成された集電体１１に対して、酸化
雰囲気で加熱処理を行う。酸化雰囲気は、酸素、オゾンなどの酸化ガス雰囲気であること
が好ましい。加熱処理温度は例えば３００℃、加熱時間は１時間とする。これにより、柱
状体１４が酸化されて、ケイ素酸化物（ＳｉＯｘ、０＜ｘ＜２）を含む活物質体１８とな
る。本明細書では、酸化された後の柱状の構造体１８を「活物質体」と称して、酸化され
る前の柱状体１４（図１（ｂ））と区別する。また、活物質体１８を含む膜２０を「活物
質層」と称して、酸化される前の蒸着層１６（図１（ｂ））と区別する。
【００３４】
　このようにして、複数の活物質体１８を含む活物質層２０を得る。隣接する活物質体１
８の間には、活物質の膨張応力を緩和するための空隙が形成されている。なお、充電時に
は各活物質体１８が膨張するので、隣接する活物質体同士が接触する場合もある。
【００３５】
　活物質体１８におけるケイ素量に対する酸素量のモル比（酸素比率）ｘの平均値は、０
．５よりも大きく、１．５未満であることが好ましい。活物質がケイ素酸化物などの酸化
物である場合、その酸素比率が低いほどリチウム吸蔵能力が高くなるので、充電時の体積
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膨張率が高くなる。逆に、酸素比率が高くなるにつれて、リチウム吸蔵能力が低下して、
充電時の体積膨張率も低くなる。従って、活物質体の酸素比率ｘを０．５より大きくする
ことにより、充放電反応により生じる活物質の膨張・収縮を抑制できる。これにより、膨
張収縮に伴う集電体への応力（膨張応力）を緩和できるので、膨張応力に起因する電極の
変形や活物質層の剥離を抑えることが可能になる。この結果、充放電サイクル特性の低下
を抑えることができる。一方、酸素比率ｘが大きくなりすぎると、活物質の体積膨張率を
抑制することができるが、充放電容量が減少する。このため、酸素比率ｘを１．５未満に
抑えることにより、充放電容量を確保することができる。このように、酸素比率ｘが０．
５より大きく１．５未満であれば、電極の高容量化と高信頼性とを両立させることができ
る。
【００３６】
　なお、本明細書では、「ケイ素量に対する酸素量のモル比（酸素比率）ｘの平均値」は
、活物質体１８に補填または吸蔵されたリチウムを除いた組成である。また、活物質体１
８は、上記の酸素比率を有するケイ素酸化物を含んでいればよく、Ｆｅ、Ａｌ、Ｃａ、Ｍ
ｎ、Ｔｉなどの不純物を含んでいてもよい。
【００３７】
　本実施形態の方法によると、蒸着工程によって活物質構造（柱状体の形状）を形成し、
その後の酸化工程によって活物質体１８の組成を制御することが可能になる。従って、蒸
着工程では活物質体１８の組成を考慮して酸素ガスをチャンバ内に供給する必要がない。
このため、チャンバ内のガス圧力をより低下させた状態で蒸着を行うことができるので、
柱状体の形状に対する制御性を向上できる。この結果、高い充放電容量を確保しつつ、活
物質構造に起因する充放電サイクル特性の低下を抑制することが可能になる。
【００３８】
　以下、本実施形態における蒸着工程および酸化工程によるメリットおよび好適な条件に
ついて、説明する。
【００３９】
＜蒸着工程＞
　まず、図２を参照しながら、本実施形態の方法によると、従来よりも柱状体の形状制御
性を向上できる理由を説明する。
【００４０】
　従来、ケイ素酸化物を含む活物質層を斜方蒸着によって形成するためには、反応性蒸着
を行う必要があった（例えば特許文献２）。図２（ａ）は、従来の蒸着工程を説明するた
めの図であり、単一の活物質体を示す模式的な断面拡大図である。図示するように、従来
は、ケイ素を蒸発源２２として用い、集電体１１の表面近傍に酸素ガスを供給しながら、
蒸発源２２から蒸発させたケイ素粒子を集電体１１の表面に入射させる。これにより、ケ
イ素粒子と酸素ガスとが集電体１１の表面で反応して、集電体１１の凸部１２上にケイ素
酸化物が成長する（反応性蒸着）。このようにして、ケイ素酸化物からなる活物質体２４
が形成される。
【００４１】
　このように、従来は、所定の組成を有するケイ素酸化物（ＳｉＯｘ、例えば０．５＜ｘ
≦１．５）を蒸着によって形成しようとすると、チャンバ内に酸素ガスを導入しながら蒸
着を行う必要があった。しかしながら、この方法によると、集電体１１の表面近傍に酸素
ガスが存在することによって、チャンバ内の真空度が低下（チャンバー内のガス圧力が増
加）する。チャンバ内のガス圧力は、酸素ガスの流量にもよるが、例えば０．１Ｐａより
も高くなる。本出願人による国際公開第２００７－０６３７６５号パンフレットでは、チ
ャンバ内の圧力を０．００５Ｐａに設定した後、酸素ガスを７０ｓｃｃｍの流量でチャン
バ内に導入することによってケイ素酸化物を蒸着している。この文献には、蒸着時のチャ
ンバ内の圧力が０．１３Ｐａであることが記載されている。このような真空度の低いチャ
ンバ内では、ケイ素粒子の平均自由工程が小さくなる。すなわち、蒸発源から蒸発したケ
イ素粒子が集電体１１の表面に到達するまでに、酸素分子などの他の粒子と衝突する回数



(8) JP 2010-92878 A 2010.4.22

10

20

30

40

50

が多くなる。ケイ素粒子の進行方向は、他の粒子との衝突によって様々な方向に変化する
。この結果、ケイ素粒子は、蒸発源と集電体表面との配置によって定まる方向（蒸着方向
）Ｅとは異なる方向から集電体表面に到達し、そこに堆積する。従って、集電体表面にお
けるケイ素粒子の堆積位置の指向性が低下する。
【００４２】
　ケイ素粒子の指向性が低下すると、集電体１１の表面のうち凸部１２の影となる領域上
にもケイ素酸化物が堆積しやすくなる。また、活物質体２４は、上述した式２ｔａｎα＝
ｔａｎθで定まる成長方向からずれた方向に成長する。この結果、入射角度θなどの蒸着
条件によって活物質体２４の形状を十分に制御できなくなる。具体的には、上記式によっ
て決まる方向とは異なる様々な方向に沿って活物質が成長しやすくなり、活物質体２４の
幅（太さ）が増大する。
【００４３】
　このように、従来の方法では、集電体１１の凸部１２が形成されていない領域（凹部）
１３上にもケイ素酸化物が堆積し、かつ、活物質体２４の幅も増大するおそれがある。こ
のため、隣接する活物質体２４の間に十分な空隙を形成できない可能性がある。また、凹
部１３上に堆積するケイ素酸化物の量が多くなると、活物質の膨張・収縮によって、活物
質の剥離が生じやすくなる。
【００４４】
　これに対し、本実施形態では、蒸着時にチャンバ内に酸素ガスを導入する必要がない。
あるいは、酸素ガス導入量を抑制することができる。蒸着によって得られる柱状体の酸素
比率ｘが低くても、その後の酸化工程において、柱状体の酸化度を高めることができるか
らである。
【００４５】
　図２（ｂ）は、本実施形態における蒸着工程を説明するための図であり、単一の活物質
体を示す模式的な断面拡大図である。本実施形態では、チャンバ内に酸素ガスを導入しな
いため、チャンバ内の真空度を従来よりも高めることができる。従って、蒸発源２２から
蒸発したケイ素粒子の平均自由工程が大きくなり、集電体１１の表面における堆積位置の
指向性を高めることができる。このため、図示するように、集電体１１の凹部１３上に堆
積するケイ素粒子の量を、従来よりも大幅に減少させることができる。また、柱状体１４
の成長方向は、上記式によって決まる方向から大きく外れない。よって、柱状体１４の幅
（太さ）を従来よりも低減できる。なお、この蒸着工程後に酸化工程を行うが、酸化工程
後に得られる活物質体１８の形状は柱状体１４の形状と略同じである。
【００４６】
　原料粒子の指向性は、チャンバ内の真空度、蒸着温度、集電体と蒸発源との距離などに
よっても変わるので一概には言えないが、チャンバ内の真空度が例えば０．１Ｐａ以下、
より好ましくは０．０１Ｐａ以下であることが好ましい。特に、酸素ガスをチャンバ内に
導入しないで蒸着を行う場合には、チャンバ内の圧力を例えば０．００１Ｐａ以下まで低
くすることができる。これにより、上記効果をより確実に得ることができる。
【００４７】
　本実施形態では、集電体１１の凸部１２が形成されていない領域（凹部）１３に蒸発源
から蒸発させた原料粒子（ここではケイ素粒子）が入射しないように、蒸着方向Ｅの傾斜
角度（入射角度）θを設定することが好ましい。
【００４８】
　図３は、本実施形態における入射角度θの好適な範囲を説明するための模式的な断面図
である。なお、以下の説明では、蒸発源から蒸発した原料粒子が他の粒子と衝突すること
なく集電体１１の表面に到達すると仮定する。
【００４９】
　図示するように、入射角度θ、電体１１の凸部１２の高さＨ、隣接する凸部１２の間隔
ｄが式：ｄ＝Ｈ×ｔａｎθを満足するときの蒸着方向を方向３０ｂ、このときの入射角度
を角度θｂとする。この蒸着方向３０ｂよりも集電体１１の法線Ｄに対する傾斜の小さい
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方向から蒸着を行うと（例えば蒸着方向３０ａ）、集電体１１の凹部１３に一部の原料粒
子が入射し、堆積する。一方、蒸着方向３０ｂよりも傾斜させた方向から蒸着を行うと（
例えば蒸着方向３０ｃ）、凹部１３の略全体が凸部１２の影となるので、シャドウイング
効果により凹部１３上には原料粒子が入射しない。従って、入射角度θは下記式を満足す
るように設定されることが好ましい。
　ｄ＜Ｈ×ｔａｎθ（ｄ：凸部の間隔、Ｈ：凸部の高さ、θ：入射角度）
なお、前述したように、入射角度θは、チャンバ内における蒸発源と集電体１１の表面と
の配置によって決まる角度である。
【００５０】
　このように入射角度θの好適な範囲は、凸部１２の間隔ｄおよび高さＨによって変わる
が、例えば５°以上、好ましくは１０°以上である。これにより、柱状体１４の間に十分
な空隙を確保しやすくなる。また、入射角度θは９０°未満であればよいが、９０°に近
づくほど柱状体１４を形成することが困難となるため、８０°未満であることが好ましい
。より好ましくは、２０°以上７５°以下である。
【００５１】
＜酸化工程＞
　本実施形態では、上記蒸着工程によって得られた柱状体１４を酸化させる。これにより
、柱状体１４と略同じ形状を有し、かつ、所望の酸素比率ｘを有する活物質体１８を形成
する。柱状体１４の酸化は、例えば酸化ガス雰囲気中で、柱状体１４が形成された集電体
１１を加熱することによって行うことができる。
【００５２】
　なお、例えば特開２００４－３１９４６９号公報には、活物質の膨張を抑えて、充放電
サイクル特性を向上させる目的で、活物質に対して加熱処理を行って活物質表面に薄い表
面層（例えば酸化ケイ素層）を形成することを開示している。これに対し、本実施形態は
、活物質の組成（酸素比率）を制御するために加熱処理を行うものであり、加熱処理の目
的が全く異なっている。また、上記公報では、比較的緻密な薄膜に対して熱処理を行うた
め、薄膜の表面に表面層が形成されるものの、薄膜内部の酸化度を高めることは困難であ
る。これに対し、本実施形態では、集電体１１の凸部１２によるシャドウイング効果を利
用して、十分な空隙を有する蒸着層１６を形成している。このため、その後の酸化工程に
よって、蒸着層１６の表面のみでなく、蒸着層１６に含まれる各柱状体１４内部の活性面
まで酸化させることができる。この結果、柱状体１４の表面のみでなく、内部の酸素比率
も高めることができ、より均一な組成を有する活物質体１８が得られる。
【００５３】
　本実施形態では、以下に説明するように、例えば加熱温度、酸化ガス雰囲気における酸
化ガス分圧、加熱時間などの加熱処理条件を調整することにより、酸化後に得られる活物
質体１８の組成を制御できる。
【００５４】
　本発明者は、柱状体１４が形成された集電体サンプルを作製し、酸化ガス雰囲気（ここ
では大気）中で加熱して、サンプルの重量変化を調べた。結果を図４に示す。図４は、加
熱温度とサンプルの重量増加率との関係を示すグラフである。サンプルの重量が増加する
ほど、柱状体１４の酸化度が高くなったことを意味する。この結果では、加熱温度が高く
なるにつれて、柱状体１４における酸素比率が高くなっている。従って、加熱温度を制御
することにより、活物質体１８の酸素比率を制御できることがわかる。なお、１００℃以
下の温度では、サンプルの重量が僅かに減少しているが、これは吸着水が柱状体から脱離
したためであり、実際には酸化が進んでいると考えられる。
【００５５】
　加熱温度は、活物質体１８の高さ、活物質層２０全体に占める活物質体１８の体積率、
柱状体１４の組成などにもよるが、例えば１００℃以上であれは、柱状体１４の酸化度を
より確実に高めることができる。一方、集電体１１の耐熱性や製造プロセス上の観点から
、加熱温度は例えば６００℃以下であることが好ましい。より好ましくは２００℃以上６
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００℃以下である。
【００５６】
　図４に示すグラフでは、温度が４００℃のときに重量増加率が急激に高くなっている。
これは４００℃の温度でサンプルを１０分間保持していたからである。このことから、加
熱時間（柱状体１４を所定の温度で保持する時間）によって、酸素比率を制御できること
も確認できる。加熱時間は例えば６０秒以上であることが好ましい。これにより、柱状体
１４の表面のみでなく、柱状体１４内部の活性面も酸化させ、より均一な組成を有する活
物質体１８を得ることができる。一方、加熱時間が長くなりすぎると、生産性が低下する
ため、２４時間以下であることが好ましい。
【００５７】
　酸化ガス雰囲気における酸化ガスの分圧は、特に限定しないが、例えば１００Ｐａ以上
であれば、柱状体１４をより確実に酸化できるので好ましい。酸化ガスとしては、酸素、
オゾンなどを用いることができる。
【００５８】
　本実施形態における活物質体１８に含まれるケイ素酸化物は、安定な４価のＳｉをより
多く含む点で、反応性蒸着によって得られるケイ素酸化物と異なっている。図５は、反応
性蒸着によって形成されたケイ素酸化物のＸＰＳである。ＸＰＳを用いると、Ｓｉの酸化
状態がわかる。図示するように、反応性蒸着によって得られたケイ素酸化物は、０価から
４価のＳｉ価数が混在しており、このうち４価のＳｉの占める割合は比較的低い。これに
対し、本実施形態のように蒸着後に酸化されることによって得られたケイ素酸化物では、
安定な４価のＳｉの占める割合が高くなる。従って、本実施形態におけるケイ素酸化物の
ＸＰＳでは、図５に示すＸＰＳよりも、４価のＳｉのピーク（結合エネルギー：１０３～
１０４ｅＶ程度）が増える。
【００５９】
　本実施形態における活物質体は、集電体１１の法線Ｄに対して傾斜した成長方向Ｓを有
していればよく、活物質体の形状は、図１（ｃ）に示す形状に限定されない。
【００６０】
　図６および図７は、本実施形態における他の活物質体を例示する模式的な断面図である
。図６および図７に示す活物質体は積層構造を有している。
【００６１】
　図６に示す例では、活物質体２６は、集電体１１の凸部１２上に積み重ねられた複数の
部分ｐ１～ｐ５を有している（積層数：５）。複数の部分ｐ１～ｐ５のそれぞれの成長方
向Ｇ１～Ｇ５は、集電体１１の法線方向に対して交互に反対方向に傾斜している。
【００６２】
　活物質体２６は、次のようにして形成される。まず、蒸着方向を切り換えながら複数回
（ここでは５回）の斜め蒸着を行うことによって、集電体１１の表面にジグザグ状の柱状
体を形成する。次いで、図１（ｃ）と同様の方法で、柱状体を酸化させることにより、図
示するような活物質体２６を得る。なお、ジグザグ状の柱状体を形成するための具体的な
蒸着条件は、例えば本出願人による国際公開第２００７／０８６４１１号パンフレットに
記載されている。
【００６３】
　図７に示す例では、活物質体２８は、２５個の部分ｐ１、ｐ２・・・が積み重ねられた
構造を有している（積層数：２５）。活物質体２８も、上記と同様に、まず、蒸着方向を
切り換えながら複数回の斜め蒸着を行って柱状体を形成し、次いで、柱状体を酸化させる
ことによって得られる。図７に示す例のように、積層数が多くなると（例えば２０層以上
）、ジグザグ形状を有さず、集電体１１の表面に直立した形状となる場合がある。
【００６４】
　また、図１（ａ）～（ｃ）では、ケイ素酸化物を含む活物質層２０の形成方法を説明し
たが、代わりに、リチウムを吸蔵・放出し得る他の酸化物（例えば錫酸化物）を含む活物
質層を形成してもよい。この場合には、斜方蒸着によって錫（Ｓｎ）を含む蒸着層を形成
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し、これを酸化することによって、錫酸化物を含む活物質層を形成することができる。
【００６５】
　本実施形態では、集電体１１の表面に凸部１２が配列されており、凸部１２の配置（間
隔、配列ピッチ）やサイズ（幅、高さなど）を適宜選択することによって、活物質体１８
の間の空隙の幅を制御することが可能である。
【００６６】
　以下、図面を参照しながら、本実施形態における凸部１２の好ましい配置やサイズを説
明する。
【００６７】
　図８（ａ）および図８（ｂ）は、それぞれ、本実施形態における集電体１１の凸部１２
を例示する模式的な平面図およびＩＸ－ＩＸ’断面図である。
【００６８】
　図示する例では、凸部１２は菱形の上面を有する柱状体であるが、凸部１２の形状はこ
れに限定されない。集電体１１の法線方向Ｄから見た凸部１２の正投影像は、正方形、長
方形、台形、菱形、平行四辺形、五角形およびホームプレート型などの多角形、円形、楕
円形などであってもよい。集電体１１の法線方向Ｄに平行な断面の形状は正方形、長方形
、多角形、半円形、およびこれらを組み合わせた形状であってもよい。また、集電体１１
の表面に対して垂直な断面における凸部１２の形状は、例えば多角形、半円形、弓形など
であってもよい。なお、集電体１１に形成された凹凸パターンの断面が曲線で構成された
形状を有する場合など、凸部１２と凸部以外の部分（「溝」、「凹部」などともいう）と
の境界が明確でないときには、凹凸パターンを有する表面全体の平均高さ以上の部分を「
凸部１２」とし、平均高さ未満の部分を「溝」または「凹部」とする。「凹部」は、図示
する例のように連続した単一の領域であってもよいし、凸部１２によって互いに分離され
た複数の領域であってもよい。さらに、本明細書における「隣接する凸部１２の間隔」と
は、集電体１１に平行な平面上において、隣接する凸部１２の間の距離であり、「溝の幅
」または「凹部の幅」を指すものとする。
【００６９】
　また、集電体１１の平面図（図８（ａ））において、複数の凸部１２の合計面積Ａ１の
、複数の凸部１２の合計面積Ａ１および凹部の合計面積Ａ２との和に占める割合が１０％
以上３０％以下であることが好ましい（０．１≦｛Ａ１／（Ａ１＋Ａ２）｝≦０．３）。
言い換えると、集電体１１の表面の法線方向から見て、集電体１１の表面の面積に対する
複数の凸部１２の合計面積Ａ１の割合が１０％以上３０％以下であることが好ましい。こ
こでいう「集電体１１の表面の面積」は、集電体１１の表面の法線方向から見て、集電体
１１の表面のうち活物質層２０が形成される領域の面積を意味し、活物質層２０が形成さ
れずに端子として用いる領域などは含まない。
【００７０】
　上記割合が１０％未満であれば、活物質体１８が凸部１２以外の領域にも形成される可
能性が高くなり、隣接する活物質体１８の間に十分な空間を確保できなくなる場合がある
。その結果、充電時の活物質体１８の膨張を十分に緩和できず、極板の変形を引き起こす
おそれがある。一方、上記割合が３０％を超えると、隣接する活物質体１８の間の空間が
不足し、活物質体１８の膨張を緩和するための十分な空間を確保できなくなるおそれがあ
る。これに対し、上述したように、上記割合を１０％以上３０％以下に制御することによ
り、シャドウイング効果を利用して隣接する活物質体１８の間に活物質体１８の膨張のた
めの空間をより確実に確保できる。
【００７１】
　凸部１２の高さＨは３μｍ以上であることが好ましく、より好ましくは４μｍ以上、さ
らに好ましくは５μｍ以上である。高さＨが３μｍ以上であれば、活物質体１２を斜め蒸
着で形成する際に、シャドウイング効果を利用して、凸部１２の上に活物質体１８を選択
的に配置できるので、活物質体１８の間に空隙を確保できる。一方、凸部１２の高さＨは
１５μｍ以下であることが好ましく、より好ましくは１２μｍ以下である。凸部１２が１
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５μｍ以下であれば、電極に占める集電体１１の体積割合を小さく抑えることができるの
で、高いエネルギー密度を得ることが可能になる。
【００７２】
　凸部１２は、所定の配列ピッチで規則的に配列されていることが好ましく、例えば千鳥
格子状、碁盤目状などのパターンで配列されていてもよい。凸部１２の配列ピッチ（隣接
する凸部１２の中心間の距離）は例えば１０μｍ以上１００μｍ以下である。ここで、「
凸部１２の中心」とは、凸部１２の上面における最大幅の中心点を指す。配列ピッチが１
０μｍ以上であれば、隣接する活物質体１８の間に、活物質体１８が膨張するための空間
をより確実に確保できる。好ましくは２０μｍ以上、より好ましくは３０μｍ以上である
。一方、配列ピッチＰが１００μｍ以下であれば、活物質体１８の高さを増大させること
なく、高い容量を確保できる。好ましくは８０μｍ以下、より好ましくは６０μｍ以下、
さらに好ましくは５０μｍ以下である。図示する例では、凸部１２は、３つの方向に沿っ
て配列されており、それぞれの方向における配列ピッチＰa、Ｐb、Ｐcは何れも上記範囲
内であることが好ましい。
【００７３】
　また、凸部１２の配列ピッチＰaに対する凸部１２の間隔ｄの割合は１／３以上２／３
以下であることが好ましい。同様に、凸部１２の配列ピッチＰb、Ｐcに対する凸部１２の
間隔ｅ、ｆの割合も１／３以上２／３以下であることが好ましい。これらの間隔ｄ、ｅ、
ｆの割合が１／３以上であれば、各凸部１２の上にそれぞれ活物質体１８を形成したとき
に、凸部１２の各配列方向における活物質体１８の空隙の幅をより確実に確保できるので
、十分な線空隙率が得られる。一方、間隔ｄ、ｅ、ｆの割合が２／３よりも大きくなると
、凸部１２の間の溝にも活物質が蒸着されてしまい、集電体１１にかかる膨張応力が増大
するおそれがある。
【００７４】
　凸部１２の上面における幅は２００μｍ以下であることが好ましく、より好ましくは５
０μｍ以下、さらに好ましくは２０μｍ以下である。これにより、シャドウイング効果を
利用して活物質体１８の間に十分な空隙を確保することが可能になるので、活物質の膨張
応力による電極１００の変形をより効果的に抑制できる。一方、凸部１２の上面の幅が小
さすぎると、活物質体１８と集電体１１との接触面積を十分に確保できない可能性がある
ので、凸部１２の上面の幅は１μｍ以上であることが好ましい。特に凸部１２が柱状の場
合、その上面の幅が小さいと（例えば２μｍ未満）、凸部１２が細くなり、充放電による
応力に起因して凸部１２が変形しやすくなる。従って、凸部１２の上面の幅は、より好ま
しくは２μｍ以上、さらに好ましくは１０μｍ以上であり、これにより、充放電による凸
部１２の変形をより確実に抑制できる。図示する例では、各配列方向に沿った凸部１２の
上面の幅ａ、ｂ、ｃが、何れも上記範囲内であることが好ましい。
【００７５】
　さらに、凸部１２が、集電体１１の表面に垂直な側面を有する柱状体である場合には、
隣接する凸部１２の間隔ｄ、ｅ、ｆは、それぞれ、凸部１２の幅ａ、ｂ、ｃの３０％以上
であることが好ましく、より好ましくは５０％以上である。これにより、活物質体１８の
間に十分な空隙を確保して膨張応力を大幅に緩和できる。一方、隣接する凸部１２の間の
距離が大きすぎると、容量を確保するために活物質層１４の厚さが増大してしまうため、
間隔ｄ、ｅ、ｆは、それぞれ凸部１２の幅ａ、ｂ、ｃの２５０％以下であることが好まし
く、より好ましくは２００％以下である。
【００７６】
　凸部１２の上面は平坦であってもよいが、凹凸を有することが好ましく、その表面粗さ
Ｒａは０．１μｍ以上であることが好ましい。ここでいう「表面粗さＲａ」とは、日本工
業規格（ＪＩＳＢ　０６０１―１９９４）に定められた「算術平均粗さＲａ」を指し、例
えば表面粗さ計などを用いて測定できる。凸部１２の上面の表面粗さＲａが０．１μｍ未
満であれば、例えば１つの凸部１２の上面に複数の活物質体１８が形成された場合に、各
活物質体１８の幅（柱径）が小さくなり、充放電時に破壊されやすくなる。より好ましく
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は０．３μｍ以上であり、これにより、凸部１２の上に柱状体１４が成長しやすく、その
結果、活物質体１８の間に十分な空隙を確実に形成できる。一方、表面粗さＲａが大きす
ぎると（例えば１００μｍ超）、集電体１１が厚くなり、高いエネルギー密度が得られな
くなるので、表面粗さＲａは例えば３０μｍ以下であることが好ましい。より好ましくは
１０μｍ以下、さらに好ましくは５．０μｍ以下である。特に、集電体１１の表面粗さＲ
ａが０．３μｍ以上５．０μｍ以下の範囲内であれば、集電体１１と活物質体１８との付
着力を十分に確保できるので、活物質体１８の剥離を防止できる。
【００７７】
　集電体１１の材料は、例えば圧延法、電解法などで作製された銅または銅合金であるこ
とが好ましく、より好ましくは、比較的強度の大きい銅合金である。本実施形態における
集電体１１は、特に限定しないが、例えば銅、銅合金、チタン、ニッケル、ステンレスな
どの金属箔の表面に、複数の凸部１２を含む規則的な凹凸パターンを形成することによっ
て得られる。金属箔としては、例えば圧延銅箔、圧延銅合金箔、電解銅箔、電解銅合金箔
などの金属箔が好適に用いられる。
【００７８】
　凹凸パターンが形成される前の金属箔の厚さは、特に限定されないが、例えば１μｍ以
上５０μｍ以下であることが好ましい。５０μｍ以下であれば、体積効率を確保でき、ま
た、１μｍ以上であれば、集電体１１の取り扱いが容易となるからである。金属箔の厚さ
は、より好ましくは６μｍ以上４０μｍ以下、さらに好ましくは８μｍ以上３３μｍ以下
である。
【００７９】
　凸部１２の形成方法としては、特に限定しないが、例えば金属箔に対してレジスト樹脂
等を利用したエッチングを行い、金属箔に所定のパターンの溝を形成し、溝が形成されて
いない部分を凸部１２としてもよい。また、金属箔上にレジストパターンを形成し、電着
、メッキ法によって、レジストパターンの溝部に凸部１２を形成することもできる。ある
いは、パターン彫刻により溝が形成された圧延ローラーを用いて、圧延ローラーの溝を金
属箔の表面に機械的に転写する方法を用いてもよい。
【００８０】
　活物質層２０の厚さは、活物質体１８の高さと等しく、集電体１１の凸部１２の上面か
ら活物質体１８の頂部までの、集電体１１の法線方向に沿った距離を指し、例えば０．０
１μｍ以上、好ましくは０．１μｍ以上である。これにより、十分なエネルギー密度を確
保できるので、ケイ素を含む活物質の高容量特性を活かすことができる。また、活物質層
２０の厚さが例えば３μｍ以上であれば、電極全体に占める活物質の体積割合がより大き
くなり、さらに高いエネルギー密度が得られる。より好ましくは５μｍ以上、さらに好ま
しくは８μｍ以上である。一方、活物質層２０の厚さは例えば１００μｍ以下、好ましく
は５０μｍ以下、より好ましくは４０μｍ以下である。これにより、活物質層２０による
膨張応力を抑えることができ、また、集電抵抗を低くできるのでハイレートの充放電に有
利である。また、活物質層２０の厚さが例えば３０μｍ以下、より好ましくは２５μｍ以
下であれば、膨張応力による集電体１１の変形をより効果的に抑制できる。さらに、酸化
工程によって、活物質層２０の厚さ方向に亘ってより均一に酸素比率ｘを高めることがで
きる。
【００８１】
　活物質体１８の太さ（幅）は、特に限定されないが、充電時の膨張によって活物質体１
８に割れが生じることを防止するためには、１００μｍ以下であることが好ましく、より
好ましくは５０μｍ以下である。また、活物質体１８が集電体１１から剥離することを防
止するためには、活物質体１８の幅は１μｍ以上であることが好ましい。活物質体１８の
太さは、例えば任意の２～１０個の活物質体１８における、集電体１１の表面に平行で、
かつ、活物質体１８の高さの１／２となる面に沿った断面の幅の平均値で求められる。上
記断面が略円形であれば、直径の平均値となる。
【００８２】
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　次に、本実施形態の電極を用いたリチウムイオン二次電池の構成を説明する。図９は、
本実施形態の電極を負極として用いたコイン型のリチウムイオン二次電池を例示する模式
的な断面図である。リチウムイオン二次電池５０は、負極４０と、正極３９と、負極４０
および正極３９の間に設けられた微多孔性フィルムなどからなるセパレータ３４とを備え
ている。正極３９は、正極集電体３２と、正極活物質を含む正極合剤層３３とを有してい
る。負極４０は、負極集電体３７と、ＳｉＯxを含む負極活物質層３６とを有している。
負極４０および正極３９は、セパレータ３４を介して、負極活物質層３６と正極合剤層３
３とが対向するように配置されている。セパレータ３４は正極３９の上に配置され、必要
に応じて電解質溶液を含んでいる。負極４０、正極３９およびセパレータ３４は、リチウ
ムイオン伝導性を有する電解質とともに、ガスケット３８を有する封口板３５によって、
ケース３１の内部に収納されている。また、図示しないが、ケース３１の内部には、ケー
ス３１における空間（ケース内高さの不足分）を埋めるためのステンレス製スペーサが配
置されている。ケース３１は、封口板３５の周縁部を、ガスケット３８を介してかしめる
ことにより密封されている。
【００８３】
　本発明は、負極の構成に特徴を有することから、リチウム二次電池においては、負極以
外の構成要素は特に限定されない。例えば、正極活物質層には、コバルト酸リチウム（Ｌ
ｉＣｏＯ2）、ニッケル酸リチウム（ＬｉＮｉＯ2）、マンガン酸リチウム（ＬｉＭｎ2Ｏ4

）などのリチウム含有遷移金属酸化物を用いることができるが、これに限定されない。ま
た、正極活物質層は、正極活物質のみで構成してもよいし、正極活物質と結着剤と導電剤
を含む合剤で構成してもよい。また、正極活物質層を負極活物質層と同様に、ジグザグ形
状を有する複数の正極活物質体で構成してもよい。なお、正極集電体には、Ａｌ、Ａｌ合
金、Ｎｉ、Ｔｉなどを用いることができる。
【００８４】
　リチウムイオン伝導性の電解質には、様々なリチウムイオン伝導性の固体電解質や非水
電解液が用いられる。非水電解液には、非水溶媒にリチウム塩を溶解したものが好ましく
用いられる。非水電解液の組成は特に限定されない。
【００８５】
　セパレータや外装ケースも特に限定されず、様々な形態のリチウム二次電池に用いられ
ている材料を特に限定なく用いることができる。
【００８６】
　（実施例および比較例―１）
　以下、本発明による電極の実施例および比較例を説明する。ここでは、実施例として電
極１、比較例として電極Ａを作製した。また、各電極における活物質体の形状制御性を調
べるために、活物質体の成長角度αの測定を行った。さらに、各電極の充放電特性評価を
行った。
【００８７】
　（ｉ）電極の作製方法
　（ｉ－１）電極１
・集電体の作製
　まず、電極１で用いた集電体の作製方法を説明する。厚さが２７μｍの銅箔（ＨＣＬ－
０２Ｚ、日立電線株式会社製）の両面に対して電解メッキ法により粗化処理を行い、１μ
ｍの粒径を有する銅粒子を形成した。これにより、表面粗さＲｚが１．５μｍの粗化銅箔
９３を得た。なお、表面粗さＲｚは日本工業規格（ＪＩＳＢ　０６０１―１９９４）に定
められた十点平均粗さＲｚを指す。なお、代わりに、プリント配線基板用に市販されてい
る粗面化銅箔を用いてもよい。
【００８８】
　次いで、セラミックローラーにレーザー彫刻を用いて複数の溝（凹部）を形成した。複
数の溝は、セラミックローラーの法線方向から見て菱形とした。菱形の対角線の長さを１
０μｍおよび２０μｍ、隣接する凹部の短い方の対角線に沿った間隔を１８μｍ、長い方
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の対角線に沿った間隔を２０μｍとした。また、各凹部の深さは１０μｍとした。このセ
ラミックローラーと、これに対向するように配置された他のローラーとの間に、銅箔を線
圧１ｔ／ｍｍで通過させることにより、圧延処理を行った。
【００８９】
　このようにして、表面に複数の凸部を有する集電体を得た。凸部の高さは約６μｍであ
った。
【００９０】
・Ｓｉ蒸着層の形成
　図１０（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、本実施例で使用する真空蒸着装置の模式的な
断面図であり、互いに直交する面に沿った断面を示している。
【００９１】
　上記方法で得られた集電体６７を、図１０に示す真空蒸着装置６０の真空チャンバ６２
の内部に配置された固定台６３に設置し、蒸着ユニット（蒸発源、坩堝６６、電子ビーム
発生装置をユニット化したもの）を用いてケイ素を蒸発源とするＥＢ蒸着を行った。この
とき、蒸着粒子の入射方向と集電体６７の法線とのなす角度θが６５°（θ＝６５°）と
なるように、固定台６３を水平面６９に対して６５°傾斜させた（ω＝６５°）。また、
蒸発源のケイ素を蒸発させるために、電子ビーム発生装置により発生させた電子ビームを
偏向ヨークにより偏向させて蒸発源に照射させた。蒸発源には、半導体ウェハを形成する
際に生じる端材（スクラップシリコン、純度：９９．９９９％）を用いた。蒸着時のチャ
ンバ６２内には酸素ガスを導入しなかった。
【００９２】
・蒸着層の酸化
　上記方法で得られた、電極を用いて、大気中、３００℃で１時間の酸化処理を行った。
これにより得られた電極を電極１とした。
【００９３】
　（ｉ－２）電極Ａ
　上記実施例と同様の方法で、集電体を作製した。比較例では、活物質層を形成する手法
として、チャンバ内に酸素を導入した反応性蒸着を用いた。実施例１と同様の装置を用い
て、チャンバ６２内にガス導入配管６５および酸素ノズル６４から酸素ガスを導入し、真
空度が０．１３Ｐａとなるように酸素流量を制御して蒸着を行った。これにより得られた
電極を電極Ａとした。
【００９４】
　（ｉｉ）評価
　（ｉｉ―１）形状
　得られた粒子の形状に関して、実施例および比較例で得られた電極１、電極Ａを用いて
断面形状を観察した。
【００９５】
　図１１（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、電極１および電極Ａの断面ＳＥＭ像を示す図
である。この結果、電極１の活物質体１８の成長角度αは５２°、電極Ａの活物質体２４
の成長角度が３０°であることがわかった。さらに、電極１では、凹部１３上に堆積され
ている活物質の量は、電極Ａよりも低減されていることがわかった。また、電極１の活物
質体１８は、電極Ａの活物質体２４よりも細くなっていることから、電極１の蒸着工程の
方が電極Ａの蒸着工程よりも高い形状制御性を発揮することが確認された。これは、電極
Ａの蒸着工程では、蒸着層形成時にチャンバ内に酸素ガスを導入しており、チャンバ内の
真空度が低下し、ケイ素粒子の平均自由行程が減少したためであると考えられる。
【００９６】
　（ｉｉ－２）充放電特性
　電極１、電極Ａを用いて、図９に示す構成を有するサンプルコイン型電池を作製し、充
放電特性を評価した。
【００９７】
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　上記の電極を直径が１２．５ｍｍの円形状に成型し、コイン型電池用電極を作製した。
次いで、直径１５ｍｍの円形状に打ち抜いた金属リチウム（厚さ：３００μｍ）を封口板
に貼り付けた。この後、厚さが２０μｍの旭化成製のポリエチレンからなる微多孔性セパ
レータを円形状の金属リチウムの上に配置し、その上にコイン型電池用電極を配置した。
続いて、１．２Ｍ　ＬｉＰＦ６，エチレンカーボネート／エチルメチルカーボネート／ジ
エチルカーボネート＝３／５／２（体積比）となるように調整した電解液を滴下した。厚
さを調整する為に厚さが１００μｍのステンレス板を配置し、その上にケースを置いた後
、かしめ機を用いて封口した。このようにして、電池１及び電池Ａを得た。
【００９８】
　得られた各電池について、充放電装置を用いて、以下の条件で充放電試験を行った。
充電：定電流充電　０．１ｍＡ、　終止電圧　０Ｖ、　　休止時間３０分
放電：定電流放電　０．１ｍＡ、　終止電圧　１．５Ｖ
【００９９】
　この後、上記充放電試験における１サイクル目の不可逆容量率を次式により求めた。
不可逆容量（％）＝１００－｛（放電容量）／（充電容量）｝×１００
【０１００】
　この結果、電池１の付加逆容量率は２８％、電池Ａの付加逆容量率は３４％であった。
付加逆容量率は活物質組成と相関があり、いずれの電極も酸素組成ｘが約０．７程度であ
ることが確認された。
【０１０１】
　上記の結果より、本実施形態の製造方法によると、反応性蒸着によって同程度の組成を
有する活物質層を形成する場合と比べて、活物質層の構造（活物質体の形状や空隙率）に
対する制御性（形状制御性）を向上できることが確認された。
【０１０２】
　（実施例および比較例―２）
　本実施例では、３５層の活物質体を形成し、その断面形状を観察した。また、酸化前の
柱状体および酸化後の活物質体の酸素濃度分布を調べたので、その結果を説明する。
【０１０３】
　（ｉ）電極の形成方法
　（ｉ－１）電極２
　電極１と同様の集電体の表面に、図１０に示す真空蒸着装置６０を用いて、Ｓｉ蒸着層
の形成を行った。本実施例では、固定台６３の水平面からの傾斜角度を切り換えることに
より、蒸着方向の傾斜角度（入射角度）θを６５°と－６５°との間で切り換えながら、
５０回の蒸着工程を行った。蒸着時のチャンバ６２内には酸素ガスを導入しなかった。蒸
着時のチャンバー内の圧力は８×１０-3Ｐａであった。これにより、複数の柱状体（積層
数：５０層）を含むＳｉ蒸着層を形成した。
【０１０４】
　この後、大気中、３００℃の温度で３０分間の熱処理を行うことにより、Ｓｉ蒸着層を
酸化させ、複数の活物質体（積層数：５０層）を含む活物質層を形成した。このようにし
て、電極２を得た。
【０１０５】
　（ｉ－２）電極Ｂ
　電極１と同様の集電体の表面に、図１０に示す真空蒸着装置６０を用いてＳｉ蒸着層を
形成した。蒸着は、チャンバ６２内に酸素ガスを導入しながら行った。酸素ガスの流量は
、チャンバー内の圧力が０．１３Ｐａとなるように制御した。また、電極２と同様に、蒸
着方向を切り替えながら５０回の蒸着工程を行った。これにより、複数の活物質体（積層
数：５０層）を含む活物質層を形成し、電極Ｂを得た。
【０１０６】
　（ｉｉ）評価
　図１２（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、電極２および電極Ｂの側面図である。この結
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果、電極２の活物質体は、電極Ｂの活物質体よりも細くなっていることがわかる。従って
、電極２の作製方法の方が高い形状制御性を発揮することが確認された。また、電極２で
は、集電体の凹部上に堆積された活物質の量が電極Ｂよりも低減されていることが確認で
きた。これは、電極Ｂでは、蒸着層形成時にチャンバ内に酸素ガスを導入しており、チャ
ンバ内の真空度が低下し、ケイ素粒子の平均自由行程が減少したためであると考えられる
。
【０１０７】
　（ｉｉｉ）柱状体および活物質体の酸素濃度分布
　電極２の酸化工程を行う前の柱状体内部の酸素分布、および、電極２の酸化工程後の活
物質体内部の酸素分布をＸ線マイクロアナライザ（ＥＰＭＡ）を用いて確認した。この結
果、活物質体の亀裂部分の近傍で、特に酸化度が高められていることがわかった。また、
活物質体の表面のみでなく、活物質体内部の活性面まで酸化されていた。これは、活物質
体の比表面積が非常に大きい（１０ｍ2／ｇ、１００ｎｍ粒子に相当）からと考えられる
。
【０１０８】
　また、電極２を用いてサンプル電池を形成し、前述の実施例および比較例－１と同様の
方法で不加逆容量を求めたところ、２７％であった。これにより、活物質体の酸素比率ｘ
の平均値が０．６であることがわかった。一方、酸化工程を行う前の柱状体が形成された
集電体を電極として、サンプル電池を形成し、同様に不加逆容量を求めたところ、１９％
であった。従って、柱状体の酸素比率ｘの平均値は０．３９であることがわかった。
【０１０９】
　以上の結果から、本実施形態によると、酸化工程によって、活物質体に酸化度の高い表
面層が生じるのではなく、活物質体全体が酸化されることが確認された。
【０１１０】
　（第２の実施形態）
　以下、図面を参照しながら、本発明による電極の第２の実施形態を説明する。本実施形
態では、集電体上にＳｉを含む蒸着層を形成し、これを酸化する工程を複数回繰り返す点
で、前述の実施形態の方法と異なる。
【０１１１】
　図１３（ａ）～（ｅ）は、本実施形態の電極の製造方法の一例を説明するための断面工
程図である。簡単のため、図１と同様の構成要素には同じ参照符号を付して説明を省略す
る。
【０１１２】
　まず、図１３（ａ）に示すように、集電体１１の表面に、方向Ｅから蒸発させた原料粒
子（ここではケイ素粒子）を入射させる。これにより、図１３（ｂ）に示すように、集電
体１１の各凸部１２上にケイ素を含む柱状部分１４ａを成長させる。この後、酸化雰囲気
中で加熱処理を行うことにより、柱状部分１４ａを酸化させる。これにより、図１３（ｃ
）に示すように、ケイ素酸化物を含む第１部分１８ａを得る。次いで、図１３（ｄ）に示
すように、斜方蒸着により、第１部分１８ａ上にさらにＳｉを堆積させて柱状部分１４ｂ
を形成する。蒸着方向Ｅは、図１３（ａ）に示す蒸着工程における蒸着方向Ｅと同じであ
ってもよいし、異なっていてもよい。この後、図１３（ｅ）に示すように、柱状部分１４
ｂを酸化させる。このようにして、ケイ素酸化物を含む活物質体１８からなる活物質層２
０を得る。
【０１１３】
　なお、上記方法では、蒸着および酸化工程を２回繰り返したが、３回以上繰り返しても
よい。複数回繰り返すことにより、より厚い活物質層２０を形成することができる。本実
施形態における入射角度θなどの蒸着条件および加熱温度などの加熱処理条件は、前述し
た実施形態の条件と同様である。
【０１１４】
　Ｓｉを含む蒸着層を酸化することによりＳｉＯｘを含む活物質層を形成する工程では、
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蒸着層内の酸素の拡散速度によって、蒸着層のうち酸化される部分の厚さが決まる。従っ
て、蒸着層に空隙が少なく、かつ、蒸着層が厚すぎると、蒸着層全体を酸化させることが
できない場合もある。これに対し、上記方法によると、活物質層２０の厚さにかかわらず
、活物質層２０の厚さ全体に亘って、その組成（酸素比率ｘ）をより確実に制御できる。
特に厚さの大きい活物質層（厚さ：例えば５μｍ以上）を形成する際に、本実施形態の方
法を好適に適用できる。
【０１１５】
　図１４（ａ）～（ｄ）は、本実施形態の電極の製造方法の他の例を説明するための断面
工程図である。簡単のため、図１と同様の構成要素には同じ参照符号を付して説明を省略
する。
【０１１６】
　この例では、まず、集電体１１の表面に、方向Ｅから蒸発させた原料粒子（ここではケ
イ素粒子）を入射させる。これにより、図１４（ａ）に示すように、集電体１１の各凸部
１２上に、方向Ｇ１に沿って、ケイ素を含む柱状部分ｐ１’を成長させる。この後、酸化
雰囲気中で加熱処理を行うことにより、柱状部分ｐ１’を酸化させる。これにより、図１
４（ｂ）に示すように、ケイ素酸化物を含む第１部分ｐ１を得る。次いで、集電体１１の
法線に対して、図１４（ａ）に示す蒸着工程における蒸着方向とは反対側に傾斜した方向
から、原料粒子を入射させる。これにより、図１４（ｃ）に示すように、各第１部分ｐ１
上に、方向Ｇ２に沿って、ケイ素を含む柱状部分ｐ２’を成長させる。方向Ｇ２は、集電
体１１の法線に対して、第１部分の成長方向Ｇ１と反対側に傾斜している。この後、酸化
雰囲気中で加熱処理を行うことにより、柱状部分ｐ２’を酸化させる。これにより、図１
４（ｄ）に示すように、ケイ素酸化物を含む第２部分ｐ２を得る。このようにして、蒸着
方向を切り換えながら、複数回の蒸着および酸化工程を繰り返すことにより、例えば図６
を参照しながら前述したように、ジグザグ状の活物質体を形成できる。
【０１１７】
　さらに、本実施形態においても、図７に示す例のように、積層数が多くなると（例えば
２０層以上）、ジグザグ形状を有さず、集電体１１の表面に直立した形状となる場合があ
る。
【０１１８】
　（第３の実施形態）
　以下、図面を参照しながら、本発明による電極の第３の実施形態を説明する。本実施形
態では、酸化工程において、蒸着層を酸化するだけでなく、集電体の露出表面を酸化して
抵抗層を形成する点で、前述の実施形態の方法と異なる。
【０１１９】
　図１５（ａ）および（ｂ）は、本実施形態の電極の製造方法の一例を説明するための断
面工程図である。簡単のため、図１と同様の構成要素には同じ参照符号を付して説明を省
略する。
【０１２０】
　まず、図１５（ａ）に示すように、斜方蒸着により、銅などの金属を主成分とする集電
体１１の表面に、複数の柱状体１４を含む蒸着層１６を形成する。蒸着層１６の形成方法
は、図１（ａ）および（ｂ）を参照しながら前述した方法と同様である。このとき、隣接
する柱状体１４の間で、集電体１１の表面の一部が露出するように、集電体１１の凸部１
２の高さＨ、隣接する凸部１２の間隔ｄ、入射角度θ、チャンバ内の真空度などを調整す
る（図３参照）。なお、少なくとも隣接する２つの柱状体１４の間において集電体１１の
表面が露出していればよく、全ての柱状体１４の間隔で露出していなくてもよい。
【０１２１】
　次に、図１５（ｂ）に示すように、酸化雰囲気中で加熱処理を行うことにより、柱状体
１４を酸化させて活物質体１６を含む活物質層２０を形成する。この加熱処理では、集電
体１１の露出表面も酸化されて、集電体１１の材料よりも比抵抗の高い抵抗層９０が形成
される。抵抗層９０は、集電体１１に含まれていた金属の酸化物（例えば酸化銅）を含む
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。加熱処理の温度、時間、酸化ガス雰囲気における酸化ガスの分圧などの加熱処理条件は
、前述した実施形態における条件と同様である。このようにして、本実施形態の電極を得
る。
【０１２２】
　上記方法によると、前述した実施形態と同様の効果に加えて、集電体１１の表面に抵抗
層９０が形成されることにより、以下のような利点が得られる。
【０１２３】
　従来の電極（負極）では、集電体の表面の一部が活物質で覆われておらず、露出してい
る場合に、充電時に、集電体の露出した表面と対向するように配置された正極活物質層か
ら供給されるリチウムの一部は、活物質層に吸蔵されずに集電体の露出表面に析出するお
それがある。これは、リチウム二次電池の安全性を低下させる要因となるおそれがある。
負極に金属リチウムが析出すると、負極の熱安定性が低下するからである。また、金属リ
チウムがリチウムデンドライトとして析出すると、正負極間での内部短絡が生じる原因と
なる可能性もある。
【０１２４】
　これに対し、本実施形態では、集電体１１の露出表面に抵抗層９０が形成されているの
で、集電体１１上へのリチウム析出反応の抵抗が増大し、リチウムの析出が生じにくい。
また、抵抗層９０は、集電体１１の表面のうち活物質と接していない領域にのみ形成され
るので、充放電反応における抵抗を増大させることなく、リチウムの析出を抑制できる。
従って、高いレート特性を確保しつつ、従来よりも安全性に優れた電池が得られる。さら
に、柱状体１４を酸化させる加熱処理によって抵抗層９０を形成できるので、製造工程数
を増加させることなく、上記電池を製造できる。
【０１２５】
　本実施形態における抵抗層９０の比抵抗は集電体１１の材料の比抵抗よりも大きければ
よいが、１ｍΩ・ｃｍ以上であることが好ましい。抵抗層９０の比抵抗が低いと、リチウ
ム析出反応における抵抗が大きくならず、十分な析出抑制効果が得られないおそれがある
が、比抵抗が１ｍΩ・ｃｍ以上であれば、リチウム析出をより確実に抑制できる。
【０１２６】
　抵抗層９０の厚さは０．００５μｍ以上１０μｍ以下であることが好ましい。抵抗層９
０が１０μｍ以下であれば、集電体１１の抵抗が増大することを抑制できる。一方、抵抗
層９０の厚さが０．００５μｍ以上であれば、リチウム充放電反応における抵抗をより確
実に増大させることができる。より好ましくは０．０１０μｍ以上であり、これにより、
より効果的に上記抵抗を増大させてリチウムの析出を抑制できる。なお、集電体１１とし
て銅箔を用い、抵抗層９０として銅箔の表面を酸化させた酸化銅からなる層を形成する場
合には、集電体１１の材料（銅）の比抵抗は例えば１．６９４×１０-3ｍΩ・ｃｍであり
、酸化銅からなる抵抗層９０は酸素の比率や処理温度によって変化するが、その比抵抗は
最大で１×１０5～１０6ｍΩ・ｃｍとなる。なお、抵抗層９０の厚さは、加熱温度、加熱
時間などの加熱処理条件によって調整され得る。
【０１２７】
　本実施形態の方法は図１５に示す方法に限定されない。図１６（ａ）および（ｂ）は、
本実施形態の電極の製造方法の他の例を示す模式的な工程断面図である。図１６（ａ）に
示すように、蒸着方向を切り換えながら複数回の蒸着工程（斜方蒸着）を行うことにより
、金属を含む集電体１１の各凸部１２上に、積層数が２５層の柱状体２８’を形成する。
この場合も、隣接する柱状体２８’の間において、集電体１１の表面の一部が露出するよ
うに、集電体１１の凸部１２の形状や配列ピッチおよび蒸着条件を制御する。
【０１２８】
　次いで、図１６（ｂ）に示すように、酸化ガス雰囲気中で加熱処理を行う。これにより
、柱状体２８’を酸化させて活物質体２８を形成するとともに、集電体１１の露出表面を
酸化させて、金属酸化物を含む抵抗層９０を形成する。
【０１２９】
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　図１７（ａ）および（ｂ）は、本実施形態の電極の製造方法のさらに他の例を示す模式
的な断面工程図である。図１７（ａ）に示すように、蒸着方向を切り換えながら複数回の
斜方蒸着を行うことにより、金属を含む集電体１１の各凸部１２上に、積層数が５層の柱
状体２６’を形成する。この場合も、隣接する柱状体２６’の間において、集電体１１の
表面の一部が露出するように、集電体１１の凸部１２の形状や配列ピッチおよび蒸着条件
を制御する。
【０１３０】
　次いで、図１７（ｂ）に示すように、酸化ガス雰囲気中で加熱処理を行う。これにより
、柱状体２６’を酸化させて活物質体２６を形成するとともに、集電体１１の露出表面を
酸化させて、金属酸化物を含む抵抗層９０を形成する。
【０１３１】
　図１５～図１７に示す方法では、斜方蒸着を用いて、集電体１１の表面の一部が露出す
るように、複数の柱状体１４、２８’、２６’を形成しているが、斜方蒸着とは異なる方
法で複数の柱状体を形成してもよい。
【０１３２】
　図１８は、本実施形態のさらに他の電極を例示する模式的な断面図である。図１８に示
す電極２０３では、表面に凹凸パターンが形成された集電体１１０の表面に、複数の活物
質体１２２からなる活物質層１１２が形成されている。各活物質体１２２は、集電体１１
０の各凸部（突起）上に配置されている。集電体１１０のうち活物質体１２２と接してい
ない領域には抵抗層１１４が形成されている。このような構成によると、活物質体１２２
の間に活物質体がリチウムを吸蔵して膨張することによる応力（膨張応力）を緩和するた
めの空間１２４を確保できるので、膨張応力による活物質層１１２の剥離を防止でき、か
つ、凸部の側面部分（突起側面）も含めて集電体１１０の表面のうち活物質が堆積されな
かった部分にリチウムが析出することを防止できる。また、凸部側面に抵抗層１１４を形
成することも可能になる。
【０１３３】
　電極２０３は、次のようにして形成される。まず、集電体１１０の表面に所定の形状を
有する凸部を形成し、この上にレジスト層を形成する。この後、レジスト層を露光・現像
し、凸部上に開口部を有するレジスト体を形成する。次いで、レジスト体の開口部に、電
解めっき法によりケイ素または錫を含む柱状体を形成する。この後、レジスト体を除去す
る。このような方法により、集電体１１０の各凸部上に柱状体を含む膜を形成するととも
に、集電体１１０の各凹部の表面を露出させる。集電体１１０の凸部上に柱状体を形成す
る形成方法および柱状体の構成は、例えば特開２００４－１２７５６１号公報に開示され
ている。続いて、柱状体が形成された集電体１１０に対して、酸化ガス雰囲気で加熱処理
を行う。加熱処理条件は前述した実施形態で説明した条件と同様である。加熱処理では、
柱状体が酸化して活物質体１２２となるとともに、集電体１１０の露出表面が酸化して、
金属酸化物（例えば酸化銅）を含む抵抗層９０が形成される。このようにして、複数の活
物質体１２２を含む活物質層１１２と、隣接する活物質体１２２の間に形成された抵抗層
９０とを有する電極２０３を得る。
【０１３４】
　また、図１９（ａ）および（ｂ）は、本実施形態のさらに他の電極を例示する斜視図お
よび断面図である。図１９に示す電極は、集電体１１０の表面に配列された複数の活物質
体１２５と、集電体１１０のうち活物質体１２５が形成されていない部分に形成された抵
抗層１１４とを有している。
【０１３５】
　図１９に示す電極は、次のようにして形成される。まず、集電体１１０の表面に活物質
膜を形成し、これをパターニングする。これにより、集電体１１０の表面に複数の柱状体
を形成するとともに、集電体１１０の表面のうち柱状体が形成されていない部分を露出さ
せる。パターニングによる柱状体の形成方法は例えば特開２００４－１２７５６１号公報
に開示されている。続いて、柱状体が形成された集電体１１０に対して、酸化ガス雰囲気
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で加熱処理を行う。加熱処理条件は前述した実施形態で説明した条件と同様である。加熱
処理では、柱状体が酸化して活物質体１２５となるとともに、集電体１１０の露出表面が
酸化して抵抗層１１４が形成される。このようにして、複数の活物質体１２５を含む活物
質層１１２と、隣接する活物質体１２５の間に形成された抵抗層１１４とを有する電極を
得る。
【０１３６】
　本実施形態における集電体１１の凸部１２の形状や配列ピッチ、活物質層の厚さ、活物
質材料、活物質体の組成は、前述の第１の実施形態における凸部１２の形状や配列ピッチ
、活物質層の厚さ、活物質材料、活物質体の組成と同様である。また、本実施形態の集電
体は、主成分として銅を含むことが好ましく、例えば圧延銅箔、圧延銅合金箔、電解銅箔
、電解銅合金伯、さらに粗化処理を施した電解銅箔、粗化処理を施した圧延銅箔などであ
ることが好ましい。
【０１３７】
　（実施例および比較例－３）
　本実施例では、蒸着法によって活物質層が形成された集電体に対し、種々の方法で抵抗
層を形成して評価実験用の電極３～６を作製した。また、比較のため、抵抗層を有さない
電極Ｃを作製したので、その方法を説明する。さらに、電極３～６および電極Ｃを用いた
電池の特性を評価し、比較を行ったので、評価方法および評価結果を説明する。
【０１３８】
　（ｉ）電極の作製
　（ｉ－１）電極３～６
・活物質膜の作製
　本実施例では、活物質膜の形成に（株）アルバック製の蒸着装置を使用した。図２０は
、本実施例で使用した蒸着装置の模式的な断面図である。
【０１３９】
　蒸着装置６００は、真空容器１５０と、真空容器１５０を排気する排気系（図示せず）
とを備えている。真空容器１５０内には、集電体１５１を固定する固定台１５４が設けら
れ、固定台１５４の鉛直下方には、集電体１５１の表面に活物質を堆積させるターゲット
１５５が配置されている。また、図示しないが、ターゲット１５５の材料を加熱して蒸発
させるための電子ビーム加熱手段が設けられている。本実施例では、ターゲット１５５と
して、純度９９．９９９９％のケイ素単体（（株）高純度化学研究所製）を用いた。
【０１４０】
　まず、厚さが３５μｍ、表面粗さＲｚが５μｍの電解銅箔（古河サーキットフォイル（
株）製）を４０ｍｍ×４０ｍｍのサイズに裁断して集電体５１を作製した。なお、表面粗
さＲｚは日本工業規格（ＪＩＳＢ　０６０１―１９９４）に定められた十点平均粗さＲｚ
を指す。
【０１４１】
　次いで、この集電体１５１を蒸着装置６００の固定台１５４に設置し、集電体１５１の
表面に対してターゲット１５５から蒸発したケイ素を入射させた。ターゲット１５５に照
射する電子ビームの加速電圧を－８ｋＶとし、エミッションを５００ｍＡに設定した。タ
ーゲット１５５からのケイ素単体の蒸気は集電体１５１の表面に供給された。集電体１５
１の法線に対する蒸着方向の傾斜角度θは０°とした。その結果、集電体１５１の表面に
、ケイ素からなる活物質膜が得られた。蒸着時間は、活物質膜の厚さが１０μｍとなるよ
うに調整した。このようにして、表面に活物質膜が形成された集電体を４個作製した。
【０１４２】
・抵抗層の形成
　上記方法で活物質膜が形成された４個の集電体を、それぞれ、直径が１２．５ｍｍの円
形に成形した。次いで、活物質膜の端部（幅：２ｍｍ）を剥離して集電体表面を露出させ
た。
【０１４３】
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　続いて、これらの集電体に対し、大気中で、下記表１に示す条件（アニール温度、アニ
ール時間）でアニール処理を行った。この結果、集電体の露出部分では、集電体の表面近
傍のＣｕが酸化して酸化銅からなる抵抗層が形成された。このとき、活物質膜も酸化され
、ケイ素酸化物を含む活物質層が得られた。このようにして、評価実験用の電極１～４を
得た。
【０１４４】
　図２１（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、評価実験用の電極１～４の構造を示す模式的
な平面図および断面図である。図示するように、これらの電極は、円形の集電体１６０と
、その上に形成された活物質層１６２とを有しており、活物質層１６２の剥離によって露
出された集電体１６０の表面には、抵抗層１６４が形成されている。
【０１４５】
　次いで、各電極の抵抗層１６４の厚さｔを、表１に示すアニール時間・アニール温度の
サンプルに対して、電極断面を電子顕微鏡（ＳＥＭ：Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｎ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）を用いて観測した。その結果、抵抗層１６４の厚さｔは、ア
ニール温度が高く、かつ、アニール時間が長いほど大きくなった。
【０１４６】
【表１】

【０１４７】
　（ｉ－２）電極Ｃ
　上記（ｉ－１）と同様の方法で集電体上に活物質膜を形成し、活物質膜の端部（幅：２
ｍｍ）を剥離して集電体を露出させた。アニール処理は行わなかった。このようにして、
抵抗層を有さない電極Ｃを得た。
【０１４８】
　（ｉｉ）試験電池Ｎｏ．３～Ｎｏ．６および試験電池Ｃの作製
　評価実験用の電極３～６および電極Ｃを用いて、リチウム金属を対極とするコイン型の
試験電池Ｎｏ．３～Ｎｏ．６および試験電池Ｃを作製した。なお、これらの電池では、上
記の各電極が正極となり、金属リチウムが負極となるが、上記の各電極を負極とする電池
を作製して後述する充放電試験を行っても同様の結果が得られる。
【０１４９】
　まず、厚さが３００μｍの金属リチウム箔（本荘ケミカル（株）製）を直径１７ｍｍの
円形に成形し、コイン電池封口板に圧着して、対極（ここでは負極）とした。この上に、
セパレータを介して、電極３を配置した。ここでは、セパレータとして、厚さが２０μｍ
のポリエチレン製の多孔質フィルム（旭化成ケミカルズ（株）製）を用いた。
【０１５０】
　また、エチレンカーボネート（ＥＣ）とジメチルカーボネート（ＤＭＣ）とを体積比１
：１で混合し、これにＬｉＰＦ6を１．０ｍｏｌ／Ｌの濃度で溶解した非水電解液を、負
極およびセパレータにそれぞれ含浸させた。その後、厚さが１００μｍの集電板、外装ケ
ース（ＳＵＳ製）を配置し、かしめ封口を行った。このようにして、コイン型の試験電池
Ｎｏ．３を得た。
【０１５１】
　同様にして、電極４～６および電極Ｃを用いてコイン型電池を作製し、それぞれ、試験
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電池Ｎｏ．３～Ｎｏ．６および試験電池Ｃとした。
【０１５２】
　（ｉｉｉ）試験電池の評価方法および結果
　まず、各試験電池について、以下の条件で充電試験を行った。
　　　　電流値：０．１ｍＡ
　　　　終止電圧：－２０ｍＶ　（対Ｌｉ対極電位）
【０１５３】
　充電試験の後、各試験電池を分解して電極を取り出した。取り出した電極を、ジメチル
カーボネートを用いて洗浄した後、乾燥し、その表面を観察した。
【０１５４】
　この結果、試験電池Ｎｏ．３～Ｎｏ．６で使用した電極３～６では、リチウムの析出が
確認されなかった。これに対し、試験電池Ｃで使用した電極Ｃでは、集電体の露出部分（
活物質と接していない部分）上にリチウム金属の析出が確認された。従って、抵抗層を設
けることにより、集電体の露出部分に対するリチウム金属の析出を抑制できることが確認
された。
【０１５５】
　なお、実施例および比較例―３では、抵抗層の効果を評価するために、故意に活物質層
の一部を剥離して抵抗層を形成した。蒸着工程において、集電体の表面の一部を露出した
まま残すように、複数の柱状体を間隔を空けて成長させ、集電体の露出表面に抵抗層を形
成する場合（図１５～図１７参照）でも同様の効果が得られる。さらに、活物質層形成時
に活物質層にピンホールが形成された場合や、塗工法によって形成された活物質層が膨れ
て、集電体との間に空隙が生じた場合などに、活物質と接していない集電体表面に抵抗層
を形成しても同様の効果が得られる。
【０１５６】
　（参考の実施形態）
　上記リチウムイオン二次電池では、想定外の方法や環境下での使用などが原因で過充電
状態になったときに、負極上に金属リチウムが析出してしまう場合がある。これは、リチ
ウム二次電池の安全性を低下させる要因となるおそれがある。負極に金属リチウムが析出
すると、負極の熱安定性が低下するからである。また、金属リチウムがリチウムデンドラ
イトとして析出すると、正負極間での内部短絡が生じる原因となる可能性もある。
【０１５７】
　負極上にリチウムが析出する理由は以下のように考えられる。負極集電体上に負極活物
質層を形成する際に、負極活物質層にピンホールが生じて負極集電体の表面が完全に被覆
されない場合や、負極活物質層が負極集電体の表面から部分的に剥離してしまう場合があ
る。このように、負極集電体の表面に、負極活物質層で覆われていない部分（「集電体の
露出部」とする）が生じると、充電時に、負極集電体の当該表面と対向するように配置さ
れた正極活物質層から供給されるリチウムの一部は、負極活物質層に吸蔵されずに負極集
電体の露出部に析出してしまう。
【０１５８】
　これに対し、リチウムの析出を抑制するための活物質材料が提案されている（例えば特
開平１１－２９７３１１号公報、特開平９－２９３５３６号公報）。しかしながら、負極
活物質の材料の選択の幅が狭くなり、さらなる高容量化を図ることが困難となる可能性が
ある。
【０１５９】
　一方、特許３７５４３７４号明細書は、集電体上にケイ素および錫のうち少なくとも一
方を含む活物質層を有する負極において、活物質層と集電体との界面における反応・拡散
を適切に制御する目的で、集電体と活物質層との間に酸化膜を設けることを提案している
。また、特開２００５－７８９６３号公報は、Ｃｕからなる負極集電体が過放電によって
溶解することを抑制するために、負極集電体の表面に溶解防止膜を形成し、溶解防止膜の
上に活物質層を形成することを提案している。溶解防止膜として、例えば金属酸化膜、フ
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ッ素系樹脂膜などを用いることが例示されている。これらの特許文献では、リチウムの析
出を抑制する目的とは異なる目的で、集電体上に酸化膜や溶解防止膜を形成した後、その
上に活物質層を形成することが提案されている。本願発明者が検討したところ、これらの
特許文献に提案された負極では、集電体表面全体が集電体の材料（例えばＣｕ）よりも高
い抵抗を有する膜（以下、「高抵抗膜」と称する）で覆われているため、リチウム析出反
応が生じにくくなる。その結果、活物質体層のピンホールや剥離に起因するリチウムの析
出を抑制することができると考えられる。
【０１６０】
　特許３７５４３７４号明細書に提案された構成では、その目的を考慮すると、高抵抗膜
である酸化膜は集電体表面全体を覆うように形成される必要がある。同様に、特開２００
５－７８９６３号公報に提案された構成では、高抵抗膜である溶解防止膜は集電体表面全
体を覆うように形成される必要がある。これらの構成によると、集電体表面と活物質層と
の間に高抵抗膜が存在するので、充放電反応における抵抗が増大してしまう可能性がある
。充放電反応における抵抗が増大すると、ハイレートの充放電特性が低下するおそれがあ
る。
【０１６１】
　本実施形態のリチウムイオン二次電池用負極は、集電体と、前記集電体の表面に接して
形成されたリチウムを吸蔵および放出する物質からなる活物質層と、前記集電体の前記表
面のうち前記活物質と接していない領域に形成され、前記集電体の材料よりも比抵抗の高
い抵抗層とを備える。
【０１６２】
　本実施形態のリチウムイオン二次電池用負極によると、集電体の表面のうち活物質と接
していない領域には、集電体の材料よりも比抵抗の高い抵抗層が形成されているので、集
電体の表面上にリチウムが析出することを抑制できる。また、抵抗層は活物質と接してい
ない領域に形成されているので、集電体表面に下地として高抵抗な膜を形成する構成（特
許文献４、５）と比べて、充放電反応における抵抗を増大させることなく、上述したリチ
ウムの析出抑制効果を得ることができる。従って、レート特性を低下させることなく、リ
チウムイオン二次電池の安全性を高めることが可能になる。さらに、本発明によれば、活
物質層の材料や構成、形成方法などにかかわらず、リチウムの析出を抑制できるので有利
である。
【０１６３】
　従って、本実施形態によれば、高容量、高出力、長寿命、および高いレート特性を有し
、かつ、従来よりもさらに安全性に優れたリチウムイオン二次電池を実現できる。また、
本実施形態の製造方法によれば、製造工程を複雑化させることなく、生産性に優れた簡便
な方法で、上記リチウム二次電池用負極を製造できる。
【０１６４】
　以下、図面を参照しながら、本実施形態によるリチウムイオン二次電池用負極を説明す
る。図２２（ａ）および（ｂ）は、本実施形態のリチウムイオン二次電池用負極（以下、
「負極」ともいう）の一部を示す模式的な断面図である。
【０１６５】
　まず、図２２を参照する。負極２００は、集電体１１０と、集電体１１０の表面に形成
されたリチウムを吸蔵および放出する活物質からなる活物質層１１２とを備える。活物質
層１１２は、集電体１１０の表面に接するように形成されており、集電体１１０の表面の
うち活物質と接していない領域１１２ａには、集電体１１０の材料よりも比抵抗の高い抵
抗層１１４が形成されている。
【０１６６】
　負極１００では、活物質層１１２は、活物質層１１２の上面から集電体１１０の表面に
達する開口部１１６を有しており、集電体１１０の表面のうち上記のような開口部１１６
によって露出された領域（すなわち、活物質と接していない領域）１１２ａに抵抗層１１
４が形成されている。活物質層１１２の開口部１１６は、活物質層１１２を形成する際に
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生じたピンホールであってもよいし、活物質層１１２が形成された後にその一部が剥離し
た剥離部であってもよい。そのような剥離部は、活物質層１１２の端部が剥離した切り欠
き部であってもよい。あるいは、例えば活物質層１１２内に膨張応力を緩和するために、
または他の目的で、活物質層１１２に故意に形成されたものであってもよい。
【０１６７】
　抵抗層１１４は、金属酸化物層および有機物層などであってもよい。この中でも、耐熱
性、充放電反応における電位安定性などの観点から金属酸化物層であることが好ましい。
【０１６８】
　抵抗層１１４の形成方法は特に限定されない。抵抗層１１４は、例えば、活物質層１１
２を形成した後に集電体１１０の露出部分を酸化することによって形成された酸化物層で
あってもよい。これにより、抵抗層１１４を容易に形成できるだけでなく、集電体１１０
と抵抗層１１４との密着性をより確実に確保できるので有利である。あるいは、図２２（
ｂ）に示す負極２０１のように、活物質層１１２を形成した後に、集電体１１０の材料と
反応する有機物を添加して、有機物からなる抵抗層１１４を形成することもできる。
【０１６９】
　本実施形態の負極２００、２０１は、集電体１１０の表面のうち活物質と接していない
領域１１２ａ上に抵抗層１１４が形成されているので、そのような領域１１２ａ上にリチ
ウムが析出することを抑制できる。
【０１７０】
　前述したように、特許３７５４３７４号明細書および特開２００５－７８９６３号公報
に提案された構成では、集電体表面と活物質層との間に高抵抗膜が存在し、充放電反応に
おける抵抗が増大するという問題があった。これに対し、本実施形態では、抵抗層１１４
は、集電体１１０の表面のうち活物質と接していない領域にのみ形成されているので、充
放電反応における抵抗を増大させることなく、上述したリチウムの析出抑制効果を得るこ
とができる。従って、レート特性を低下させることなく、リチウムイオン二次電池の安全
性を高めることが可能になる。
【０１７１】
　また、本実施形態では、リチウムの析出を抑えるために活物質の材料を限定しない。こ
のため、活物質層１１２の材料を高い自由度で選択できるので、さらなる高容量化を実現
できる。
【０１７２】
　本実施形態における活物質層１１２はスパッタ法、蒸着法などの真空プロセスを用いて
形成することができる。真空プロセスを用いると、活物質層１１２と集電体１１０との密
着性を良好に確保できるので好ましい。
【０１７３】
　真空プロセスの代わりに、紛状の活物質材料を結着剤および溶媒と混合したペーストを
集電体の表面に塗工して形成する塗工法を用いて活物質層を形成してもよい。本発明者が
検討したところ、塗工によって活物質層を形成すると、活物質層（塗工膜）のピンホール
などによって露出された集電体表面のみでなく、活物質層の一部が膨れて集電体表面から
浮いてしまった部分（膨れ部）の下の集電体表面にもリチウムが析出する可能性があるこ
とが分かった。そこで、活物質層にピンポールなどの開口部が無い場合でも、活物質層に
膨れ部が生じていれば、その下方に位置する集電体表面に抵抗層を形成することが好まし
い。
【０１７４】
　図２３は、本実施形態の他のリチウム二次電池用負極を例示する模式的な断面図であり
、上述したような塗工法を用いて形成された活物質層を備えている。図２３に示す負極２
０２では、塗工膜である活物質層１１２は、集電体１１０の表面から部分的に浮いてしま
い、活物質層１１２と集電体１１０との間に空隙１１８を有する膨れ部１２０が形成され
ている。集電体１１０の表面のうち脹れ部１２０の下に位置し、活物質と接していない領
域１１２ａには抵抗層１１４が形成されている。このように、塗工法を用いて形成された
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活物質層１１２が部分的に集電体１１０から浮いてしまった場合でも、抵抗層１１４を設
けることにより、集電体１１０の表面にリチウムが析出することを防止できる。なお、図
２３に示す抵抗層１１４は、例えば活物質層１１２の形成後に、集電体１１０を加熱処理
して領域１１２ａの表面部分を酸化することによって形成できる。
【０１７５】
　本実施形態における活物質層１１２は、表面に凹凸を有する集電体を用い、集電体の凸
部のみに選択的に形成された活物質体を含んでいてもよい。あるいは、集電体１１０に形
成された活物質膜をパターニングすることによって得られた複数の柱状の活物質体から構
成されていてもよい。また、活物質層１１２はポーラスな膜であってもよい。活物質とし
てＳｎを用いる場合には、メッキ法によって活物質層１１２を形成することもできる。さ
らに、抵抗層１１４の形成は、活物質層１１２の形成前に行われてもよい。
【０１７６】
　本実施形態では、抵抗層１１４の表面の少なくとも一部は活物質層１１２と接していな
いことが好ましい。抵抗層１１４の表面に接して活物質層１１２が形成されていると、充
放電反応における抵抗が増大し、充放電特性が低下するおそれがあるからである。抵抗層
１１４の表面全体が活物質と接していないと特に有利である。また、抵抗層１１４の好ま
しい厚さの範囲は、前述の実施形態で説明した範囲と同様である。
【０１７７】
　本実施形態における抵抗層１１４は、抵抗層が厚くなり、ハイレート特性を低下させる
恐れがある場合は、集電体１１０の表面のうち活物質と接していない領域１１２ａにのみ
形成されており、活物質層１１２の表面上に形成されていないことが好ましい。これによ
り、ハイレート特性を確保しつつ、リチウム析出反応を抑制できる。
【０１７８】
　本実施形態における活物質層１１２の材料としては、リチウムを可逆的に吸蔵および放
出する公知のものを特段の制限なく用いることができる。例えば、従来から非水電解質二
次電池に用いられている天然黒鉛や人造黒鉛などの黒鉛材料、非晶質炭素材料、また、Ｌ
ｉと合金化することが知られているＡｌ、Ｓｎ、Ｓｉなどの化合物、酸化物などが挙げら
れる。
【０１７９】
　より好適には、Ｓｉ、ＳｎなどのＬｉと合金化する活物質が用いられる。これらの活物
質を用いると、高容量化を達成することが可能となる。さらに好ましくは、活物質層１１
２はＳｉの酸化物またはＳｎの酸化物を含む。これにより、高容量化と優れたサイクル特
性とを両立させることができる。
【０１８０】
　集電体１１０の構成材料は特に限定されず、銅、チタン、ニッケル、ステンレスなどで
あってもよいが、高容量化および電位に対する安定性の観点から、銅あるいは銅を含む合
金であることが好ましい。集電体１１０として、例えば電解銅箔、電解銅合金箔、粗化処
理を施した電解銅箔、粗化処理を施した圧延銅箔などを用いることができる。
【０１８１】
　集電体１１０の表面には凹凸が形成されていることが好ましい。集電体１１０の表面に
凹凸が形成されていると、集電体１１０の表面と活物質と接触面積が大きくなるので、活
物質層１１２との密着性を高めることができるからである。また、集電体１１０は規則的
な凹凸パターンを有していてもよい。
【０１８２】
　次に、図面を参照しながら、本実施形態の負極を適用して得られたリチウムイオン二次
電池の構成の一例を説明する。
【０１８３】
　図２４は、本実施形態の負極を用いたコイン型のリチウムイオン二次電池を例示する模
式的な断面図であり、図２５は、図２４に示す電池における極板群を示す模式的な拡大断
面図である。
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【０１８４】
　図２４に示すように、リチウムイオン二次電池３００は、正極１４０と、負極２００と
、負極２００および正極１４０の間に設けられたセパレータ１４４とを有する極板群と、
極板群を収容する外装ケース１４５とを備えている。正極１４０は、正極集電体１３０と
、正極集電体１３０に形成された正極活物質層１３２とを有している。負極２００は、図
２２（ａ）を参照しながら前述した構成を有している。正極集電体１３０および集電体（
負極集電体）１１０は、それぞれ正極リード１４６および負極リード１４７の一端と接続
されており、正極リード１４６および負極リード１４７の他端は外装ケース１４５の外部
に導出されている。セパレータ１４４には、リチウムイオン伝導性を有する電解質が含浸
されている。負極２００、正極１４０およびセパレータ１４４は、リチウムイオン伝導性
を有する電解質とともに、外装ケース１４５の内部に収納され、樹脂材料１４８によって
封止されている。
【０１８５】
　次に、リチウムイオン二次電池３００における極板群の構成をより詳しく説明する。図
２５に示すように、負極２００および正極１４０は、セパレータ１４４を介して、負極２
００の活物質層（負極活物質層）１１２と正極活物質層１３２とが対向するように配置さ
れている。負極集電体１１０の正極１４０側の表面のうち、正極１４０と対向する部分（
正負極対向部）Ｐに位置し、かつ、活物質が堆積されていない領域（活物質非堆積部）に
は抵抗層１１４が形成されている。ここでいう「活物質非堆積部」は、活物質を堆積しな
かった部分（活物質未形成部）の他、活物質膜形成後にその一部を除去することによって
得られた活物質除去部、活物質膜の一部が剥離して生じた活物質剥離部も含む。活物質非
堆積部は全て抵抗層１１４で覆われていることが好ましいが、活物質非堆積部の少なくと
も一部が抵抗層１１４で覆われていればリチウム析出防止効果が得られる。なお、負極集
電体１１０の表面のうち正負極対向部Ｐ以外の領域ではリチウムは析出しにくいため、負
極集電体１１０の表面が露出していてもよい。
【０１８６】
　従来のリチウムイオン二次電池では、負極と正極との対向部において、集電体表面に活
物質非堆積部が存在すると、電池充電反応時に、集電体の活物質非堆積部にリチウムが析
出する可能性がある。リチウムが析出すると、熱安定性の低下や正負極間での内部短絡の
要因となり得る。これに対し、本実施形態のリチウムイオン二次電池３００によると、集
電体表面の活物質非堆積部上に抵抗層を形成することにより、集電体上へのリチウム析出
反応の抵抗を増大させることができる。その結果、リチウム析出が生じにくく、安全性を
向上させることができる。
【０１８７】
　本実施形態のリチウムイオン二次電池３００は、図２２に示す負極２００を備えるが、
代わりに図２３を参照しながら前述した負極２０２を備えていてもよく、同様の効果が得
られる。
【０１８８】
　なお、図２４および図２５では、積層型のリチウムイオン二次電池の一例を示したが、
本実施形態のリチウム二次電池用負極は、スパイラル型（捲回型）の極板群を有する円筒
型電池や角型電池などにも適用できる。積層型電池では、正極と負極とを３層以上に積層
してもよい。ただし、全ての正極活物質層が負極活物質層と対向し、かつ、全ての負極活
物質層が正極活物質層と対向するように、両面もしくは片面に正極活物質層を有する正極
と、両面もしくは片面に負極活物質層を有する負極とを用いる。集電体の両面に活物質層
を有する負極を用いる場合には、集電体の何れの表面においても、活物質と接していない
部分に抵抗層を設けることが好ましい。
【０１８９】
　次に、本実施形態を実施例に基づいて具体的に説明するが、以下の実施例は本実施形態
を限定するものではない。
【０１９０】
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　（実施例および比較例－４）
　本実施例では、塗工法で形成された活物質層を有する集電体に抵抗層を形成して電極７
を作製した。また、比較のため、抵抗層を有さない電極Ｄを作製した。さらに、実施例の
電極７および電極Ｄを用いた電池の特性を評価し、比較を行ったので、電極および電池の
作製方法、電池の評価方法およびその結果を説明する。
【０１９１】
　（ｉ）電極の作製
　（ｉ－１）電極７
　まず、活物質を含むペーストを作製した。本実施例では、活物質としてリチウムを吸蔵
、放出可能な鱗片状黒鉛（活物質）を１００重量部、結着剤としてＳＢＲの水溶性ディス
パージョンを固形分で１重量部、および増粘剤としてカルボキシメチルセルロースを１重
量部に、溶剤として水を加え、混練分散させることによってペーストを得た。
【０１９２】
　次いで、厚さが１０μｍの銅箔を集電体として用い、上記ペーストを集電体上に塗着し
た。続いて、１１０℃の温度で３０分間乾燥した後、圧延を行い、活物質層を得た。得ら
れた活物質層の厚さは７０μｍであった。
【０１９３】
　この後、活物質層が形成された集電体を直径が１２．５ｍｍの円形に成形し、実施例１
と同様に、活物質層の端部（幅：２ｍｍ）を剥離して集電体表面を露出させた。
【０１９４】
　次いで、大気中、２００℃の温度で１時間のアニール処理を行い、集電体の露出部分を
酸化することによって酸化銅からなる抵抗層を形成した。このようにして、評価実験用の
電極７を得た。電極７の構成は、図２１（ａ）および（ｂ）を参照しながら説明した構成
と同様である。
【０１９５】
　（ｉ－２）電極Ｄ
　電極７と同様の方法で、集電体上に塗工法により活物質層を形成し、活物質層の端部（
幅：２ｍｍ）を剥離して集電体表面を露出させた。アニール処理は行わなかった。このよ
うにして、抵抗層を有さない電極Ｄを得た。
【０１９６】
　（ｉｉ）試験電池Ｎｏ．７および試験電池Ｄの作製
　上記電極７および電極Ｄを用いて、前述の実施例および比較例－３における試験電池の
作製方法と同様の方法でコイン型電池を作製し、それぞれ、試験電池Ｎｏ．７および試験
電池Ｄとした。
【０１９７】
　（ｉｉｉ）試験電池の評価方法および結果
　試験電池Ｎｏ．７および試験電池Ｄに対して、前述の実施例および比較例－３における
評価方法と同様の方法で充放電試験を行い、リチウム析出の有無を確認した。
【０１９８】
　この結果、試験電池Ｎｏ．７に使用された電極７にはリチウムの析出は確認されなかっ
たが、試験電池Ｄの電極Ｄにはリチウムが析出していた。従って、集電体の露出表面に抵
抗層を形成することにより、集電体の表面に対するリチウム金属の析出を抑制でき、リチ
ウム析出による正負極の短絡及び熱安定性の低下を抑制できることがわかった。
【産業上の利用可能性】
【０１９９】
　本発明は、様々な形態のリチウム二次電池に適用することができるが、特に、高容量お
よび良好なサイクル特性が要求されるリチウム二次電池において有用である。本発明を適
用可能なリチウム二次電池の形状は、特に限定されず、例えばコイン型、ボタン型、シー
ト型、円筒型、偏平型、角型などの何れの形状でもよい。また、正極、負極およびセパレ
ータからなる極板群の形態は、捲回型でも積層型でもよい。電池の大きさは、小型携帯機
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【０２００】
　本発明のリチウム二次電池は、例えばＰＣ、携帯電話、ＰＤＡなどの携帯情報端末、携
帯電子機器、ビデオレコーダーやメモリーオーディオプレーヤーなどのオーディオビジュ
アル機器、家庭用小型電力貯蔵装置、自動二輪車、電気自動車、ハイブリッド電気自動車
等の電源に用いることができるが、用途は特に限定されない。
【符号の説明】
【０２０１】
　１１　　　　集電体
　１２　　　　凸部
　１３　　　　凹部
　１４、２６’、２８’　　柱状体
　１６　　　　蒸着層
　１８、２６、２８　　　　活物質体
　２０　　　　活物質層
　２２　　　　蒸発源
　９０　　　　抵抗層
　１１０　　　集電体（負極集電体）
　１１２　　　活物質層（負極活物質層）
　１１２ａ　　集電体表面のうち活物質と接していない領域
　１１４　　　抵抗層
　１１６　　　開口部
　１１８　　　空隙
　１２０　　　膨れ部
　１２２、１２５　　　活物質体
　１２４　　　空間
　１３０　　　正極集電体
　１３２　　　正極活物質層
　１４０　　　正極
　１４４　　　セパレータ
　１４５　　　外装ケース
　１４６　　　正極リード
　１４７　　　負極リード
　１４８　　　樹脂材料
　１５１　　　集電体
　１５４　　　固定台
　１５５　　　ターゲット
　２００、２０１、２０２、２０３　　　負極　３００　　リチウムイオン二次電池
　６００　　蒸着装置
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