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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　SiOx(0.3≦x≦1.6)で表されるケイ素酸化物からなる粒子と、該粒子の全表面を被覆す
る樹脂被膜と、からなり、
　前記樹脂被膜は、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、若しくは、ポリイタコン酸、又
は、アクリル酸と、メタクリル酸、イタコン酸、フマル酸、若しくは、マレイン酸との共
重合物からなることを特徴とするリチウムイオン二次電池用負極活物質。
【請求項２】
　前記樹脂被膜はポリアクリル酸からなる請求項1に記載のリチウムイオン二次電池用負
極活物質。
【請求項３】
　前記ケイ素酸化物からなる粒子は、前記SiOxに対し炭素材料を1～50質量％で複合化し
た粒子である請求項1又は2に記載のリチウムイオン二次電池用負極活物質。
【請求項４】
　請求項1～3のいずれかに記載の負極活物質から形成されてなる負極を用いたことを特徴
とするリチウムイオン二次電池。
【請求項５】
　前記ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、若しくは、ポリイタコン酸、又は、アクリル
酸と、メタクリル酸、イタコン酸、フマル酸、若しくは、マレイン酸との共重合物は前記
負極を形成するバインダーを構成する請求項4に記載のリチウムイオン二次電池。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウムイオン二次電池用負極活物質及びその負極活物質を用いたリチウム
イオン二次電池に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　リチウムイオン二次電池は、充放電容量が高く、高出力化が可能な二次電池である。現
在、主として携帯電子機器用の電源として用いられており、更に、今後普及が予想される
電気自動車用の電源として期待されている。リチウムイオン二次電池は、リチウム（Li）
を挿入および脱離することが出来る活物質を正極及び負極にそれぞれ有する。そして、両
極間に設けられた電解液内をLiイオンが移動することによって動作する。
【０００３】
　リチウムイオン二次電池には、正極の活物質として主にリチウムコバルト複合酸化物等
のリチウム含有金属複合酸化物が用いられ、負極の活物質としては多層構造を有する炭素
材料が主に用いられている。
【０００４】
　リチウムイオン二次電池の性能は、二次電池を構成する正極、負極および電解質の材料
に左右される。なかでも活物質を形成する活物質材料の研究開発が活発に行われている。
例えば負極活物質材料として炭素よりも高容量なケイ素またはケイ素酸化物が検討されて
いる。
【０００５】
　ケイ素を負極活物質として用いることにより、炭素材料を用いるよりも高容量の電池と
することが出来る。しかしながらケイ素は、充放電時のLiの吸蔵・放出に伴う体積変化が
大きい。そのためケイ素が微粉化して集電体から脱落または剥離し、電池の充放電サイク
ル寿命が短いという問題点がある。そこでケイ素酸化物を負極活物質として用いることに
より、ケイ素よりも充放電時のLiの吸蔵・放出に伴う体積変化を抑制することが出来る。
【０００６】
　例えば、負極活物質として、酸化ケイ素（SiOx：ｘは0.5≦ｘ≦1.5程度）の使用が検討
されている。SiOxは熱処理されると、SiとSiO2とに分解することが知られている。これは
不均化反応といい、SiとOとの比が概ね１：１の均質な固体の一酸化ケイ素SiOであれば、
固体の内部反応によりSi相とSiO2相の二相に分離する。分離して得られるSi相は非常に微
細である。また、Si相を覆うSiO2相が電解液の分解を抑制する働きをもつ。したがって、
SiとSiO2とに分解したSiOxからなる負極活物質を用いた二次電池は、サイクル特性に優れ
る。
【０００７】
　ところでリチウムイオン二次電池の負極においては、充放電過程においてＳＥＩ(Solid
 Electrolyte Interface)と称される絶縁被膜が負極の表面に形成される。このＳＥＩは
、LiF、LiCO3などを主成分とし、これらは不可逆物質であり充放電に利用可能なリチウム
量が減少して不可逆容量となってしまう。
【０００８】
　そこで負極にＳＥＩが生成しないように、負極活物質の表面を別の物質で被覆すること
が想起され、下記特許文献1には、リチウムを吸蔵・放出可能な炭素材料の表面の少なく
とも一部に、リチウムとの合金化が可能な金属よりなる非晶質な金属化合物を被覆するこ
とが提案されている。また下記特許文献2には、炭素または黒鉛粉末に石炭系又は石油系
ピッチを表面コートし、表面のピッチを不融化し、解砕し、炭化、黒鉛化することが記載
されている。
【０００９】
　さらに、この初期不可逆容量の対応策として、不可逆容量分をあらかじめ電気化学的に
充電しておく電極化成法が試みられている。電極化成法は例えば対極に金属リチウムを用
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いて半電池を組み、電気化学的にリチウムをドープする方法である。例えば下記特許文献
3には、負極と金属リチウムとを電池内で電気化学的に接触させることで、SiOxにリチウ
ムをプリドーピングした材料を含む負極が開示されている。
【００１０】
　また、負極活物質として酸化ケイ素を用いたリチウムイオン二次電池の場合には、高温
保存試験を行うと電池特性が低下するという不具合があった。この原因は、高温保存中に
ＳＥＩの一部が電解液中に溶出し、表出した負極活物質の表面に再びＳＥＩが生成するこ
とで、結果的にＳＥＩ量が多くなるためと考えられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開2001－102047号公報
【特許文献２】特開平10－294111号公報
【特許文献３】特開2009－076372号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところが非晶質な金属化合物で被覆する方法では、金属化合物は電気抵抗が大きいため
負荷特性の低下が懸念される。また黒鉛で被覆された負極では、黒鉛自体の絶縁性が低い
ためＳＥＩの生成を抑制する効果が小さいことが懸念される。
【００１３】
　本発明は、上記した事情に鑑みてなされたものであり、その主な目的は、ＳＥＩの生成
を確実に抑制できるリチウムイオン二次電池用負極活物質を提供するとともに、その負極
活物質を用いたリチウムイオン二次電池を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決する本発明のリチウムイオン二次電池用負極活物質の特徴は、SiOx(0.3
≦x≦1.6)で表されるケイ素酸化物からなる粒子と、その粒子の表面を被覆する樹脂被膜
と、からなり、樹脂被膜はカルボキシル基を含む樹脂からなることにある。
【００１５】
　また上記課題を解決する本発明のリチウムイオン二次電池の特徴は、SiOx(0.3≦x≦1.6
)で表されるケイ素酸化物からなる粒子と、その粒子の表面を被覆する樹脂被膜と、から
なり、樹脂被膜はカルボキシル基を含む樹脂からなる負極活物質から形成されてなる負極
を用いたことにある。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のリチウムイオン二次電池用負極活物質は、SiOx(0.3≦x≦1.6)で表されるケイ
素酸化物からなる粒子と、その粒子の表面を被覆する樹脂被膜と、からなる。すなわち負
極活物質である粒子の表面に予め絶縁被膜が形成されている状態となるため、LiF、LiCO3
などのＳＥＩの生成が抑制される。したがって本発明のリチウムイオン二次電池によれば
、負極の不可逆容量を低減することができ、初期効率が向上するとともにサイクル特性も
向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施例に係る負極活物質を模式的に示す断面図である。
【図２】実施例1と比較例1に係るリチウムイオン二次電池の初回充放電試験結果を示すグ
ラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明のリチウムイオン二次電池用負極活物質は、SiOx(0.3≦x≦1.6)で表されるケイ
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素酸化物からなる粒子と、その粒子の表面を被覆する樹脂被膜と、からなり、樹脂被膜で
被覆された粒子の集合体である粉末状態をなす。このケイ素酸化物からなる粒子は、不均
化反応によって微細なSiと、Siを覆うSiO2とに分解したSiOxからなる。ｘが下限値未満で
あると、Si比率が高くなるため充放電時の体積変化が大きくなりすぎてサイクル特性が低
下する。またｘが上限値を超えると、Si比率が低下してエネルギー密度が低下するように
なる。0.5≦x≦1.5の範囲が好ましく、0.7≦x≦1.2の範囲がさらに望ましい。
【００１９】
　一般に、酸素を断った状態であれば800℃以上で、ほぼすべてのSiOが不均化して二相に
分離すると言われている。具体的には、非結晶性のSiO粉末を含む原料酸化ケイ素粉末に
対して、真空中または不活性ガス中などの不活性雰囲気中で800～1200℃、1～5時間の熱
処理を行うことで、非結晶性のSiO2相および結晶性のSi相の二相を含むケイ素酸化物粉末
が得られる。
【００２０】
　またケイ素酸化物からなる粒子として、SiOxに対し炭素材料を1～50質量％で複合化し
た粒子を用いることもできる。炭素材料を複合化することで、サイクル特性が向上する。
炭素材料の複合量が1質量％未満では導電性向上の効果が得られず、50質量％を超えるとS
iOxの割合が相対的に減少して負極容量が低下してしまう。炭素材料の複合量は、SiOxに
対して5～30質量％の範囲が好ましく、5～20質量％の範囲がさらに望ましい。SiOxに対し
て炭素材料を複合化するには、ＣＶＤ法などを利用することができる。
【００２１】
　ケイ素酸化物からなる粒子は平均粒径が1μｍ～10μｍの範囲にあることが望ましい。
平均粒径が10μｍより大きいとリチウムイオン二次電池の充放電特性が低下し、平均粒径
が1μｍより小さいと樹脂の被覆時に凝集して粗大な粒子となるため同様にリチウムイオ
ン二次電池の充放電特性が低下する場合がある。
【００２２】
　ケイ素酸化物からなる粒子に被覆される樹脂としては、電気絶縁性であり、かつリチウ
ムイオンの移動が可能なものであれば特に制約されない。この樹脂被膜の形成量は、ケイ
素酸化物からなる粒子100質量部に対して1質量部～100質量部の範囲が望ましい。樹脂被
膜の形成量が1質量部未満では、ケイ素酸化物からなる粒子の全表面を被覆することが困
難となり、ケイ素酸化物からなる粒子が表出する表面においてＳＥＩが生成する場合があ
る。また樹脂被膜の形成量が100質量部を超えると、樹脂被膜による抵抗が増大し電池特
性が悪化する場合がある。
【００２３】
　樹脂被膜を形成できる樹脂としては、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）、ポリテトラフル
オロエチレン（PTFE）等のフッ素系ポリマー、スチレンブタジエンゴム（SBR）等のゴム
、ポリイミド等のイミド系ポリマー、アルコキシルシリル基含有樹脂、ポリアクリル酸、
ポリメタクリル酸、ポリイタコン酸などが例示される。またアクリル酸と、メタクリル酸
、イタコン酸、フマル酸、マレイン酸などの酸モノマーとの共重合物を用いることもでき
る。中でもポリアクリル酸など、カルボキシル基を含有する樹脂が特に望ましく、カルボ
キシル基の含有量が多い樹脂ほど好ましい。
【００２４】
　ポリアクリル酸を用いる場合、平均分子量が100,000～5,000,000のものが好ましく、60
0,000～1,000,000のものが特に望ましい。
【００２５】
　ケイ素酸化物からなる粒子に樹脂被膜を形成するには、樹脂を溶媒に溶解した溶液中に
ケイ素酸化物粉末を混合し、よく撹拌した後に溶媒を乾燥させる方法を採用することがで
きる。溶媒を乾燥させるには単に加熱するだけでもよいが、スプレードライ法などを用い
ることも好ましい。
【００２６】
　この樹脂は、負極形成時のバインダーの一部又は全部を構成することもできる。しかし
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負極形成時に用いられるスラリーは、負極活物質に加えて炭素粉末などの導電助剤を含む
のが一般的であるため、単に混合するのみではケイ素酸化物からなる粒子の全表面に樹脂
被膜を形成することが困難となる場合がある。したがって、先ず樹脂被膜を形成する樹脂
を溶媒に溶解した溶液中にケイ素酸化物粉末を混合し、よく撹拌した後に導電助剤と残り
のバインダー成分を加え、さらに混練してスラリーを調製することが望ましい。
【００２７】
　本発明のリチウムイオン二次電池用負極活物質の他の構成要素は、特に限定されず、公
知のものが使用できる。
【００２８】
　本発明のリチウムイオン二次電池の負極は、SiOx(0.3≦x≦1.6)で表されるケイ素酸化
物からなる粒子と、その粒子の表面を被覆する樹脂被膜と、からなる負極活物質から形成
されてなる。この負極は、集電体と、集電体上に結着された活物質層と、を有する。活物
質層は、活物質、導電助剤、バインダー樹脂、及び必要に応じ適量の有機溶剤を加えて混
合しスラリーにしたものを、ロールコート法、ディップコート法、ドクターブレード法、
スプレーコート法、カーテンコート法などの方法で活物質上に塗布し、バインダー樹脂を
硬化させることによって作製することができる。この活物質層中には、樹脂被膜をもちケ
イ素酸化物からなる粒子が負極活物質として含まれている。
【００２９】
　集電体は、放電或いは充電の間、電極に電流を流し続けるための化学的に不活性な電子
高伝導体のことである。集電体は箔、板等の形状を採用することが出来るが、目的に応じ
た形状であれば特に限定されない。集電体として、例えば銅箔やアルミニウム箔を好適に
用いることができる。
【００３０】
　導電助剤は、電極の導電性を高めるために添加される。導電助剤として、炭素質微粒子
であるカーボンブラック、黒鉛、アセチレンブラック（AB）、ケッチェンブラック（KB）
、気相法炭素繊維（Vapor Grown Carbon Fiber：VGCF）等を単独でまたは二種以上組み合
わせて添加することが出来る。導電助剤の使用量については、特に限定的ではないが、例
えば、活物質100質量部に対して、20～100質量部程度とすることができる。導電助剤の量
が20質量部未満では効率のよい導電パスを形成できず、100質量部を超えると電極の成形
性が悪化するとともにエネルギー密度が低くなる。なお炭素材料が複合化されたケイ素酸
化物を活物質として用いる場合は、導電助剤の添加量を低減あるいは無しとすることがで
きる。
【００３１】
　バインダー樹脂は、活物質及び導電助剤を集電体に結着するための結着剤として用いら
れる。バインダー樹脂はなるべく少ない量で活物質等を結着させることが求められ、その
量は活物質、導電助材、及びバインダー樹脂を合計したものの0.5wt％～50wt％が望まし
い。バインダー樹脂量が0.5wt％未満では電極の成形性が低下し、50wt％を超えると電極
のエネルギー密度が低くなる。なお、バインダー樹脂としては前述した各種樹脂を用いる
ことができる。
【００３２】
　本発明のリチウムイオン二次電池における負極を構成するケイ素酸化物には、リチウム
がプリドーピングされていることが望ましい。負極にリチウムをドープするには、例えば
対極に金属リチウムを用いて半電池を組み、電気化学的にリチウムをドープする電極化成
法などを利用することができる。リチウムのドープ量は特に制約されず、例えば特許文献
3に記載の範囲とすることができる。
【００３３】
　上記した負極を用いる本発明のリチウムイオン二次電池は、特に限定されない公知の正
極、電解液、セパレータを用いることが出来る。正極は、リチウムイオン二次電池で使用
可能なものであればよい。正極は、集電体と、集電体上に結着された正極活物質層とを有
する。正極活物質層は、正極活物質と、バインダーとを含み、さらには導電助剤を含んで
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も良い。正極活物質、導電助材およびバインダーは、特に限定はなく、リチウムイオン二
次電池で使用可能なものであればよい。
【００３４】
　正極活物質としては、金属リチウム、LiCoO2、LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2、Li2MnO2、硫黄な
どが挙げられる。集電体は、アルミニウム、ニッケル、ステンレス鋼など、リチウムイオ
ン二次電池の正極に一般的に使用されるものであればよい。導電助剤は上記の負極で記載
したものと同様のものが使用できる。
【００３５】
　電解液は、有機溶媒に電解質であるリチウム金属塩を溶解させたものである。電解液は
、特に限定されない。有機溶媒として、非プロトン性有機溶媒、たとえばプロピレンカー
ボネート（PC）、エチレンカーボネート（EC）、ジメチルカーボネート（DMC）、ジエチ
ルカーボネート（DEC）、エチルメチルカーボネート（EMC）等から選ばれる一種以上を用
いることができる。また、溶解させる電解質としては、LiPF6、LiBF4、LiAsF6、LiI、LiC
lO4、LiCF3SO3等の有機溶媒に可溶なリチウム金属塩を用いることができる。
【００３６】
　例えば、エチレンカーボネート、ジメチルカーボネート、プロピレンカーボネート、ジ
メチルカーボネートなどの有機溶媒にLiClO4、LiPF6、LiBF4、LiCF3SO3等のリチウム金属
塩を0.5mol/lから1.7mol/l程度の濃度で溶解させた溶液を使用することが出来る。
【００３７】
　セパレータは、リチウムイオン二次電池に使用されることが出来るものであれば特に限
定されない。セパレータは、正極と負極とを分離し電解液を保持するものであり、ポリエ
チレン、ポリプロピレン等の薄い微多孔膜を用いることができる。
【００３８】
　本発明のリチウムイオン二次電池は、形状に特に限定はなく、円筒型、積層型、コイン
型等、種々の形状を採用することができる。いずれの形状を採る場合であっても、正極お
よび負極にセパレータを挟装させ電極体とし、正極集電体および負極集電体から外部に通
ずる正極端子および負極端子までの間を、集電用リード等を用いて接続した後、この電極
体を電解液とともに電池ケースに密閉して電池となる。
【００３９】
　以下、実施例を挙げて本発明を更に詳しく説明する。
【実施例１】
【００４０】
　＜リチウムイオン二次電池用負極の作製＞
　先ずSiO粉末（シグマ・アルドリッチ・ジャパン社製、平均粒径5μｍ）を900℃で２時
間熱処理し、平均粒径5μｍのSiOx粉末を調製した。この熱処理によって、SiとOとの比が
概ね１：１の均質な固体の一酸化ケイ素SiOであれば、固体の内部反応によりSi相とSiO2
相の二相に分離する。分離して得られるSi相は非常に微細である。
【００４１】
　すなわち得られたSiOx粉末は、図1の左側に示すSiOx粒子1の集合体であり、このSiOx粒
子1は、SiO210のマトリックス中に微細なSi粒子11が分散した構造となっている。
【００４２】
　次に、ポリアクリル酸（「H-AS」日本触媒社製）をN-メチル-2-ピロリドン(NMP)に8質
量％となるように混合し、溶解してポリアクリル酸溶液を調製した。このポリアクリル酸
溶液の380質量部中に、上記のSiOx粉末48質量部を混合し、混練機を用いてよく混練した
。
【００４３】
　この混練時には、図1に示したSiOx粒子1の表面の全面にポリアクリル酸溶液が付着し、
後述の集電体に塗布して乾燥後には、図1の右側に示すように、SiOx粒子1の表面にはポリ
アクリル酸からなる薄い樹脂被膜2が形成される。
【００４４】
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　得られた混練物に、導電助剤としての黒鉛粉末34.4質量部とケッチェンブラック（KB）
粉末2.6質量部とを混合し、スラリーを調製した。スラリー中の各成分の組成比は固形分
として、SiOx粉末：黒鉛粉末：ケッチェンブラック：ポリアクリル酸＝48：34.4：2.6：1
5である。このスラリーを、厚さ20μｍの電解銅箔（集電体）の表面にドクターブレード
を用いて塗布し、銅箔上に負極活物質層を形成した。
【００４５】
　その後、80℃で20分間乾燥し、負極活物質層から有機溶媒を揮発させて除去した。乾燥
後、ロールプレス機により、集電体と負極活物質層を強固に密着接合させた。これを200
℃で2時間加熱硬化させて、活物質層の厚さが15μｍ程度の負極を形成した。
【００４６】
　なお、負極としてリチウムがドーピングされている負極を用いてもよい。
【００４７】
　＜リチウムイオン二次電池の作製＞
　上記の手順で作製した電極を評価極として用い、リチウムイオン二次電池（ハーフセル
）を作製した。対極は、金属リチウム箔（厚さ500μｍ）とした。
【００４８】
　対極をφ13mm、評価極をφ11mmに裁断し、セパレータ（ヘキストセラニーズ社製ガラス
フィルターおよびcelgard2400）を両者の間に挟装して電極体電池とした。この電極体電
池を電池ケース（宝泉株式会社製CR2032コインセル）に収容した。また、電池ケースには
、エチレンカーボネートとジエチルカーボネートとを1：1（体積比）で混合した混合溶媒
にLiPF6を1Mの濃度で溶解した非水電解質を注入し、電池ケースを密閉して、リチウムイ
オン二次電池を得た。
【００４９】
　[比較例1]
　N-メチル-2-ピロリドン（NMP）にバインダー樹脂としてのポリアミドイミド－シリカハ
イブリッド樹脂(荒川化学工業製、溶剤組成：NMP／キシレン＝4/1、硬化残分30.0％、硬
化残分中のシリカ：2％（割合は全て質量比）、粘度8700mPa・S/25℃)を溶解させた。こ
の溶液と、実施例1と同様のSiOx粉末、導電助剤としての黒鉛粉末、ケッチェンブラック
（KB）粉末を混合し、スラリーを調製した。スラリー中の各成分の組成比は固形分として
、SiOx粉末：黒鉛粉末：ケッチェンブラック：バインダー樹脂＝48：34.4：2.6：15であ
る。このスラリーを、厚さ20μｍの電解銅箔（集電体）の表面にドクターブレードを用い
て塗布し、銅箔上に負極活物質層を形成した。
【００５０】
　その後、80℃で20分間乾燥し、負極活物質層から有機溶媒を揮発させて除去した。乾燥
後、ロールプレス機により、集電体と負極活物質層を強固に密着接合させた。これを200
℃で2時間加熱硬化させて、活物質層の厚さが15μｍ程度の負極を形成した。
【００５１】
　この負極を用い、実施例1と同様にしてリチウムイオン二次電池を作製した。
【００５２】
　＜リチウムイオン二次電池の充放電特性＞
　作製したリチウムイオン二次電池に対して充放電試験を行い、結果を図2に示す。なお
充放電試験は、25℃の温度環境のもと、金属Li基準で放電終止電圧0.01Vまで0.05mAの定
電流で充電を行った後、充電終止電圧2Vまで0.05mAの定電流で放電を行った。「充電」は
評価極の活物質がLiを吸蔵する方向、「放電」は評価極の活物質がLiを放出する方向、で
ある。
【００５３】
　実施例1と比較例1のリチウムイオン二次電池の1サイクル目の充放電曲線を図2に示した
。図2から1Vでの初期放電容量および2Vでの初期放電容量をそれぞれ読み取り、初期効率
を算出した。結果を表１に示す。初期効率は、初期放電容量を初期充電容量で除した値の
百分率（（初期放電容量）／（初期充電容量）×100）で求められる値である。
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【００５４】
【表１】

【００５５】
　図2において、実施例1の放電曲線に比べて、比較例1の放電曲線はなだらかに電圧が低
下している。これは、比較例1のリチウムイオン二次電池では負極にＳＥＩが生成したこ
とを示している。また表1から、実施例1のリチウムイオン二次電池は比較例1に比べて高
い初期効率を示し、これは負極におけるＳＥＩの生成が抑制されたことによる効果である
と考えられる。
【００５６】
　すなわち各実施例のリチウム二次電池によれば、負極活物質であるSiOxの粒子の表面に
ポリアクリル酸からなる樹脂被膜が形成されているため、負極におけるＳＥＩの生成が抑
制され、その結果、初期効率が向上したと考えられる。
【実施例２】
【００５７】
　＜リチウムイオン二次電池用負極の作製＞
　ポリアクリル酸（「H-AS」日本触媒社製）6.7質量部と、ポリアミドイミドシリカ樹脂
（「H900-2」荒川化学工業社製）10質量部と、実施例１と同様にして調製されたSiOx粉末
83質量部とを混合し、混練機を用いてよく混練した。この際、粘度調整のためにN-メチル
-2-ピロリドン(NMP)を混合した。この混練によって、SiOx粒子の表面の全面に樹脂溶液が
付着する。
【００５８】
　得られた混練物に、導電助剤としての黒鉛粉末とケッチェンブラック（KB）粉末とを混
合し、スラリーを調製した。スラリー中の各成分の組成比は固形分として、SiOx粉末：黒
鉛粉末：ケッチェンブラック：ポリアクリル酸：ポリアミドイミド＝50：37：3：4：6で
ある。このスラリーを、厚さ20μｍの電解銅箔（集電体）の表面にドクターブレードを用
いて塗布し、銅箔上に負極活物質層を形成した。
【００５９】
　その後、80℃で20分間乾燥し、負極活物質層から有機溶媒を揮発させて除去した。乾燥
後、ロールプレス機により、集電体と負極活物質層を強固に密着接合させた。これを200
℃で2時間加熱硬化させて、活物質層の厚さが15μｍ程度の負極を形成した。
【００６０】
　＜リチウムイオン二次電池用対極活物質の作製＞
 0.30molの水酸化リチウム一水和物LiOH・H2O(12.6ｇ)と0.10molの硝酸リチウムLiNO3(6.
9ｇ)とを混合して溶融塩原料を調製した。ここに金属化合物原料として前駆体(1.0ｇ)を
加えて原料混合物を調製した。以下に、前駆体の合成手順を説明する。
【００６１】
　0.67molのＭn(NO3)2・６H2O(192.3ｇ)と、0.16molのCo(NO3)2・６H2O(46.6ｇ)と、0.16
molのNi(NO3)2・６H2O(46.5ｇ)とを500mLの蒸留水に溶解させて金属塩含有水溶液を作製
した。この水溶液を氷浴中でスターラーを用いて撹拌しながら、50ｇ(1.2mol)のLiOH・H2
Oを300mLの蒸留水に溶解させたものを2時間かけて滴下して水溶液をアルカリ性とし、金
属水酸化物の沈殿を析出させた。この沈殿溶液を5℃に保持したまま酸素雰囲気下で1日熟
成を行った。得られた沈殿物を濾過、蒸留水を用いて洗浄することによりMn：Co：Ni＝0.
67：0.16：0.16の前駆体を得た。
【００６２】
　なお、得られた前駆体は、Ｘ線回折測定により、Mn3O4、Co3O4およびNiOの混合相から
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なることが確認された。そのため、この前駆体1ｇの遷移金属元素含有量は0.013molであ
る。このとき、前駆体の遷移金属が全て目的生成物に供給されたと仮定して、（目的生成
物のLi）／（溶融塩原料のLi）は、0.0195mol／0.4mol＝0.04875であった。
【００６３】
　原料混合物は坩堝にいれて、真空乾燥器内において120℃で12時間真空乾燥した。その
後、乾燥器を大気圧に戻し、原料混合物の入った坩堝を取り出し、直ちに450℃に熱せら
れた電気炉に移し、酸素雰囲気中450℃で4時間加熱した。このとき原料混合物は融解して
溶融塩となり、黒色の生成物が沈殿していた。
【００６４】
　次に、溶融塩の入った坩堝を電気炉から取り出し、室温にて冷却した。溶融塩が十分に
冷却されて固体化した後、坩堝ごと200mLのイオン交換水に浸し、攪拌することで、固体
化した溶融塩を水に溶解した。黒色の生成物は水に不溶性であるため、水は黒色の懸濁液
となった。黒色の懸濁液を濾過すると、透明な濾液と、濾紙上に黒色固体の濾物と、が得
られた。得られた濾物をさらにイオン交換水を用いて十分に洗浄しながら濾過した。洗浄
後の黒色固体を120℃で6時間、真空乾燥した後、乳鉢と乳棒を用いて粉砕した。得られた
黒色粉末についてCuＫα線を用いたＸＲＤ測定を行った。ＸＲＤによれば、得られた化合
物は層状岩塩構造であることがわかった。また、ICPおよびMnの平均価数分析によれば、
組成は0.5(Li2MnO3)・0.5(LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2)であると確認された。
【００６５】
　上記により調製された正極活物質と、導電助剤としてのアセチレンブラックと、結着材
としてのPVdFと、分散剤のPVP（ポリビニルピロリドン(BASF社製)）を、質量比で88：6：
5.88：0.12の割合で混合した。次いで、この混合物を集電体であるアルミニウム箔に塗工
した。その後、120℃で6時間以上真空乾燥し、活物質層の厚さが約54μｍの正極を形成し
た。
【００６６】
　＜リチウムイオン二次電池の作製＞
　上記の手順で作製した負極と正極を用いて、リチウムイオン二次電池を作製した。
【００６７】
　正極を7.5mm2、負極を8.06mm2に裁断し、セパレータ（「celgard2400」セルガード社製
）を両者の間に挟装して電極体電池とした。この電極体電池をラミネートに収容した。ま
た、ラミネートセルには、エチレンカーボネートとジエチルカーボネートとを3：7（体積
比）で混合した混合溶媒にLiPF6を1Mの濃度で溶解した非水電解質を注入し、ラミネート
を密閉して、リチウムイオン二次電池を得た。
【００６８】
　[参考例1]
　N-メチル-2-ピロリドン（NMP）にバインダー樹脂としてのポリアミドイミドシリカ樹脂
（「H900-2」荒川化学工業社製）を溶解させた。この溶液と、実施例1と同様のSiOx粉末
、導電助剤としての黒鉛粉末、ケッチェンブラック（KB）粉末を混合し、スラリーを調製
した。スラリー中の各成分の組成比は固形分として、SiOx粉末：黒鉛粉末：ケッチェンブ
ラック：バインダー樹脂＝50：37：3：10である。このスラリーを、厚さ20μｍの電解銅
箔（集電体）の表面にドクターブレードを用いて塗布し、銅箔上に負極活物質層を形成し
た。
【００６９】
　その後、80℃で20分間乾燥し、負極活物質層から有機溶媒を揮発させて除去した。乾燥
後、ロールプレス機により、集電体と負極活物質層を強固に密着接合させた。これを200
℃で2時間加熱硬化させて、活物質層の厚さが15μｍ程度の負極を形成した。
【００７０】
　この負極を用いたこと以外は実施例1と同様にして、リチウムイオン二次電池を作製し
た。
【００７１】
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　＜リチウムイオン二次電池の高温保存特性＞
　実施例2及び参考例1のリチウムイオン二次電池をそれぞれ満充電状態とし、1Cにおける
放電容量をそれぞれ測定し保存前放電容量とした。その後再び満充電状態とし、80℃にて
5日間保存する保存試験を行った後に、1Cにおける放電容量をそれぞれ測定して保存後放
電容量とした。そして保存特性値として100×保存後放電容量／保存前放電容量を算出し
、結果を表2に示す。
【００７２】
【表２】

【００７３】
　表2より、実施例2に係るリチウムイオン二次電池は高温保存後にも高い放電容量を示し
、放電特性に優れている。これは、負極活物質であるSiOx粉末の表面にポリアクリル酸の
被膜が形成されていることによる効果であると考えられる。
【符号の説明】
【００７４】
1：SiOx粒子　　2：樹脂被膜　　10：SiO2　　11：Si

【図１】

【図２】
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