
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも負極、正極、該負極と該正極との間に配置されたセパレータ及び電解質とを有
するリチウムを利用する二次電池であって、該負極または該正極の少なくともいずれか一
方が多孔質中空構造を有する活物質を有 することを
特徴とするリチウムを利用する二次電池。
【請求項２】
前記活物質はゲストとしてのリチウムイオンを挿入脱離するホストとして働く請求項１に
記載のリチウムを利用する二次電池。
【請求項３】
前記正極の多孔質中空構造を有した活物質が、少なくとも金属酸化物から構成されている
請求項１記載のリチウムを利用する二次電池。
【請求項４】
前記負極の多孔質中空構造を有した活物質が、少なくともカーボン、金属、金属酸化物も
しくはそれらの複合材料から構成されている請求項１記載のリチウムを利用する二次電池
。
【請求項５】
前記負極の活物質が、リチウムを層間に取り込めるグラファイト層を有しているカーボン
から構成されている請求項 記載のリチウムを利用する二次電池。
【請求項６】
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前記負極の活物質がカーボンで、かつ元素の周期表の１３族元素、１４族元素、１５族元
素、１６族元素、１７族元素から選択される元素を含有している請求項１記載のリチウム
を利用する二次電池。
【請求項７】
前記負極の活物質のカーボンに含有される周期表の１３族元素がほう素である請求項 記
載のリチウムを利用する二次電池。
【請求項８】
前記負極の活物質のカーボンに含有される周期表の１５族元素が窒素およびリンから選択
される一種以上の元素である請求項 記載のリチウムを利用する二次電池。
【請求項９】
前記負極の活物質のカーボンに含有される周期表の１４族元素が珪素である請求項 記載
のリチウムを利用する二次電池。
【請求項１０】
前記負極の活物質のカーボンに含有される周期表１６族元素が酸素、イオウから選択され
る一種以上の元素である請求項 記載のリチウムを利用する二次電池。
【請求項１１】
前記負極の活物質のカーボンに含有される周期表１７族元素がフッ素、塩素から選択され
る一種以上の元素である請求項 記載のリチウムを利用する二次電池。
【請求項１２】
前記負極、正極、セパレータ及び収容するハウジングを有する請求項１に記載のリチウム
を利用する二次電池。
【請求項１３】
前記負極は前記活物質を有する活物質層と集電体とを有する請求項１に記載のリチウムを
利用する二次電池。
【請求項１４】
前記正極は前記活物質を有する活物質層と集電体とを有する請求項１に記載のリチウムを
利用する二次電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、リチウムを利用する二次電池に関する。より詳細には、充放電を繰り返しによ
って発生するリチウムのデンドライとを抑え得るリチウム二次電池に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、大気中に含まれるＣＯ２ 　ガス量が増加しつつあり、ＣＯ２ 　ガスの温室効果によ
り地球の温暖化が生じると予測されている。このため、ＣＯ２ 　ガスを多量に排出する火
力発電所、（該火力発電所は石油や石炭のような化石燃料を燃焼してそのエネルギーを電
気エネルギーに変換している）は、新たに建設することが難しくなってきている。
【０００３】
また、火力発電による発電を最も効率よく行うためには、一定の条件で運転することが好
ましい。発電量を急激に変化させることは難しいという理由もあり、発電量は工場なども
一般に稼動する電力消費量の多い昼間に合わせて調整される。そのため、使用電力が低下
する夜間においては、発電された電力を無駄にしているのが現状である。そこで、火力発
電所などの発電機にて作られた電力の有効利用として、夜間電力を一般家庭などに設置し
た二次電池に蓄えて、これを電力消費量の多い昼間に使用して負荷を平準化する、いわゆ
るロードレベリングが提案されそれに使用し得る二次電池が熱望されている。
【０００４】
また、運転に伴って、炭素酸化物（ＣＯＸ 　）、窒素酸化物（ＮＯＸ 　）、炭化水素化物
（ＣＨ）及びパーティクルなどの大気を汚染するといわれる物質を排出しない電気自動車
用途では、実用性の確保という点からもより高エネルギー密度の二次電池の開発が期待さ
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れている。
【０００５】
さらに、ブック型パーソナルコンピューター、ワードプロセッサー、ビデオカメラ及び携
帯電話などのポータブル機器の電源用途では、より一層小型・軽量で高性能な二次電池の
開発が急務になっている。
【０００６】
上記小型・軽量で高性能の二次電池としては、リチウム－グラファイト層間化合物を二次
電池の負極に応用する例がＪＯＵＲＮＡＬ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＥＬＥＣＴＯＲＯＣＨＥＭＩ
ＣＡＬ　ＳＯＣＩＥＴＹ　１１７，　２２２　（１９７０）　に報告されて以来、例えば
カーボンを負極物質に、リチウムイオンを層間化合物に導入したものを正極活物質に用い
、カーボンの層間に充電反応でリチウムを挿入して蓄えるロッキングチェアー型二次電池
、いわゆる“リチウムイオン電池”の開発が進み、一部実用化されつつある。このリチウ
ムイオン電池では、リチウムをゲストとして層間にインターカレートするホスト材料のカ
ーボンを負極に用いることによって、充電時のリチウムのデンドライト成長を抑えて、充
放電サイクルにおいて長寿命を達成している。
【０００７】
このように長寿命の二次電池が達成できることから、負極に各種のカーボンを応用する提
案及び研究も盛んに行われている。米国特許４，７０２，９７７号公報（特開昭６２－１
２２０６６号公報）では、水素／炭素の原子比が０．１５未満、（００２）面の面間隔が
０．３３ナノメートル以上、ｃ軸の結晶子の大きさが１５ナノメートル以下、である炭素
材料を負極に用いたリチウムイオンなどのアルカリ金属イオンを利用した二次電池が提案
されている。また、米国特許４，９５９，２８１（特開平２－６６８５６）号公報では、
（００２）面の面間隔が０．３７０ナノメートル以上、真密度１．７０ｇ／ｃｍ３ 　未満
、かつ空気気流中における示差熱分析で７００℃以上に発熱ピークを有しない、炭素材料
を負極に用いた二次電池が提案されている。
【０００８】
また、各種のカーボンの電池負極への応用する研究例として、電気化学、Ｖｏｌ．５７，
ｐ６１４（１９８９）では炭素繊維、第３４回電池討論会講演要旨集、ｐ７７（１９９３
）ではメソフェース微小球体、第３３回電池討論会講演要旨集ｐ２１７（１９９２）では
天然グラファイト、第３４回電池討論会講演要旨集、ｐ７７（１９９３）ではグラファイ
トウィスカー、電気化学協会第５８回大会講演要旨集、ｐ１５（１９９１）ではフルフリ
ルアルコール樹脂の焼成体を負極として利用する研究が報告されている。
【０００９】
しかし、カーボンをリチウムを貯蔵する負極活物質として用いるリチウムイオン電池では
、充放電の繰り返しにも安定して取り出せる放電容量が、炭素原子６個に１個のリチウム
原子を蓄えるグラファイト層間化合物の理論容量を越えるものはまだ得られていない。し
たがって、カーボンを負極活物質としているリチウムイオン電池は、サイクル寿命は長い
が、金属リチウムそのものを負極活物質に使用するリチウム電池の電池のエネルギー密度
には及んでいない。
【００１０】
リチウム金属を負極に用いる高容量のリチウム蓄電池が実用化することが難しいのは、充
放電の繰り返しによって発生し、短絡の主原因になるリチウムのデンドライトの発生を抑
えることが難しいためである。リチウムのデンドライトが成長して、負極と正極が短絡状
態になった場合、電池のもつエネルギーがその短絡部分で短時間で消費されることによっ
て発熱し、電解液の溶媒が分解しガスを発生することによって内圧が高まり、電池の損傷
を招いてしまう。この対策として、リチウムの反応性を抑えるため、負極にリチウム－ア
ルミニウムなどのリチウム合金を用いる方法も提案されているが、サイクル寿命が充分満
足されるものでなく広範囲な実用化には至っていない。
【００１１】
一方、ＪＯＵＲＮＡＬ　ＯＦ　ＡＰＰＬＩＥＤ　ＥＬＥＣＴＲＯＣＨＥＭＩＳＴＲＹ　２
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２　（１９９２）　６２０－６２７　には、リチウム一次電池よりエネルギー密度が劣る
が、表面がエッチングされたアルミニウム箔を負極として用いた高エネルギー密度のリチ
ウム二次電池の報告が掲載されている。しかし、充放電サイクルの実用域まで繰り返した
場合、アルミニウム箔が膨張収縮を繰り返し、亀裂が入ってしまい、集電性が低下すると
共にデンドライトの成長が起こり、実用レベルで使用可能なサイクル寿命を有する二次電
池は得られない。
【００１２】
したがって、長寿命で、現在実用化しているカーボン負極より高エネルギー密度の負極材
料の開発が熱望されている。
【００１３】
さらに、高エネルギー密度の二次電池を実現するには、正極材料の開発も必須である。現
状では、正極活物質としてリチウムイオンを層間化合物に挿入（インターカレート）した
リチウム－遷移金属酸化物が主に使用されているが、理論容量の４０～６０％の放電容量
しか達成されていない。
【００１４】
リチウムイオンをゲストとして充放電反応に利用する、“リチウムイオン電池”も含めた
リチウム二次電池では、実用域のサイクル寿命を備え、かつ現在実用化しているカーボン
負極及び遷移金属酸化物正極よりさらなる高容量な負極及び正極の開発が強く望まれてい
る。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、リチウムイオンをゲストとして充放電反応に利用する、リチウムを利用した二
次電池において、エネルギー密度が高く、かつ、サイクル寿命が長いリチウムを利用した
二次電池を提供することを目的とする。
【００１６】
また、本発明は充放電効率が高く、エネルギー密度の高いリチウムを利用した二次電池を
提供することを目的とする。
【００１７】
さらに本発明は、充放電に伴う電気化学反応より低い、電流密度でスムーズに行うことが
できるリチウムを利用した二次電池を提供することを目的とする。
【００１８】
加えて本発明は、デンドライトの発生がないか極めて少なく、高寿命で性能安定性の高い
リチウムを利用した二次電池を提供することを目的とする。
【００１９】
また、本発明は少なくとも負極、正極、該負極と該正極との間に配置されたセパレータ及
び電解質を有するリチウムを利用する二次電池であって、該負極または該正極の少なくと
もいずれか一方が多孔質中空構造を有する活物質を有するリチウムを利用する二次電池を
提供することを目的とする。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
前記目的は以下の手段によって達成される。
【００２１】
すなわち、本発明は少なくとも負極、正極、該負極と該正極との間に配置されたセパレー
タ及び電解質とを有するリチウムを利用する二次電池であって、該負極または該正極の少
なくともいずれか一方が多孔質中空構造を有する活物質を有

することを特徴とするリチウムを利用する二次電池を提案するものであり、前記
活物質はゲストとしてのリチウムイオンを挿入脱離するホストとして働くこと、前記正極
の多孔質中空構造を有した活物質が、少なくとも金属酸化物から構成されていること
記負極の多孔質中空構造を有した活物質が、少なくともカーボン、金属、金属酸化物もし
くはそれらの複合材料から構成されていること、前記負極の活物質がカーボンで、かつ元
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素の周期表の１３族元素、１４族元素、１５族元素、１６族元素、１７族元素から選択さ
れる元素を含有していること、前記負極の活物質のカーボンに含有される周期表の１３族
元素がほう素であること、前記負極の活物質のカーボンに含有される周期表の１５族元素
が窒素およびリンから選択される一種以上の元素であること、前記負極の活物質のカーボ
ンに含有される周期表の１４族元素が珪素であること、前記負極の活物質のカーボンに含
有される周期表１６族元素が酸素、硫黄から選択される一種以上の元素であること、前記
負極の活物質のカーボンに含有される周期表１７族元素がフッ素、塩素から選択される一
種以上の元素であること、前記負極、正極、セパレーター及び収容するハウジングを有す
ること、前記負極は前記活物質を有する活物質層と集電体とを有すること、前記正極は前
記活物質を有する活物質層と集電体とを有することを含む。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下本発明をさらに詳細に説明する。
【００２３】
本発明は少なくとも負極、正極、該負極と該正極との間に配されたセパレータ及び電解質
を有するリチウム二次電池の電極（負極または正極）を多孔質中空構造としている。
【００２４】
このように本発明では、リチウム二次電池の正極または負極が多孔質中空構造を有した活
物質から構成することで、電解液との接触面積が大きくなりリチウムイオンの電気化学反
応にと伴う移動が容易になる、かつリチウムが挿入されるときの活物質の体積膨張で発生
する歪みを抑えることができる。その結果、充放電による電気化学反応が効率的に進み、
大電流も容易に流せ、電池容量を増大でき、充放電の繰り返しによる電極の破壊も抑制で
きる。したがって、急速充電が可能で、高容量・長寿命のリチウム電池が実現できる。
【００２５】
また、本発明では、正極または負極の多孔質中空構造を有した活物質の中空部に、導電体
を有する 、集電能をさらに増すことができる。その結果、より大電流が流せ、充放電
効率も向上できる。したがって、急速充電可能な高容量の二次電池の実現が可能となる。
【００２６】
さらに、本発明では、負極の多孔質中空構造を有した活物質が少なくともカーボンもしく
は金属酸化物からなる場合には、充電時に析出するリチウムが電解液と直接接触しないの
で、リチウムのデンドライト成長が抑えられ、サイクル寿命を延ばすことができる。本発
明で、負極の多孔質中空構造を有した活物質が少なくとも金属からなる場合にはリチウム
析出時に金属表面にリチウムが析出するかその金属と合金化するため、負極の単位体積当
たりに多量のリチウムを収納できるため、高容量が達成できる。
【００２７】
また、本発明では、負極の多孔質中空構造を有した活物質に、ＩＵＰＡＣの無機化学命名
法の元素の周期表の１３族元素、１４族元素、１５族元素、１６族元素、１７族元素から
選択される元素を含有するカーボンを用いると、リチウムを多く挿入でき、加えて、不純
物との反応性を低下させることができるので寿命を延ばすことができる。特に、元素の周
期表の１３族元素であるほう素、１４族元素である珪素、１５族元素である窒素やリンに
よる炭素の置換は、カーボンの結晶格子を延ばし、リチウムの収納空間を広げることがで
き、かつリチウム挿入時の体積膨張が少なくなるため膨張収縮による疲労劣化を抑えるこ
とができるので好ましい。元素の周期表の１６族元素である酸素、１７族元素であるフッ
素や塩素の負極のカーボンの一部に結合させることによって、電解液中の不純物などとの
反応性を低下させることができるので好ましい。これによって、さらに高容量・長寿命の
負極を実現できる。
【００２８】
このようにリチウムイオンを挿入脱離できるホスト材料である多孔質中空構造の活物質を
正極または負極に用いたリチウム二次電池では、高い電気容量とエネルギー密度を達成す
ることができる。
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【００２９】
なお、本発明では、リチウムを脱離もしくは挿入した物質で、かつリチウムを電気化学反
応で可逆的に脱離挿入できる物質を、リチウム二次電池の活物質と呼ぶ。
【００３０】
以下、本発明を必要に応じて図面を用いてさらに詳細に説明する。
【００３１】
図１（ａ），（ｂ），（ｃ）はそれぞれ、本発明の二次電池を用いた、リチウムイオンの
ホスト材料となる正極活物質または負極活物質となる多孔質中空活物質の概念的断面を示
す概略断面図である。
【００３２】
また、図２は図１（ａ）～（ｃ）に示されている球状形状構造の活物質の、図７は管状構
造の活物質の概念的斜視図である。
【００３３】
図１（ａ）乃至（ｃ）図２及び図７において、１００は活物質構成材料、１０１は細孔、
１０２は中空部、１０３は表皮層、１０４は中空部に設けた導電体である。
【００３４】
図１（ａ）及び図２に示される活物質は細孔１０１を有する活物質構成材料１００で中空
部１０２を形作るような構造とされている。図７では中空部１０２は円筒形とされている
。
【００３５】
図１（ｂ）に示される活物質は図１（ａ）の活物質構成材料１００の外側表面に表皮層１
０３が設けられている例である。表皮層１０３は空気中での活物質構成材料１００の酸化
安定性を向上するための表面酸化層や電解液との活物質構成材料１００との反応性を抑制
するためのハロゲン化物層のような反応抑制層を挙げることができる。
【００３６】
図１（ｃ）に示されている活物質は、図１（ａ）の中空部１０２内に導電体１０４を設け
た場合の例を示して 。
【００３７】
上記中空構造を有する活物質の直径は、その調製方法と粉砕工程によって異なってくるが
、電池の容量を高めるためには粒径が小さい方が充填密度を高めることができるため好ま
しい。
【００３８】
しかしながら、粒径が小さくなり過ぎるとその取り扱いが容易でなくなるので、上記中空
活物質の粒の直径は０．０１ミクロン～１００ミクロンとすることが好ましく、０．１ミ
クロン～１０ミクロンとするのがより好ましい。また、細孔の大きさは活物質粒の直径の
１／１０程度以下とすることが好ましい。
【００３９】
図３は本発明の二次電池に用いた正極または負極の構造の一例を説明するための概念図で
、正極または負極の一面側部分の概略的断面図である。したがって、集電体２００の両面
側に活物質層２０３を設けることも可能である。正極または負極２０４は、集電体２００
上に図１（ａ）乃至（ｃ）で説明したような断面形状の正極活物質または負極活物質であ
る多孔質中空活物質２０１を結着剤２０２で結着され形成された活物質層２０３が設けら
れた構造とされている。図３では図示していないが、実際の電池では正極または負極の活
物質層２０３に電解質が接触している。また、図３では図示していないが、多孔質の中空
の活物質２０１の導電率が低い場合には、結着剤にさらに導電補助剤を加えて活物質層２
０３を形成することが好ましい。また、活物質層内の活物質の占める割合は、電池の容量
を高く保持するという点から、５０ｗｔ％以上とすることが好ましく、７０ｗｔ％以上と
することがより好ましい。
【００４０】
正極活物質剤にリチウム－遷移金属酸化物を採用する場合の多孔質中空構造の正極活物質
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おり、これが本発明に用いる構成のものである



粒子の調整方法としては、界面反応を利余する方法が一例として挙げられる。
【００４１】
より具体的には、水に難溶性もしくは不溶性の有機溶媒に非イオン界面活性剤を溶解し、
遷移金属塩水溶液を混合してエマルジョンを調製した後、Ｌｉ塩もしくはＬｉＯＨ水溶液
を反応させ、乾燥焼成することで多孔質中空構造のリチウム－遷移金属酸化物を得ること
ができる。さらに、中空部に導電体を設けた多孔質中空構造の正極活物質粒子の調製方法
としては、上記エマルジョンを調製時に金属微粉末などの導電体粉を分散させた遷移金属
塩水溶液を用いることによって容易に得ることができる。
【００４２】
負極活物質粒子も、正極活物質粒子と同様の方法で調製することができる。
【００４３】
次に多孔質中空構造の金属粒子の調製方法の好適な一例について説明する。
【００４４】
多孔質中空構造の金属粒子の好適な調製方法としては、前記正極活物質粒子の構成方法と
同様の方法で調製した金属酸化物粒子を、水素ガスの還元雰囲気で熱処理するか水素プラ
ズマ中にさらして、還元し調製する方法が採用できる。このようにして調製される金属粒
子は比表面積が大きいために空気中では酸素と急激に反応しやすい、そのため取り扱いに
よっては作製される電池の安定性や特性に影響を及ぼす場合があるので、この金属表面を
液中もしくは減圧下で酸素と反応させ、ゆっくり酸化して表面に酸化膜を形成するが、フ
ッ化水素酸などを作用させて、表面ハロゲン化物膜を形成して、反応に対する耐性を増す
のが好ましい。また、ハロゲン化炭化水素や窒素ガスのプラズマ処理も耐酸化処理として
有効である。上記酸化処理、ハロゲン化処理及び窒化処理は充放電時に電解液中の有機溶
媒もしくは不純物との副反応を抑制する効果もある。
【００４５】
多孔質中空構造の金属粒子の別の好適な調製方法としては、有機高分子の微粒子を無電解
メッキ（化学メッキ）液中に分散させ、還元反応で、有機高分子の微粒子表面に金属膜を
形成した後、得られた金属膜で被覆された有機高分子粒子を溶媒中に分散させて有機高分
子を溶解除去して調製する方法が挙げられる。
【００４６】
金属粒子の負極活物質粒子もまた、同様な方法により調製することができる。
【００４７】
次に、負極活物質としてカーボンを使用した場合の多孔質中空構造の形成方法の好適な一
例について説明する。
【００４８】
多孔質中空構造のカーボンの調製方法としては、二重円筒ノズルの中心に空気または高分
子に親和性のない液体を通し、外側の円筒ノズルに溶融した高分子材または溶解した高分
子材を通過させて紡糸し高分子の中空糸を作製した後、焼成し粉砕して調製する方法が好
適な方法としても挙げられる。
【００４９】
多孔質中空構造のカーボンの他の好適な調製方法としては、植物の導管・仮導管を炭化す
る方法が挙げられる。この方法では、例えば植物を炭化した後、好ましくは酸化処理とア
ルカリエッチング処理し、焼成粉砕して調製される。なお、炭化は、負活性ガスまたは窒
素ガス雰囲気下で６００～１０００℃で処理を行うのが好ましい。酸化処理を施す場合は
空気中２５０～４００℃で処理を行うのが好ましい。
【００５０】
多孔質中空構造のカーボンのさらに他の好適な調製方法として、水に難溶性もしくは不溶
性の有機溶媒に非イオン系界面活性剤と有機高分子材を溶解し、有機高分子材を溶解しな
い溶媒、水、もしくは無機化合物を溶解した水溶液を混合して、エマルジョンを調製した
後、その有機高分子材が溶解しない溶媒に滴下して、有機高分子材を沈殿させ、乾燥焼成
して調製する方法も挙げられる。
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【００５１】
上記カーボンの原料となる有機高分子材に好適なものの例としては、ポリビニルアルコー
ル、ポリフルフリルアルコール、ポリ酢酸ビニル、ポリアクリロニトリル、ポリパラフェ
ニレン、ポリパラフェニレンスルフィド、ポリパラフェニレンビニレン、ポリチエニレン
、ポリジチエニルポリエン、ポリビニルナフタレン、ポリ塩化ビニル、ポリアニリン、ポ
リピロール、フラン樹脂、シリコーン樹脂などが挙げられる。
【００５２】
上記カーボン材を得るための焼成は、不活性ガスまたは窒素ガス雰囲気下で６００～３０
００℃で行うのが好ましい。焼成温度が高いとよりグラファイトの結晶が成長し易くなる
。
【００５３】
上記カーボンの炭素原子を元素の周期表の１３族元素、１４族元素、１５族元素、１６族
元素、１７族元素から選択される少なくとも一種の元素で少なくとも一部を置き換えるこ
とによって、結晶軸を広げ充電時のリチウムの挿入量を増し挿入時の歪みを低減すること
ができ、電解液との反応も低減することができる。これによってより高容量で長寿命のリ
チウム二次電池用負極を形成できる。
【００５４】
上記元素を含有した多孔質中空カーボンの好適な調製方法としては、カーボンの原料であ
る高分子に元素の周期表の１３族元素、１４族元素、１５族元素、１６族元素、１７族元
素から選択される少なくとも一種の元素を含有する高分子を使用して調製する方法が挙げ
られる。
【００５５】
また、別の好適な調製方法としては、原料の高分子材に、焼成時に分解し易い上記元素を
含む物質を混合した後、焼成して調製する方法が挙げられる。
【００５６】
電気容量を増した負極を得るための、上記添加する元素量は、焼成して得られる多孔質中
空カーボン材の１～２０原子％が好適である。添加する元素としては１３族元素ではほう
素、１４族元素では珪素、１５族元素では窒素やリン、１６族元素ではイオウ、１７族元
素ではフッ素や塩素が好適である。特には、ほう素元素の添加が好適である。焼成前の原
料となる高分子材に混同するほう素化合物の好適な例としては、トリフェニルほう素、ト
リ－ｐ－トリルほう素などのトリアリールほう素、ボラン－４－メチルモルホリン錯体、
ボラン－４－フェニルモルホリン錯体、ボラン－ビペラジン錯体、ボラン－ビペリジン錯
体、ボラン－ポリビニルピリジン錯体、ボラン－ピリジン錯体、ボラン－テトラヒドロフ
ラン錯体、ボラン－トリエチルアミン錯体、ボラン－トリメチルアミン錯体、ボラン－メ
チルサルファイド錯体、ボラン－メチル１，４－オキサチアン錯体などのボラン錯体テト
ラフェニルほう酸ナトリウムなどのテトラフェニルほう酸塩が好適に挙げられる。
【００５７】
続いて、本発明の二次電池の概念的構成を図４を用いて説明する。
【００５８】
図４において、３０１は負極（電極）、３０２は正極（電極）、３０３は電解質、３０４
はセパレータ、３０５は負極端子、３０６は正極端子、３０７はハウジングである。
【００５９】
図４に示されるように、負極３０１と正極３０２はセパレーター３０４を介して対向して
ハウジング３、７中に保持された電解質３０３中に配されている。セパレータ３０４は負
極３０１と正極３０２とが接して短絡するのを防ぐために設けられる。
【００６０】
負極３０１と正極３０２は図３に示されるような構造を有しており、正極端子３０６や負
極端子３０５はそれぞれの電極の集電電極に電気的に接続される。但し、正極端子３０６
や負極端子３０５は各電極の集電電極であってもよいし、正極端子３０６や負極端子３０
５あるいは集電電極の少なくとも一部がハウジングの少なくとも一部を構成していてもよ
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い。
【００６１】
次に、電池の各構成部材について詳述する。
【００６２】
正極 物質の材質としては、遷移金属酸化物、遷移金属硫化物、リチウム－遷移金属酸化
物、またはリチウム－遷移金属硫化物が好適に用いられる。遷移金属酸化物や遷移金属硫
化物の構成元素となる遷移金属元素としては、例えば、部分的にｄ殻あるいはｆ殻を有す
る元素であるところの、Ｓｃ，Ｙ，ランタノイド、アクチノイド、Ｔｉ，Ｚｒ，Ｈｆ，Ｖ
，Ｎｂ，Ｔａ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｗ，Ｍｎ，Ｔｃ，Ｒｅ，Ｆｅ，Ｒｕ，Ｏｓ，Ｃｏ，Ｒｈ，Ｉ
ｒ，Ｎｉ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ｃｕ，Ａｇ，Ａｕからなる群から選択される少なくとも一種が好
ましい元素として挙げられる。特に第一遷移系列金属であるＴｉ，Ｖ，Ｃｒ，Ｍｎ，Ｆｅ
，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｃｕからなる群から選択される少なくとも一種の元素が好適に用いられる
。
【００６３】
負極活物質の材料としては、カーボン、金属、金属酸化物が適している。カーボン材料と
しては、リチウムを層間に取り込めるグラファイト層を有しているものが好ましい。金属
材料の好適なものとしては、Ｃｕ，Ｎｉ，Ａｌ，Ｔｉ，Ｓｎ，Ｐｂ，Ｚｎ，Ｃｒ，Ｆｅ，
Ｐｔ，Ｐｄからなる群から選択される少なくとも１種が好ましい元素として挙げられる。
金属酸化物として好適なものとしては、タングステン、モリブデン、チタン、パナジウム
、ニオブ、ジルコニウム、タンタル、クロムからなる群から選択される少なくとも一種の
元素の酸化物が好適に挙げられる。
【００６４】
特に、多孔質中空構造の活物質粒子としては、金属酸化物粒子、金属粒子、カーボン等が
好適に挙げられる。
【００６５】
多孔質中空構造の活物質粒子としての金属酸化物粒子の調製方法の好適な一例について正
極活物質粒子を例にとって説明する。
【００６６】
＜正極＞
本発明における正極としては、前述したように例えば、少なくとも前述の多孔質中空正極
活物質、結着剤、及び集電体と必要に応じて導電補助材から構成されているものが挙げら
れる。
【００６７】
以下では、正極の作製方法の好適な一例について説明する。
【００６８】
まず多孔質中空正極活物質、結着剤及び必要に応じて導電補助材を混合し、溶媒を添加し
て粘度を調整して、ペーストを調製する。
【００６９】
次に上記ペーストを集電体上に塗布し、乾燥して正極を形成する。
【００７０】
上記の塗布方法としては、例えば、コーター塗布方法、スクリーン印刷法が好適に適用で
きる。
【００７１】
正極に使用可能な導電補助材としては、粉末状または繊維状のアセチレンブラックやケッ
チェンブラックなどのカーボンブラックに代表される非晶質炭素、黒鉛、電池反応に不活
性な金属が好適なものとして挙げられる。
【００７２】
正極に使用可能な結着剤としては例えば、電解液が非水溶媒系の場合には、ポリエチレン
やポリプロピレンなどのポリオレフィン、またはポリフッ化ビニリデンやテトラフルオロ
エチレンポリマーのようなフッ素樹脂が好ましいものとして挙げられる。
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【００７３】
本発明における正極の集電体は、充電時に電極反応で消費する電流を効率よく供給する、
あるいは放電時に発生する電流を効率よく集電する役目を担っている。したがって正極の
集電体を形成する材料としては、電導度が高く、かつ、電池反応に不活性な材質が望まし
い。好ましい材質としては、ニッケル、チタニウム、銅、アルミニウム、ステンレススチ
ール、白金、パラジウム、金、亜鉛、各種合金、及び上記材料の二種以上の複合金属が挙
げられる。なお、銅や亜鉛を使用する場合には充放電により銅や亜鉛が溶解、析出し易い
ことを考慮して、より不活性な金属であるニッケルやチタニウムにより被覆して使用する
のが望ましい。集電体の形状としては、例えば、板状、箔状、メッシュ状、スポンジ状、
繊維状、パンチングメタル、エキスバンドメタルなどの形状が採用できる。
【００７４】
＜負極＞
本発明の負極の好適な一例としては、例えば、少なくとも、前述の多孔質中空負極活物質
、結着剤、集電体及び必要に応じて導電補助体から構成されているものが挙げられる。
【００７５】
以下では、負極の作製方法の好適な一例について説明する。
【００７６】
まず、多孔質中空負極活物質、結着剤を混合し、溶媒を添加して粘度を調整して、ペース
トを調製する。
【００７７】
次に上記ペーストを集電体上に塗布し、乾燥して負極を形成する。
【００７８】
上記負極活物質の導電率が低い場合には、上記ペーストを調整する際に適宜正極作製に用
いる導電補助剤と同様なものを添加して、集電能を高めるのが好ましい。上記結着剤とし
ては前記正極作製に使用する結着剤と同様のものが使用できる。また、集電体の材質や形
状も前記正極において説明した集電体と同様のものが採用できる。
【００７９】
上記のペーストの塗布方法としては、例えば、コーター塗布方法、スクリーン印刷法が適
用できる。
【００８０】
＜セパレータ＞
本発明におけるセパレータは、負極と正極の短絡を防ぐ役割がある。また、電解液を保持
する役割を有する場合もある。
【００８１】
セパレータは、少なくともリチウムイオンが移動できる細孔を有し、かつ電解液に不溶で
安定である必要がある。したがって、セパレータとしては、例えば、ガラス、ポリプロピ
レン、ポリエチレンなどポリオレフィン、フッ素樹脂、などの材料を用いた不織布あるい
はミクロボア構造の材料が好適に用いられる。また、微細孔を有する金属酸化物フィルム
、または、金属酸化物を複合化した樹脂フィルムも使用できる。特に、多層化した構造を
有する金属酸化物フィルムを使用した場合には、デンドライトが貫通しにくいため、短絡
防止に効果がある。難燃材であるフッ素樹脂フィルム、または不燃材であるガラス、もし
くは金属酸化物フィルムを用いた場合には、より安全性を高めることができる。
【００８２】
＜電解質＞
本発明における電界質の使用法としては、次の３通りが挙げられる。
【００８３】
（１）そのままの状態で用いる方法。
【００８４】
（２）溶媒に溶解した溶液として用いる方法。
【００８５】
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（３）溶液にポリマーなどのゲル化剤を添加することによって、固定化したものとして用
いる方法。
【００８６】
一般的には、溶媒に電解質を溶かした電解液を、多孔性のセパレーターに保液させて使用
する。
【００８７】
電解質の導電率は、２５℃における値として、好ましくは１×１０－ ３ ｓ／ｃｍ以上、よ
り好ましくは５×１０－ ３ ｓ／ｃｍ以上であることが必要である。
【００８８】
リチウム電池では、以下に示す電解質とその溶媒が、好適に用いられる。
【００８９】
電解質としては、例えば、Ｈ２ 　ＳＯ４ 　、ＨＣｌ，ＨＮＯ３ 　などの酸、リチウムイオ
ン（Ｌｉ＋ 　）とルイス酸イオン（ＢＦ４

－ ，ＰＦ６
－ ，ＣｌＯ４

－ ，ＡｓＦ６
－ ，ＣＦ

３ 　ＳＯ３
－ ，ＢＰｈ４

－ （Ｐｈ：フェニル基）とからなる塩、及び、これらの混合塩、
が好適に挙げられる。また、ナトリウムイオン、カリウムイオン、テトラアルキルアンモ
ニウムイオン、などの陽イオンとルイス酸イオンとからなる塩も使用できる。上記塩は、
減圧下で加熱したりして、充分な脱水と脱酸素を行っておくことが望ましい。
【００９０】
電解質の溶媒としては、例えば、アセトニトリル、ベンゾニトリル、プロピレンカーボネ
ート、エチレンカーボーネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、ジメチ
ルホルムアミド、テトラヒドロフラン、ニトロベンゼン、ジクロロエタン、ジエトキシエ
タン、１，２－ジメトキシエタン、クロロベンゼン、γ－ブチロラクトン、ジオキソラン
、スルホラン、ニトロメタン、ジメチルサルファイド、ジメチルサルオキシド、ギ酸メチ
ル、３－メチル－２－オキダゾリジノン、２－メチルテトラヒドロフラン、３－プロピル
シドノン、二酸化イオウ、塩化ホスホリル、塩化チオニル、塩化スルフリル、またはこれ
らの混合液が好適に使用できる。
【００９１】
上記溶媒は、例えば、活性アルミナ、モレキュラーシープ、五酸化リン、塩化カリシウム
などで脱水するか、溶媒によっては、不活性ガス中でアルカリ金属共存下で蒸留して不純
物除去と脱水をも行うのが好ましい。
【００９２】
電解液の漏洩を防止するために、ゲル化することが好ましい。ゲル化剤としては電解液の
溶媒を吸収して膨潤するようなポリマーを用いるのが望ましい。このようなポリマーとし
ては、ポリエチレンオキサイド、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミドなどが好適
に用いられる。
【００９３】
＜電池の形状と構造＞
また、本発明における電池の形状としては、例えば、扁平形、円筒形、直方体形、シート
形などがある。また、電池の構造としては、例えば、単層式、多層式、スパイラル式など
がある。その中でも、スパイラル式円筒形の電池は、負極と正極の間にセパレータを挟ん
で巻くことによって、電極面積を大きくすることができ、充放電時に大電流を流すことが
できるという特徴を有するので好ましい。また、直方体形の電池は、二次電池を収納する
機器の収納スペースを有効に利用することができる特徴を有するので好ましい。
【００９４】
以下では、図５と図６を参照して、電池の形状と構造の一例についてより詳細な説明を行
う。図５では単層式扁平形電池の概略断面図であり、図６はスパイラル式円筒形電池の概
略的断面図を表している。
【００９５】
図５と図６において、４００は負極集電体、４０１は負極活物質層、４０２は負極、４０
３は正極活物質層、４０４は正極集電体、４０５は負極端子（負極キャップ）、４０６は
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正極缶、４０７はセパレータ、４０８は正極、４１０は絶縁パッキング、４１１は絶縁板
である。
【００９６】
図５及び図６に示される電池の構成を組み立て方法の一例を説明する。
【００９７】
まず、負極活物質層４０１と成形した正極活物質層４０３との間にセパレータ４０７を挟
んで、正極缶４０６に組み込む。このとき、図８に示される電池ではセパレータ４０７を
間にして負極に活物質層４０１と正極活物質層４０３とを対向させて巻上げられる。
【００９８】
次に、電解質を正極缶中に注入した後、負極キャップ４０５を絶縁パッキング４１０介し
て正極缶に配置する。
【００９９】
続いて、上記正極缶及び／または負極キャップの少なくとも一部をかしめることによって
、電池は完成する。
【０１００】
なお、上述したリチウム電池の材料調製、及び電池の組み立ては、水分が充分除去された
乾燥空気中、または乾燥不活性ガス中で行うのが望ましい。
【０１０１】
＜絶縁パッキング＞
本発明における絶縁パッキング４１０の材料としては、例えば、ポリオレフィン、フッ素
樹脂、ポリアミド樹脂、ポリスルフォン樹脂、各種ゴムが使用できる。なお、電池の封口
方法としては、図示されるような絶縁パッキングなどのガスケットを用いた「かしめ」以
外にも、ガラス封管、接着剤、溶接、半田付けなどの方法を用いることもできる。
【０１０２】
また、図６に示される絶縁板４１１の材料としては、電解質や電池の使用環境（例えば温
度など）に対して化学的に安定な各種有機樹脂材料やセラミックスが好適に用いられる。
【０１０３】
図５及び図６における外缶（ハウジング）は、電池の正極缶４０６及び負極キャップ４０
５が相当する。外缶の材料としては、ステンレススチールが好適に用いられる。中でもと
特にチタンクラッドステンレス板や銅クラッドステンレス板、ニッケルメッキ鋼板などが
好適である。
【０１０４】
図５と図６では正極缶４０６や負極キャップ４０５が電池ケース（ハウジング）を兼ねて
いるため、充分強度を持たせるという点から上記したようなステンレススチールが好まし
い。但し、正極缶や負極キャップが電池ケースを兼用しない場合、つまり強度をそれほど
要求されない場合には、電池ケースの材質としてはステンレススチール以外にも亜鉛など
の各種金属または合金、ポリプロピレンなどのプラスチック、または金属もしくはガラス
繊維とプラスチックの複合材が挙げられる。
【０１０５】
なお、電池には、通常電池の内圧が高まったときの安全策として、安全弁が備えられてい
る。安全弁としては、例えば、ゴムやスプリングあるいは金属ボールや破裂箔などが使用
できる。また、電池の一部の強度を落しておき、内圧が異常に高まったときにそこが先に
破損される内圧が逃がされるようにしてもよい。
【０１０６】
【実施例】
以下、実施例に基づき本発明を詳細に説明する。なお、本発明はこれらの実施例に限定さ
れるものではない。
【０１０７】

例１
本 では、図５に示した構造のリチウム二次電池を作製した。負極にはアルミニウム

10

20

30

40

50

(12) JP 3581474 B2 2004.10.27

参考
参考例



箔を正極には多孔質中空の正極活物質を用いた。
【０１０８】
以下では、図５を参照して、電池の各構成部の作製手順と、電池の組み立てについて説明
する。
【０１０９】
（１）負極の作製
アルミニウム箔の表面の自然酸化膜４ｗｔ（重量）％水酸化ナトリウム水溶液でエッチン
グ除去した後、２０ｗｔ％硝酸水溶液で中和し水洗し、１５０℃で減圧乾燥し負極を作製
した。
【０１１０】
（２）正極の作製手順
まず酢酸マンガン２Ｍ（ｍｏｌ／１）水溶液に、非イオン系界面活性剤（ポリオキシエチ
レンソルビタントリオレート）２０ｇ／ｌヘキサン溶液と容積比１対２に混合し、乳化機
を用いて４０００回転し１分間乳化し、エマルジョンを調製し、このエマルジョンに１Ｍ
のクエン酸リチウム水溶液を３０分かけて滴下反応させた。
【０１１１】
次に上記において調製した溶液を遠心分離機によって油層を分離除去した後、スプレード
ライヤーで乾燥し、次いで空気中４００℃で焼成して、多孔質リチウム－マンガン酸化物
粉を調製した。
【０１１２】
続いて上記で得られた多孔質リチウム－マンガン酸化物粉に、アセチレンブラックの炭素
粉３ｗｔ（重量）％をポリフッ化ビニリデン粉５ｗｔ％を混合した後、Ｎ－メチルピロリ
ドンを添加してペーストを調製した。
【０１１３】
さらに上記で得られたペーストを、アルミニウム箔に塗布乾燥した後、１５０℃で減圧乾
燥して正極を作製した。
【０１１４】
走査電子顕微鏡からの観察では、上記で得られたリチウム－マンガン酸化物粉には多数の
細孔と中空構造が観察された。
【０１１５】
（３）電解液の作製手順
まず充分に水分を除去したエチレンカーボネート（ＥＣ）とジメチルカーボネート（ＤＭ
Ｃ）とを、等量混合した溶媒を調製した。
【０１１６】
次に上記で得られた溶媒に、四フッ化ホウ酸リチウム塩を１Ｍ（ｍｏｌ／ｌ）溶解したも
のを電解液として用いた。
【０１１７】
（４）セパレータ
ポリエチレンの微孔性フィルムをセパレータに用いた。
【０１１８】
（５）電池の組み立て
まず負極と正極の間に電解液を保液したセパレータを挟み、チタンクラッドのステンレス
スチール材を正極缶に挿入した。
【０１１９】
続いてポリプロピレンの絶縁パッキングを配置した後チタンクラッドのステンレススチー
ル材の負極キャップをかぶせ正極缶と負極キャップとをかしめてリチウム二次電池を作製
した。なお、作製された電池は充電によって使用可能となる。
【０１２０】
以下では、作製した電池の性能評価について説明する。性能評価は、充放電サイクル試験
において得られる、電池の単位体積当たりのエネルギー密度と、サイクル寿命について行
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った。
【０１２１】
サイクル試験の条件は、正極活物質から計算される電気容量を基準として、１Ｃ（容量／
時間の１倍の電流）の充放電と、３０分の休憩時間からなるサイクルを１サイクルとした
。電池の充放電試験は、北斗電工製ＨＪ－１０６Ｍを使用した。なお、充放電試験は、充
電より開始し、電池容量は３サイクル目の放電量とし、サイクル寿命は電池容量の６０％
を下回ったサイクル回数とした。また、充電のカットオフ電圧を４．５Ｖ、放電のカット
オフ電圧を２．５Ｖに設定した。
【０１２２】
比較例１
本例では以下に説明するように正極物質を 例１とは異なる方法で調製した以外は、

例１と同様にして二次電池を作製した。
【０１２３】
正極の作製手順
まず酢酸マンガン２Ｍ（ｍｏｌ／ｌ）水溶液に、１Ｍノクエン酸リチウム水溶液を３０分
かけて滴下反応させた。
【０１２４】
次に上記工程において調製した溶液をスプレードライヤーで乾燥し、次いで空中４００℃
で焼成して、リチウム－マンガン酸化物粉を調製した。
【０１２５】
さらに上記工程で得られたリチウム－マンガン酸化物粉に、アセチレンブラックの炭素粉
３ｗｔ（重量）％をポリフッ化ビニリデン粉５ｗｔ％を混合した後、Ｎ－メチルピロリド
ンを添加してペーストを調製した。
【０１２６】
続いて上記工程で得られたペーストを、アルミニウム箔を乾燥した後、１５０℃で減圧乾
燥して正極を作製した。
【０１２７】
走査電子顕微鏡からの観察では、得られたリチウム－マンガン酸化物粉には中空構造は観
察されなかった。
【０１２８】
他の点は 例１と同様にした。
【０１２９】
表１は、 例１と比較例１で作製したリチウム二次電池の性能評価についてまとめたも
のである。但し、サイクル寿命、充電電気量に対する放電電気量の比である充放電効率と
電池の単位体積当たりのエネルギー密度（放電容量）に関する評価結果は、 例１の値
を、比較例１の値を１．０として規格化して記載した。
【０１３０】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表１からわかるように、 例１に示されるように多孔質中空構造を利用した正極活物質
を二次電池に採用することによって、サイクル寿命が長く、充放電効率も高まり、かつ、
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高エネルギー密度を有するリチウム二次電池が得られることがわかった。
【０１３１】
実施例
本実施例も同様に図 に示した構造のリチウム二次電池を作製した。中空多孔質活物質の
中空部に導電体を設けた多孔質活物質を用いて作製した正極を用いた点が 例１とは異
なる。
【０１３２】
以下では、正極の作製手順について説明する。
【０１３３】
正極の作製手順
まずニッケル微粉末を分散させて酢酸マンガン２Ｍ（ｍｏｌ／１）水溶液に、非イオン系
界面活性剤（ポリオキシエチレンソルビタントリオレート）２０ｇ／ｌヘキサン溶液と容
積比１対２に混合し、乳化機を用いて４０００回転で１分間乳化し、エマルジョンを調製
し、このエマルジョンに１Ｍに水酸化リチウム水溶液を３０分かけて滴下反応させた。
【０１３４】
次に上記工程において調製した溶液を遠心分離機によって油層を分離除去した後、スプレ
ードライヤーで水層と沈澱層を一緒に乾燥し、次いで空気中４００℃で焼成して、多孔質
リチウム－マンガン酸化物粉を調製した。
【０１３５】
続いて上記工程で得られた多孔質リチウム－マンガン酸化物粉に、アセチレンブラックの
炭素粉３ｗｔ（重量）％とポリフッ化ビリニデン粉５ｗｔ％を混合した後、Ｎ－メチルピ
ロロドンを添加してペーストを調製した。
【０１３６】
さらに上記工程で得られたペーストを、アルミニウム箔に塗布乾燥した後、１５０℃で減
圧乾燥して正極を作製した。
【０１３７】
他の点は 例１と同様にして二次電池を作製した。
【０１３８】
比較例２
本比較例では正極物質の調製方法のみを以下のように実施例 と異ならせた。
【０１３９】
まずニッケル微粉末を分離させた酢酸マンガン２Ｍ（ｍｏｌ／ｌ）水溶液に、１Ｍの水酸
化リチウム水溶液を３０分かけて滴下反応させた。
【０１４０】
次に上記工程において調製した溶液をスプレードライヤーで乾燥し、次いで空気中４００
℃で焼成して、リチウム－マンガン酸化物粉を調製した。
【０１４１】
続いて上記工程で得られたリチウムーマンガン酸化物に、アセチレンブラックの炭素粉３
ｗｔ（重量）％とポリフッ化ビニリデン粉５ｗｔ％を混合した後、Ｎ－メチルピロリドン
を添加してペーストを調製した。
【０１４２】
さらに上記工程で得られたペーストを、アルミニウム箔に塗布乾燥した後、１５０℃で減
圧乾燥して正極を作製した。
【０１４３】
他の点は実施例 と同様にして二次電池を作製した。
【０１４４】
表２は、実施例 と比較例２で作製したリチウム二次電池の性能評価についてまとめたも
のである。但し、サイクル寿命、充放電効率と電池の単位体積当たりのエネルギー密度（
放電容量）に関する評価結果は、実施例１の値を、比較例２の値を１．０として規格化し
て記載した、なお、試験方法は 例１に倣った。
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【０１４５】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以上のように、実施例 に示されるように多孔質中空構造を利用した正極活物質を二次電
池に採用することによって、サイクル寿命が長く、充放電効率も高まり、かつ、高エネル
ギー密度を有するリチウム二次電池が得られることがわかった。
【０１４６】

例
本 においても、図５に示した構造のリチウム二次電池を作製した。負極活物質に多孔質
中空カーボンを用いた点が 例１及び実施例 と大きく異なる。負極と正極以外は
例１と同様にした。
【０１４７】
以下では、電池の負極と正極の作製手順についてのみ説明する。
【０１４８】
（１）負極の作製手順
まずポリフルフリルアルコールのテトラヒドロフラン溶液にソルビタンモノウレート３０
ｇ／ｌを添加し、水とポリフルフリルアルコールの炭素原子に対して２０原子％のテトラ
フェニルほう酸ナトリウムをさらに混合して、乳化機を用いて３０００回転で１分間乳化
し、エマルジョンを調製した。
【０１４９】
次に上記工程で得られたエマルジョンをエタノールに滴下し、沈澱物を乾燥の後、アルゴ
ンガス下で８００℃で焼成してカーボン粉を調製した。
【０１５０】
続いて上記工程で得られたカーボン粉にポリフッ化ビニリデン粉５ｗｔ％を混合した後、
Ｎ－メチルピロリドンを添加してペーストを調製した。
【０１５１】
さらに上記工程で得られたペーストを、銅箔に塗布乾燥した後、１５０℃で減圧乾燥して
負極を作製した。
【０１５２】
走査電子顕微鏡からの観察では、上記工程で得られたカーボン粉には多数の細孔と中空構
造が観察された。また、元素分析の結果、上記工程で得られたカーボン粉はほう素を含有
していることが判明した。
【０１５３】
（２）正極の作製手順
まず電解二酸化マンガンと炭酸リチウムを１：０．４のモル比で混合した後、８００℃で
熱処理して、リチウム－マンガン酸化物を調製した。
【０１５４】
次に上記工程において調製したリチウム－マンガン酸化物に、アセチレンブラックの炭素
粉を３ｗｔ（重量）％とポリフッ化ビニリデン粉５ｗｔ％を混合した後、Ｎ－メチルピロ
リドンを添加してペーストを調製した。
【０１５５】
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続いて上記工程で得られたペーストを、アルミニウム箔に塗布乾燥した後、１５０℃で減
圧乾燥して正極を作製した。
【０１５６】
他の点は 例１と同様にして二次電池を作製した。
【０１５７】
比較例３
本例では負極活物質の調製方法のみを 例 と異ならせ二次電池を作製した。
【０１５８】
まず天然黒鉛微粉末に、ポリフッ化ビリニデン粉５ｗｔ％を混合した後、Ｎ－メチルピロ
リドンを添加してペーストを調製した。
【０１５９】
次に上記工程で得られたペーストを、銅箔に塗布乾燥した後、１５０℃で減圧乾燥して負
極を作製した。
【０１６０】
走査電子顕微鏡からの観察では、上記天然黒鉛粉には中空構造は観察されなかった。
【０１６１】
他の点は 例 と同様にした。
【０１６２】
表３は、 例 と比較例３で作製したリチウム二次電池の性能評価についてまとめたも
のである。但し、サイクル寿命、充放電効率と電池の単位体積当たりのエネルギー密度（
放電容量）に関する評価結果は、 例 の値を、比較例３の値を１．０として規格化し
て記載した。
【０１６３】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以上のように、 例 に示されるように多孔質中空構造を利用した負極活物質を二次電
池に採用することによって、サイクル寿命が長く、充放電効率も高まり、かつ、高エネル
ギー密度を有するリチウム二次電池が得られることがわかった。
【０１６４】

例
本 においても、図５に示した構造のリチウム二次電池を作製した。 例 とは別の調
製方法で調製した多孔質中空カーボンを用いて作製した負極を用いた点が、 例 とは
異なる。
【０１６５】
以下では、負極の作製手順について説明する。
【０１６６】
（１）負極の作製手順
まず木炭を空気中３００℃で酸化処理した後、水酸化カリウム水溶液に浸してエッチング
処理を行い、減圧乾燥した。窒素ガス雰囲気下で２０００℃で焼成した後、粉砕してカー
ボン粉を調製した。
【０１６７】
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次に、上記工程で得られたカーボン粉にポリフッ化ビニリデン５ｗｔ％を混合した後、Ｎ
－メチルピロリドンを添加してペーストを調製した。
【０１６８】
続いて、上記工程で得られたペーストを、銅箔に塗布乾燥した後、１５０℃で減圧乾燥し
て負極を作製した。
【０１６９】
走査電子顕微鏡からの観察では、上記工程で得られたカーボン粉には多数の細孔と中空の
管状構造が観察された。
【０１７０】
他の点は 例 と同様にして二次電池を作製した。
【０１７１】
表４は、 例 と比較例３で作製したリチウム二次電池の性能評価についてまとめたも
のである。但し、サイクル寿命、充放電効率と電池の単位体積当たりのエネルギー密度（
放電容量）に関する評価結果は、 例 の値を、比較例３の値を１．０として規格化し
て記載した。
【０１７２】
【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以上のように、 例 に示されるように多孔質中空構造を利用した負極活物質を二次電
池に採用することによって、サイクル寿命が長く、充放電効率も高まり、かつ、高エネル
ギー密度を有するリチウム二次電池が得られることがわかった。
【０１７３】

例
本 においても図５に示した構造のリチウム二次電池を作製した。本 では多孔質中空の
正極活物質を利用して作製した正極と多孔質中空カーボンを利用して作製した負極を用い
た。
【０１７４】
以下では、負極と正極の作製手順について説明する。
【０１７５】
（１）負極の作製手順
まずポリフルフリルアルコールのテトラヒドロフラン溶液にソルビタンモノウレート３０
ｇ／１と水を添加して乳化機を用いて３０００回転で１分間乳化し、エマルジョンを調製
した。
【０１７６】
次に、上記工程で得られたエマルジョンをエタノールに滴下し、沈澱物を乾燥の後アルゴ
ンガス下で７００℃で焼成してカーボン粉を調製した。
【０１７７】
続いて上記工程で得られたカーボン粉にポリフッ化ビニリデン粉５ｗｔ％を混合した後、
Ｎ－メチルピロリドンを添加してペーストを調製した。
【０１７８】
さらに上記工程で得られたペーストを、銅箔に塗布乾燥した後、１５０℃で減圧乾燥して
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負極を作製した。
【０１７９】
走査電子顕微鏡からの観察では、上記工程で得られたカーボン粉には多数の細孔と中空構
造が観察された。
【０１８０】
（２）正極の作製手順
まず酢酸ニッケル２Ｍ（ｍｏｌ／ｌ）水溶液に、非イオン系界面活性剤（ポリオキシエチ
レンソルビタントリオレート）２０ｇ／ｌヘキサン溶液と容積比１対１に混合し、乳化機
を用いて４０００回転で１分間乳化し、エマルジョンを調製し、このエマルジョンに１Ｍ
のクエン酸リチウム水溶液を３０分かけて滴下反応させた。
【０１８１】
次に上記工程において調製した溶液を遠心分離機によって油層を分離除去した後、スプレ
ードライヤーで乾燥し、次いで空気中６５０℃で焼成して、多孔質リチウム－ニッケル酸
化物粉を調製した。
【０１８２】
続いて上記工程で得られた多孔質リチウム－ニッケル酸化物粉に、アセチレンブラックの
炭素粉３ｗｔ（重量）％とポリフッ化ビリニデン粉５ｗｔ％を混合した後、Ｎ－メチルピ
ロリドンを添加してペーストを調製した。
【０１８３】
さらに上記工程で得られたペーストを、アルミニウム箔に塗布乾燥した後、１５０℃で減
圧乾燥して正極を作製した。
【０１８４】
走査電子顕微鏡からの観察では、上記工程で得られたリチウム－ニッケル酸化粉には多数
の細孔と中空構造が観察された。
【０１８５】
他の点は 例１と同様にして二次電池を作製した。
【０１８６】
比較例４
本例では 例 と異なる方法で正極活物質を調製して正極を作製した。また、負極には
比較例３と同じ負極を使用した。
【０１８７】
正極の作製手順
まず炭酸ニッケルと硝酸リチウムを１：１のモル比で混合した後、６５０℃で熱処理して
、リチウムーニッケル酸化物を調製した。
【０１８８】
次に上記工程において調製したリチウム－ニッケル酸化物に、アセチレンブラックの炭素
粉３ｗｔ（重量）％とポリフッ化ビリニデン粉５ｗｔ％を混合した後、Ｎ－メチルピロリ
ドンを添加した。
【０１８９】
続いて上記工程で得られたペーストを、アルミニウム箔に塗布乾燥した後、１５０℃で減
圧乾燥して正極を作製した。
【０１９０】
走査電子顕微鏡からの観察では、上記工程で得られたリチウム－ニッケル酸化物粉には中
空構造は観察されなかった。
【０１９１】
他の点は 例１と同様にして二次電池を作製した。
【０１９２】
表５は、 例 と比較例４で作製したリチウム二次電池の性能評価についてまとめたも
のである。但し、サイクル寿命、充放電効率と電池の単位体積当たりのエネルギー密度（
放電容量）に関する評価結果は、 例 の値を、比較例４の値を１．０として規格化し
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て記載した。
【０１９３】
【表５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以上のように、 例 に示されるように多孔質中空構造を利用した正極活物質と多孔質
中空構造を利用した負極活物質を二次電池に採用することによって、サイクル寿命が長く
、充放電効率も高まり、かつ、高エネルギー密度を有するリチウム二次電池が得られるこ
とがわかった。
【０１９４】

例
本 においても図５に示した構造のリチウム二次電池を作製した。負極には多孔質中空の
金属粉を利用して作製した負極を用いた。正極には比較例４で説明したのと同じ正極を用
いた。
【０１９５】
負極の作製手順
まず硝酸銅３Ｍ（ｍｏｌ／ｌ）水溶液に、非イオン系界面活性剤（ポリオキシエチレンソ
ルビタントリオレート）３０ｇ／１ヘキサン溶液と容積比１対２に混合し、乳化機を用い
て４０００回転で１分間乳化し、エマルジョンを調製し、このエマルジョンに１Ｍの水酸
化ナトリウム水溶液を３０分かけて滴下反応させた。
【０１９６】
次に上記工程において調製した溶液を遠心分離機によって油層を分離除去し　、デカンテ
ーションによって水洗した後、スプレードライヤーで水層と沈澱層ごと乾燥し、次いで３
５０℃で焼成して、多孔質の銅酸化物粉を調製した。
【０１９７】
続いて上記工程で得られた多孔質の銅酸化物粉を水素ガス雰囲気下４００℃で還元して多
孔質中空の銅粉を調製した後、微量酸素を導入して表面をわずか酸化して表面皮膜を形成
した。
【０１９８】
さらに上記工程で得られた多孔質中空の銅粉に、アセチレンブラックの炭素粉３ｗｔ（重
量）％とポリフッ化ビニリデン粉５ｗｔ％を混合した後、Ｎ－メチルピロリドンを添加し
てペーストを調製した。
【０１９９】
次に上記工程で得られたペーストを、銅箔に塗布乾燥した後、１５０℃で減圧乾燥して負
極を作製した。
【０２００】
走査電子顕微鏡からの観察では、上記工程で得られた銅粉には多数の細孔と中空構造が観
察された。
【０２０１】
他の点は 例１と同様にして二次電池を作製した。
【０２０２】
比較例５
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本例では 例 と異なる方法で負極を作製した。正極には比較例４で使用したのと同じ
正極を使用した。
【０２０３】
負極の製作手順
まず銅粉に、アセチレンブラックの炭素粉３ｗｔ（重量）％とポリフッ化ピリニデン粉５
ｗｔ％を混合した後、Ｎ－メチルピロリドンを添加してペーストを調製した。
【０２０４】
次に上記工程で得られたペーストを、銅箔に塗布乾燥した後、１５０℃で減圧乾燥して負
極を作製した。他の点は 例 と同様にして二次電池を作製した。
【０２０５】
表６は、 例 と比較例５で作製したリチウム二次電池の性能評価についてまとめたも
のである。但し、サイクル寿命、充放電効率と電池の単位体積当たりのエネルギー密度（
放電容量）に関する評価結果は、 例 の値を、比較例５の値を１．０として規格化し
て記載した。
【０２０６】
【表６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以上のように、 例 に示されるように多孔質中空構造を利用した負極活物質を二次電
池に採用することによって、サイクル寿命が長く、充放電効率も高まり、かつ、高エネル
ギー密度を有するリチウム二次電池が得られることがわかった。
【０２０７】
なお、上記実施例１ ～ 例 では、正極活物質として、負極の性能を評価
するために、リチウム－マンガン酸化物もしくはリチウム－ニッケル酸化物を使用した。
しかし、本発明はこれに限定されるものでなく、リチウム－コバルト酸化物、リチウム－
パナジウム酸化物、など上述した各種の正極活物質も採用できる。
【０２０８】
また、電解液に関しても、実施例１ ～ 例 まで１種類のものを使用した
が、本発明はこれに限定されるものではない。
【０２０９】
さらに本発明は上述した電池形状などに限定されるものでもない。
【０２１０】
つまり、本発明は本発明の主旨の範囲において、適宜変形、組み合わせ可能である。
【０２１１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、リチウムイオンの挿入脱離反応を利用したリチウ
ムを利用した二次電池において、実質的な比表面積を高めた正極または負極を作製できる
ため、充放電に伴う電化化学反応をより低い電流密度でスムーズに行うことができる。そ
の結果、サイクル寿命が長く、充放電率が高く、かつ、エネルギー密度の高い、リチウム
を利用した二次電池を提供することが可能になる。
【０２１２】
また、デンドライトの発生がないか極めて少なく性能安定性に優れた高寿命のリチウムを
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利用した二次電池を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１（ａ）～（ｃ）はそれぞれ多孔質中空構造の活物質の概念的概略断面図であ
る。
【図２】図１（ａ）～（ｃ）に示される球状形状構造の活物質の概念的斜視図である。
【図３】多孔質中空構造の活物質を利用した電極構成の好適な一例を説明するための概略
的な断面図である。
【図４】図３に示される電極を利用した電池の基本構成を説明するための概略構成図であ
る。
【図５】単層式扁平形電池の一例を説明するための模式的部分断面図である。
【図６】スパイラル式円筒型電池の一例を説明する模式的部分断面図である。
【図７】管状構造の活物質の概念的斜視図である。
【符号の説明】
１００　　活物質構成材料
１０１　　細孔
１０２　　中空部
１０３　　表皮層
１０４　　中空部に設けた導電体
２００　　集電体
２０１　　多孔質中空活物質
２０２　　結着剤
２０３　　活物質層
２０４　　正極または負極
３０１，４０２　　負極
３０２，４０８　　正極
３０３　　電解質
３０４　　セパレータ
３０５　　負極端子
３０６　　正極端子
３０７　　電池ケース
４０１　　負極活物質
４０２　　負極
４０３　　正極活物質
４０４　　正極集電体
４０５　　負極キャップ（負極端子）
４０６　　正極缶（正極端子）
４０７　　電解液を保持したセパレータ
４０８　　正極
４１０　　絶縁パッキング
４１１　　絶縁板
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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