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(57)【要約】
【課題】放電容量密度およびサイクル特性などの充放電
特性が改善された全固体型リチウムイオン電池を得るこ
とが可能な全固体型リチウムイオン電池用電極を提供す
る。
【解決手段】本発明の全固体型リチウムイオン電池用電
極１００は、全固体型リチウムイオン電池の正極層また
は負極層に用いられるシート状の電極であり、微粒子状
の電極活物質を含む電極活物質層１０１と、導電性樹脂
層１０２と、集電体層１０３と、がこの順番で積層され
てなる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全固体型リチウムイオン電池の正極層または負極層に用いられるシート状の電極であっ
て、
　微粒子状の電極活物質を含む電極活物質層と、
　導電性樹脂層と、
　集電体層と、
がこの順番で積層された、全固体型リチウムイオン電池用電極。
【請求項２】
　請求項１に記載の全固体型リチウムイオン電池用電極において、
　前記導電性樹脂層は、樹脂および導電性微粒子を含み、
　前記導電性微粒子は前記導電性樹脂層中に分散している、全固体型リチウムイオン電池
用電極。
【請求項３】
　請求項２に記載の全固体型リチウムイオン電池用電極において、
　前記導電性微粒子のレーザー回折散乱式粒度分布測定法による重量基準粒度分布におけ
る平均粒子径ｄ５０が０．５μｍ以上５０μｍ以下である、全固体型リチウムイオン電池
用電極。
【請求項４】
　請求項１乃至３いずれか一項に記載の全固体型リチウムイオン電池用電極において、
　前記導電性樹脂層の厚みが、５μｍ以上６０μｍ以下である、全固体型リチウムイオン
電池用電極。
【請求項５】
　請求項１乃至４いずれか一項に記載の全固体型リチウムイオン電池用電極において、
　前記電極活物質層の全体を１００重量％としたとき、前記電極活物質層に含まれる粘着
剤および結着剤の含有量が５重量％以下である、全固体型リチウムイオン電池用電極。
【請求項６】
　請求項１乃至５いずれか一項に記載の全固体型リチウムイオン電池用電極において、
　前記導電性樹脂層は、粘着剤および導電性微粒子を含む樹脂組成物により形成されたも
のである、全固体型リチウムイオン電池用電極。
【請求項７】
　請求項１乃至６いずれか一項に記載の全固体型リチウムイオン電池用電極において、
　前記電極活物質層および前記導電性樹脂層のうち少なくとも一方は、固体電解質を含む
、全固体型リチウムイオン電池用電極。
【請求項８】
　請求項１乃至７いずれか一項に記載の全固体型リチウムイオン電池用電極において、
　前記電極活物質層は、導電助剤をさらに含む、全固体型リチウムイオン電池用電極。
【請求項９】
　請求項１乃至８いずれか一項に記載の全固体型リチウムイオン電池用電極において、
　当該全固体型リチウムイオン電池用電極は前記正極層に用いられるものであり、
　前記電極活物質層に含まれる微粒子状の前記電極活物質は正極活物質であり、
　前記正極活物質は、硫化リチウムおよび硫化リチウム銅からなる群から選ばれる少なく
とも一種を含む、全固体型リチウムイオン電池用電極。
【請求項１０】
　請求項９に記載の全固体型リチウムイオン電池用電極において、
　前記正極活物質のレーザー回折散乱式粒度分布測定法による重量基準粒度分布における
平均粒子径ｄ５０が１μｍ以上１０μｍ以下である、全固体型リチウムイオン電池用電極
。
【請求項１１】
　請求項９または１０に記載の全固体型リチウムイオン電池用電極において、
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　前記正極活物質を含む前記電極活物質層の厚みが２μｍ以上６０μｍ以下である、全固
体型リチウムイオン電池用電極。
【請求項１２】
　請求項９乃至１１いずれか一項に記載の全固体型リチウムイオン電池用電極において、
　前記電極活物質層に含まれる前記正極活物質の単位面積あたりの重量が１．５ｇ／ｍ２

以上６５．０ｇ／ｍ２以下である、全固体型リチウムイオン電池用電極。
【請求項１３】
　請求項１乃至８いずれか一項に記載の全固体型リチウムイオン電池用電極において、
　当該全固体型リチウムイオン電池用電極は前記負極層に用いられるものであり、
　前記電極活物質層に含まれる微粒子状の前記電極活物質は負極活物質であり、
　前記負極活物質はスズ、スズ合金、シリコン、シリコン合金およびガリウム合金からな
る群から選ばれる少なくとも一種を含む、全固体型リチウムイオン電池用電極。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の全固体型リチウムイオン電池用電極において、
　前記負極活物質のレーザー回折散乱式粒度分布測定法による重量基準粒度分布における
平均粒子径ｄ５０が１μｍ以上５０μｍ以下である、全固体型リチウムイオン電池用電極
。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載の全固体型リチウムイオン電池用電極において、
　前記負極活物質を含む前記電極活物質層の厚みが２μｍ以上６０μｍ以下である、全固
体型リチウムイオン電池用電極。
【請求項１６】
　請求項１３乃至１５いずれか一項に記載の全固体型リチウムイオン電池用電極において
、
　前記電極活物質層に含まれる前記負極活物質の単位面積あたりの重量が、１．５ｇ／ｍ
２以上６５．０ｇ／ｍ２以下である、全固体型リチウムイオン電池用電極。
【請求項１７】
　正極層と、固体電解質層と、負極層とがこの順番で積層された全固体型リチウムイオン
電池であって、
　前記正極層および前記負極層のうち少なくとも一方が、請求項１乃至８いずれか一項に
記載の全固体型リチウムイオン電池用電極である、全固体型リチウムイオン電池。
【請求項１８】
　正極層と、固体電解質層と、負極層とがこの順番で積層された全固体型リチウムイオン
電池であって、
　前記正極層が、請求項９乃至１２いずれか一項に記載の全固体型リチウムイオン電池用
電極である、全固体型リチウムイオン電池。
【請求項１９】
　正極層と、固体電解質層と、負極層とがこの順番で積層された全固体型リチウムイオン
電池であって、
　前記負極層が、請求項１３乃至１６いずれか一項に記載の全固体型リチウムイオン電池
用電極である、全固体型リチウムイオン電池。
【請求項２０】
　請求項１乃至１６いずれか一項に記載の全固体型リチウムイオン電池用電極を製造する
ための製造方法であって、
　前記導電性樹脂層に、微粒子状の前記電極活物質を付着することにより、前記電極活物
質層を形成する工程を含む、全固体型リチウムイオン電池用電極の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全固体型リチウムイオン電池用電極、全固体型リチウムイオン電池および全
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固体型リチウムイオン電池用電極の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リチウムイオン電池は、一般的に、携帯電話やノートパソコンなどの小型携帯機器の電
源として使用されている。また、最近では小型携帯機器以外に、電気自動車や電力貯蔵な
どの電源としてもリチウムイオン電池は使用され始めている。
【０００３】
　現在市販されているリチウムイオン電池は、可燃性の有機溶媒を含む電解液が使用され
ている。一方、電解液を固体電解質に変えて、電池を全固体化したリチウムイオン電池（
以下、全固体型リチウムイオン電池とも呼ぶ。）は、電池内に可燃性の有機溶媒を用いな
いので、安全装置の簡素化が図れ、製造コストや生産性に優れると考えられている（例え
ば、特許文献１、２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１７５９０４号公報
【特許文献２】特開２０１１－１７５９０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、全固体型リチウムイオン電池は、電解液を用いる従来のリチウムイオン電池
に比べたら、例えば、放電容量密度やサイクル特性などの充放電特性が劣り、リチウムイ
オン電池としてはまだまだ満足するものではなかった。
【０００６】
　そこで、本発明では、放電容量密度およびサイクル特性などの充放電特性が改善された
全固体型リチウムイオン電池を得ることが可能な全固体型リチウムイオン電池用電極を提
供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、充放電特性が改善された全固体型リチウムイオン電池を提供するため、
全固体型リチウムイオン電池の構成部材である電極の構造について鋭意検討した。その結
果、微粒子状の電極活物質を導電性樹脂層に付着することにより電極活物質層を形成した
電極を用いると、充放電特性が改善された全固体型リチウムイオン電池が得られることを
見出し、本発明に至った。
【０００８】
　すなわち、本発明によれば、
　全固体型リチウムイオン電池の正極層または負極層に用いられるシート状の電極であっ
て、
　微粒子状の電極活物質を含む電極活物質層と、
　導電性樹脂層と、
　集電体層と、
がこの順番で積層された、全固体型リチウムイオン電池用電極が提供される。
【０００９】
　さらに、本発明によれば、
　正極層と、固体電解質層と、負極層とがこの順番で積層された全固体型リチウムイオン
電池であって、
　上記正極層および上記負極層のうち少なくとも一方が、上記全固体型リチウムイオン電
池用電極である、全固体型リチウムイオン電池が提供される。
【００１０】
　さらに、本発明によれば、
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　上記全固体型リチウムイオン電池用電極を製造するための製造方法であって、
　上記導電性樹脂層に、微粒子状の上記電極活物質を付着することにより、上記電極活物
質層を形成する工程を含む、全固体型リチウムイオン電池用電極の製造方法が提供される
。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、放電容量密度およびサイクル特性などの充放電特性が改善された全固
体型リチウムイオン電池を得ることが可能な全固体型リチウムイオン電池用電極を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る実施形態の全固体型リチウムイオン電池用電極の構造の一例を示す
断面図である。
【図２】本発明に係る実施形態の全固体型リチウムイオン電池の構造の一例を示す断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。なお、すべての図面にお
いて、同様な構成要素には共通の符号を付し、適宜説明を省略する。また、図は概略図で
あり、実際の寸法比率とは必ずしも一致していない。なお、「～」は特に断りがなければ
、以上から以下を表す。
【００１４】
［全固体型リチウムイオン電池用電極］
　まず、本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００について説明する。
図１は、本発明に係る実施形態の全固体型リチウムイオン電池用電極１００の構造の一例
を示す断面図である。
　本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００は、全固体型リチウムイオ
ン電池の正極層または負極層に用いられるシート状の電極である。
【００１５】
　本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００は、微粒子状の電極活物質
を含む電極活物質層１０１と、導電性樹脂層１０２と、集電体層１０３と、がこの順番で
積層されてなる。
【００１６】
　本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００は、電極活物質層１０１と
集電体層１０３との間に導電性樹脂層１０２を有することにより、得られる全固体型リチ
ウムイオン電池の放電容量密度やサイクル特性などの充放電特性を改善することができる
。この理由については必ずしも明らかではないが、本実施形態に係る全固体型リチウムイ
オン電池用電極１００は、電極活物質層１０１と集電体層１０３との間に導電性樹脂層１
０２を有することにより、充放電に伴う電極活物質の体積変化に対する応力の緩和能に優
れるからだと推察される。
【００１７】
　従来の全固体型リチウムイオン電池用電極は、電極活物質と導電助剤とを含む電極活物
質層を高圧でプレス成型した後、このプレス成型体と集電体層とを高圧でプレスすること
により作製していた。しかし、本発明者らの検討によれば、このような方法で作製された
電極は、充放電に伴う電極活物質の体積変化により、電極活物質と電極活物質との間や電
極活物質と導電助剤との間などの粒子間、あるいは電極活物質層と集電体層と層間が離れ
、その結果として、電極全体の電子伝導性やイオン伝導性が低下してしまうことが明らか
になった。当然、電極全体の電子伝導性やイオン伝導性が低下してしまうと、全固体型リ
チウムイオン電池の充放電特性は低下してしまうことになる。つまり、従来の電極は、ひ
とたび粒子間や層間が離れると、再び接触するのが難しかった。
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【００１８】
　一方、本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００は、電極活物質層１
０１が、導電性樹脂層１０２を介して集電体層１０３上に固定されている。そのため、充
放電に伴う電極活物質の体積変化が起きたとしても、電極活物質層１０１と集電体層１０
３との層間は、導電性樹脂層１０２を介して接着されているため、層間は離れ難いと考え
られる。さらに、電極活物質層１０１に含まれる電極活物質や導電助剤などの粒子が、導
電性樹脂層１０２に固定されているため、充放電に伴う電極活物質の体積変化が起きたと
しても粒子間は離れ難いと考えられる。
　以上から、本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００は、充放電に伴
う電極活物質の体積変化に対する応力の緩和能に優れるため、得られる全固体型リチウム
イオン電池の放電容量密度やサイクル特性などの充放電特性を向上させることができると
考えられる。
【００１９】
　以下、本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００の各構成部材につい
て説明する。
【００２０】
＜導電性樹脂層＞
　本実施形態に係る導電性樹脂層１０２は特に限定されないが、例えば、樹脂および導電
性微粒子を含み、導電性微粒子が導電性樹脂層１０２中に分散している構造が好ましい。
【００２１】
　本実施形態に係る導電性樹脂層１０２の厚みは、導電性微粒子の平均粒径や粘着剤など
の特性を考慮して適宜決定されるが、通常は５μｍ以上６０μｍ以下であり、好ましくは
１０μｍ以上４０μｍ以下である。
　導電性樹脂層１０２の厚みが上記範囲内であると、電極活物質層１０１と集電体層１０
３との接着性と、導電性樹脂層１０２の導電性とのバランスが優れる。
【００２２】
（導電性微粒子）
　本実施形態に係る導電性樹脂層１０２に含まれる導電性微粒子としては導電性を有する
微粒子であれば特に限定はされないが、例えば、金、銀、白金、ニッケル、銅、コバルト
、モリブデン、アンチモン、鉄、クロムなどの金属粒子；アルミニウム・マグネシウム合
金、アルミニウム・ニッケル合金などの合金粒子、酸化スズ、酸化インジウムなどの金属
酸化物粒子；ニッケルなどの金属粒子に金、銀、白金などの貴金属類を被覆した粒子；ガ
ラス、セラミック、プラスチックなどの非導電性粒子に金、銀、白金などの貴金属類を被
覆した粒子；カーボン粒子などが挙げられる。
【００２３】
　本実施形態に係る導電性微粒子のレーザー回折散乱式粒度分布測定法による重量基準粒
度分布における平均粒子径ｄ５０は、好ましくは０．５μｍ以上５０μｍ以下であり、よ
り好ましくは５μｍ以上３０μｍ以下である。平均粒子径ｄ５０を上記範囲内とすること
により、導電性微粒子の良好なハンドリング性を維持すると共に、導電性樹脂層１０２の
導電性を向上させることができる。
【００２４】
　導電性樹脂層１０２に含まれる導電性微粒子の含有量は、導電性樹脂層１０２の全体を
１００重量％としたとき、好ましくは０．０５重量％以上２０重量％以下であり、より好
ましくは０．１重量％以上１０重量％以下である。導電性微粒子の含有量が上記範囲内で
あると、電極活物質層１０１と集電体層１０３との接着性と、導電性樹脂層１０２の導電
性とのバランスが優れる。
【００２５】
（樹脂）
　本実施形態に係る導電性樹脂層１０２に含まれる樹脂としては導電性微粒子を分散する
ことができ、かつ、粘着性を示す粘着剤が好ましい。例えば、（メタ）アクリル系熱可塑
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性樹脂などが挙げられる。ここで、本実施形態では、「（メタ）アクリル」とは、アクリ
ルおよびメタクリルを総称する表現として用いることとする。
【００２６】
　本実施形態において、（メタ）アクリル系熱可塑性樹脂とは、（メタ）アクリル酸エス
テル単位を含有する熱可塑性樹脂であり、例えば、（メタ）アクリル酸エステルの単独重
合体、２種以上の（メタ）アクリル酸エステルの共重合体、（メタ）アクリル酸エステル
およびこれと共重合可能な不飽和結合を有するビニルモノマーとの共重合体などが挙げら
れる。
【００２７】
　上記（メタ）アクリル酸エステルとしては、例えば、（メタ）アクリル酸メチル、（メ
タ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸イソプロピル、（メタ）アクリル酸ｎ－ブチ
ル、（メタ）アクリル酸ｔｅｒｔ－ブチル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシル、（メタ
）アクリル酸２－エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸ｎ－オクチル、（メタ）アクリル
酸ステアリル、（メタ）アクリル酸イソボルニル、（メタ）アクリル酸ベンジル、（メタ
）アクリル酸メトキシエチル、（メタ）アクリル酸２－ブトキシエチル、（メタ）アクリ
ル酸２－フェノキシエチル、（メタ）アクリル酸グリシジル、（メタ）アクリル酸テトラ
ヒドロフルフリル、ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、エチレングリコールジ（
メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、プロピレングリ
コールジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ネ
オペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）ア
クリレート、ペンタエリスリトールジ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ
（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエ
リスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、ウレタンアクリレート、（メタ）アクリル酸
２－ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル酸３－ヒドロキシプロピル、（メタ）アクリル
酸２－ヒドロキシプロピル、（メタ）アクリル酸４－ヒドロキシブチル、（メタ）アクリ
ル酸２－ヒドロキシブチル、（メタ）アクリル酸５－ヒドロキシペンチル、（メタ）アク
リル酸６－ヒドロキシヘキシル、（メタ）アクリル酸３－ヒドロキシ－３－メチルブチル
、（メタ）アクリル酸２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロピル、ペンタエリスリトール
トリ（メタ）アクリレート、２－〔（メタ）アクリロイルオキシ〕エチル－２－ヒドロキ
シエチルフタル酸、２－〔（メタ）アクリロイルオキシ〕エチル－２－ヒドロキシプロピ
ルフタル酸などが挙げられる。
【００２８】
　また、上記（メタ）アクリル酸エステルと共重合可能な不飽和結合を有するビニルモノ
マーとしては、例えば、（メタ）アクリル酸、無水マレイン酸、マレイミド誘導体、（メ
タ）アクリロニトリル、Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ－アクリロイルモルフォリン、Ｎ－ビ
ニルカプロラクトン、Ｎ－ビニルピペリジン、Ｎ－ビニルホルムアミド、Ｎ－ビニルアセ
トアミド、スチレン、インデン、α－メチルスチレン、ｐ－メチルスチレン、ｐ－クロロ
スチレン、ｐ－クロロメチルスチレン、ｐ－メトキシスチレン、ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシ
スチレン、ジビニルベンゼン、ブタジエン、イソプレン、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニ
ル、酪酸ビニル、カプロン酸ビニル、安息香酸ビニル、珪皮酸ビニルおよびその誘導体な
どが挙げられる。上記（メタ）アクリル酸エステルおよび（メタ）アクリル酸エステルと
共重合可能な不飽和結合を有するビニルモノマーは、単独で用いてもよく、複数種併用し
てもよい。
【００２９】
　（メタ）アクリル系熱可塑性樹脂に含まれる（メタ）アクリル酸エステル単位の含有量
は、導電性微粒子の分散性が良くなる点から、（メタ）アクリル系熱可塑性樹脂の全体を
１００重量％としたとき、好ましくは２０重量％以上１００重量％以下であり、より好ま
しくは５０重量％以上１００重量％以下であり、より好ましくは８０重量％以上１００重
量％以下である。
【００３０】
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　本実施形態に係る導電性樹脂層１０２に含まれる（メタ）アクリル系熱可塑性樹脂の含
有量は、導電性樹脂層１０２の全体を１００重量％としたとき、好ましくは８０重量％以
上９９．５重量％以下であり、より好ましくは９０重量％以上９９．９重量％以下である
。（メタ）アクリル系熱可塑性樹脂の含有量が上記範囲内であると、電極活物質層１０１
と集電体層１０３との接着性と、導電性樹脂層１０２の導電性とのバランスが優れる。
【００３１】
　本実施形態に係る導電性樹脂層１０２は、必要に応じて、イソシアネート化合物、酸無
水物、アミン化合物、エポキシ化合物、金属キレート類、アジリジン化合物、メラミン化
合物などの架橋剤；ロジン系樹脂、テルペン系樹脂、石油樹脂、クマロン－インデン系樹
脂、フェノール系樹脂、キシレン樹脂、スチレン系樹脂などの粘着付与樹脂；シランカッ
プリング剤；後述する固体電解質などをさらに含有していてもよい。
　本実施形態に係る導電性樹脂層１０２に粘着付与樹脂を含有させると、初期タック、接
着力の調節が容易となる。
【００３２】
（導電性樹脂層の製造方法）
　本実施形態に係る導電性樹脂層１０２の製造方法は特に限定されないが、例えば、次の
ような方法で製造することができる。
　まず、上記（メタ）アクリル系熱可塑性樹脂などの粘着剤、必要に応じて、上記架橋剤
、上記粘着付与樹脂、上記シランカップリング剤、上記固体電解質を適量配合した混合物
を加熱溶融させる。次いで、この熱溶融物に上記導電性微粒子を加えて混合して均一に分
散させる。
　得られた樹脂組成物を後述する集電体層１０３上に塗布後、常温まで放冷などによって
冷却することにより、集電体層１０３上に導電性樹脂層１０２を形成する。加熱溶融によ
る混合は、例えばニーダールーダー、押出機、ミキシングロ－ル、バンバリーミキサー、
その他既知の混練装置を用いて、通常１００℃～２５０℃の温度範囲で行うことができる
。
【００３３】
＜電極活物質層＞
　本実施形態に係る電極活物質層１０１は、微粒子状の電極活物質を必須成分として含み
、必要に応じて、導電助剤、固体電解質などを含んでいる。
【００３４】
　また、本実施形態に係る電極活物質層１０１は、電極活物質層１０１の全体を１００重
量％としたとき、粘着剤および結着剤（バインダーとも呼ぶ。）の含有量が、通常は５重
量％以下であり、好ましくは３重量％以下である。本実施形態に係る電極活物質層１０１
は、粘着剤および結着剤を実質的に含まないことが特に好ましい。ここで、「粘着剤およ
び結着剤を実質的に含まない」とは、電極活物質層１０１と導電性樹脂層１０２との界面
近傍に存在する導電性樹脂層１０２由来の粘着剤以外は含まないという意味である。
【００３５】
　なお、上記結着剤とは、リチウムイオン電池に通常使用される結着剤のことをいい、例
えば、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、カルボキシメチルセルロース、ポリテト
ラフルオロエチレン微粒子、スチレン・ブタジエン系ゴム微粒子などの水系バインダー；
ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、ポリイミドなどの溶剤系バインダ
ーなどである。
【００３６】
　本実施形態に係る電極活物質層１０１は、導電性樹脂層１０２を介して集電体層１０３
と接着している。よって、本実施形態に係る電極活物質層１０１は、粘着剤および結着剤
の含有量が上記上限値以下であっても、集電体層１０３との接着を維持することができる
。
　また、本実施形態に係る電極活物質層１０１は、絶縁性である粘着剤および結着剤を上
記上限値以下とすることができるため、得られる全固体型リチウムイオン電池の内部抵抗
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を低減することができる。その結果、得られる全固体型リチウムイオン電池の放電容量密
度やサイクル特性などの充放電特性をより一層向上させることができる。
【００３７】
（正極層）
　本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００が正極層に用いられるとき
、本実施形態に係る電極活物質層１０１は、微粒子状の電極活物質として正極活物質を含
み、必要に応じて、導電助剤、固体電解質などを含んでいる。
【００３８】
　本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００が正極層に用いられるとき
、本実施形態に係る電極活物質層１０１の厚みは、好ましくは２μｍ以上６０μｍ以下で
あり、より好ましくは５μｍ以上４０μｍ以下である。本実施形態に係る電極活物質層１
０１の厚みが上記範囲内であると、充放電に伴う正極活物質の体積変化に対する応力緩和
能が特に優れるため、得られる全固体型リチウムイオン電池の放電容量密度やサイクル特
性などの充放電特性をより一層向上させることができる。
【００３９】
　本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００が正極層に用いられるとき
、本実施形態に係る電極活物質層１０１に含まれる正極活物質の単位面積あたりの重量が
、好ましくは１．５ｇ／ｍ２以上６５．０ｇ／ｍ２以下であり、より好ましくは４．５ｇ
／ｍ２以上３２．５ｇ／ｍ２以下である。正極活物質の単位面積あたりの重量が上記範囲
内であると、充放電に伴う正極活物質の体積変化に対する応力緩和能が特に優れるため、
得られる全固体型リチウムイオン電池の放電容量密度やサイクル特性などの充放電特性を
より一層向上させることができる。
【００４０】
　本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００が正極層に用いられるとき
、本実施形態に係る電極活物質層１０１の密度が、好ましくは１．３ｇ／ｃｍ３以上３．
３ｇ／ｃｍ３以下であり、より好ましくは２．５ｇ／ｃｍ３以上３．３ｇ／ｃｍ３以下で
ある。本実施形態に係る電極活物質層１０１の密度が、上記範囲内であると、充放電に伴
う正極活物質の体積変化に対する応力緩和能が特に優れるため、得られる全固体型リチウ
ムイオン電池の放電容量密度やサイクル特性などの充放電特性をより一層向上させること
ができる。
【００４１】
「正極活物質」
　本実施形態に係る正極活物質としては特に限定されず一般的に公知のものを使用するこ
とができる。例えば、リチウムコバルト酸化物（ＬｉＣｏＯ２）、リチウムニッケル酸化
物（ＬｉＮｉＯ２）、リチウムマンガン酸化物（ＬｉＭｎ２Ｏ４）などの複合酸化物；ポ
リアニリン、ポリピロールなどの導電性高分子；Ｌｉ２Ｓ、Ｌｉ２Ｓ２ 、Ｌｉ２Ｓ４ 、
Ｌｉ２Ｓ８などの硫化リチウム、硫化リチウム銅などの硫化物；硫黄などを用いることが
できる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を組み合わせて使用してもよ
い。リチウムコバルト酸化物（ＬｉＣｏＯ２）、リチウムニッケル酸化物（ＬｉＮｉＯ２

）、リチウムマンガン酸化物（ＬｉＭｎ２Ｏ４）などの複合酸化物では、固体電解質との
界面抵抗を低減させるため、ＬｉＮｂＯ３やＬｉ４Ｔｉ５Ｏ１２などによる被覆、または
ＬｉＮｂＯ３やＬｉ４Ｔｉ５Ｏ１２などの微粒子を複合酸化物表面に付着させたものも使
用できる。
　これらの中でも、硫化リチウム、硫化リチウム銅などの硫化物は、充放電に伴う体積変
化が大きいため、これらの正極活物質を用いたときに、特に本発明の効果を得ることがで
きる。
【００４２】
　ここで、硫化リチウム銅とは、構成元素として、Ｌｉ、Ｓ、およびＣｕを含んでおり、
Ｌｉ２ＳとＣｕＳ１－Ｘ（０．０≦Ｘ≦０．５）とを含む混合物を加熱することにより得
ることができる。ここで、ＣｕＳ１－Ｘ（０．０≦Ｘ≦０．５）としては、公知の物質と
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してＣｕ２Ｓ、Ｃｕ１．９７Ｓ、Ｃｕ１．９６Ｓ、Ｃｕ１．９５Ｓ、Ｃｕ３１Ｓ１６、Ｃ
ｕ１．８１Ｓ、Ｃｕ１．８Ｓ、Ｃｕ９Ｓ５、Ｃｕ７．２Ｓ４、Ｃｕ１．７８Ｓ、Ｃｕ１．

７６５Ｓ、Ｃｕ７Ｓ４、ＣｕＳなどがあり原料として使用することができる。また、Ｌｉ

２ＳとＣｕＳ１－Ｘ（０．０≦Ｘ≦０．５）とを混合する方法としてはＬｉ２ＳとＣｕＳ

１－Ｘ（０．０≦Ｘ≦０．５）とを均一に混合できる混合方法であれば特に限定されない
が、例えば、非活性雰囲気下で撹拌またはメカノケミカル処理によりおこなうことができ
る。
【００４３】
　また、本実施形態に係る硫化リチウム銅は、上記Ｃｕの含有量に対する上記Ｌｉの含有
量のモル比（Ｌｉ／Ｃｕ）が好ましくは２．１以上６．０以下であり、より好ましくは２
．４以上４．３以下である。また、上記Ｃｕの含有量に対する上記Ｓの含有量のモル比（
Ｓ／Ｃｕ）が、好ましくは１．５以上３．５以下であり、より好ましくは１．６以上２．
７以下である。Ｌｉ／Ｃｕの比およびＳ／Ｃｕの比を上記範囲内とすることにより、初期
放電容量をより一層向上させることができる。
　ここで、本実施形態に係る硫化リチウム銅中のＬｉ、Ｓ、およびＣｕの含有量は、例え
ば、ＩＣＰ発光分光分析により求めることができる。
【００４４】
　本実施形態に係る正極活物質は特に限定されないが、レーザー回折散乱式粒度分布測定
法による重量基準粒度分布における平均粒子径ｄ５０が、好ましくは１μｍ以上１０μｍ
以下であり、より好ましくは１μｍ以上６μｍ以下である。
　正極活物質の平均粒子径ｄ５０を上記範囲内とすることにより、良好なハンドリング性
を維持すると共に、より一層高密度の正極を作製することができる。
【００４５】
　本実施形態に係る正極活物質は特に限定されないが、窒素吸着におけるＢＥＴ３点法に
よる比表面積が、好ましくは０．１ｍ２／ｇ以上３．０ｍ２／ｇ以下であり、より好まし
くは０．１ｍ２／ｇ以上１．１ｍ２／ｇ以下である。
　窒素吸着におけるＢＥＴ３点法による比表面積が上記上限値以下であることにより、正
極活物質と固体電解質との不可逆的な反応を抑制することができる。
　また、窒素吸着におけるＢＥＴ３点法による比表面積を上記下限値以上であることによ
り、固体電解質の正極活物質への浸透性を向上させることができる。
【００４６】
「導電助剤」
　本実施形態に係る電極活物質層１０１は、正極層の導電性を向上させる観点から、導電
助剤を含むのが好ましい。本実施形態に係る導電助剤としては、リチウムイオン電池に使
用可能な通常の導電助剤であれば特に限定されないが、例えば、アセチレンブラック、ケ
チェンブラックなどのカーボンブラック、気相法炭素繊維などの炭素材料が挙げられる。
これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を組み合わせて使用してもよい。
【００４７】
「固体電解質」
　本実施形態に係る電極活物質層１０１は、正極層のイオン伝導性を向上させる観点から
、固体電解質を含んでいるのが好ましい。本実施形態に係る固体電解質としては、イオン
伝導性を有するものであれば特に限定されないが、一般的に全固体型リチウムイオン電池
に用いられるものを用いることができる。例えば、硫化物固体電解質材料、酸化物固体電
解質材料などを挙げることができる。これらの中でも、硫化物固体電解質材料が好ましい
。これにより、得られる全固体型リチウムイオン電池の出力特性を向上させることができ
る。
【００４８】
　本実施形態に係る硫化物固体電解質材料としては、例えば、Ｌｉ３ＰＳ４、Ｌｉ７Ｐ３

Ｓ１１などのＬｉ２Ｓ－Ｐ２Ｓ５材料；Ｌｉ２Ｓ－ＳｉＳ２材料；Ｌｉ２Ｓ－ＳｉＳ２－
Ｌｉ３ＰＯ４材料；Ｌｉ２Ｓ－ＧｅＳ２材料；Ｌｉ２Ｓ－Ａｌ２Ｓ３材料；Ｌｉ１０Ｇｅ
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Ｐ２Ｓ１２、Ｌｉ３．２５Ｇｅ０．２５Ｐ０.７５Ｓ４などのＬｉ２Ｓ－ＧｅＳ２－Ｐ２

Ｓ５材料などが挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を組み合
わせて使用してもよい。これらの中でも、リチウムイオン伝導性が優れ、かつ広い電圧範
囲で分解等を起こさない安定性を有する点から、Ｌｉ２Ｓ－Ｐ２Ｓ５材料が好ましい。
【００４９】
「各種材料の配合割合」
　本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００が正極層に用いられるとき
、本実施形態に係る電極活物質層１０１の各種材料の配合割合は、電池の使用用途などに
応じて、適宜決定されるため特に限定されず、一般的に公知の情報に準じて設定すること
ができる。
【００５０】
「正極層の製造方法」
　つぎに、本実施形態に係る正極層の製造方法について説明する。
　本実施形態に係る正極層は特に限定されないが、例えば、導電性樹脂層１０２に、微粒
子状の上記正極活物質を付着することにより、電極活物質層１０１を形成することができ
る。例えば、次のような方法で製造することができる。
【００５１】
　まず、正極活物質、必要に応じて、導電助剤、固体電解質などを混合機により混合する
。各材料の混合比は、電池の使用用途などに応じて適宜決定される。
　混合機としては、ボールミル、プラネタリーミキサーなど公知のものが使用でき、特に
限定されない。混合方法も特に限定されず、公知の方法に準じておこなうことができる。
【００５２】
　つづいて、得られた正極活物質を含む混合物を、集電体層１０３上に形成された導電性
樹脂層１０２上に所定の厚みになるように付着させることにより、電極活物質層１０１を
形成する。こうすることにより、本実施形態に係る正極層を得ることができる。
　また、導電性樹脂層１０２に完全に付着していない正極活物質などを除去する工程をさ
らにおこなってもよい。また、正極活物質などを付着させた面をプレスすることにより、
電極活物質層１０１の付着力を高めることで、正極活物質などの脱離を抑制したり、正極
活物質などが付着した面の平滑性を向上させたりしてもよい。また、正極活物質などを付
着させた面をプレスすることにより、電極活物質層１０１の厚みや密度を調整してもよい
。プレスの方法としては、一般的に公知の方法を用いることができる。
【００５３】
　導電性樹脂層１０２上に正極活物質を含む混合物を付着させる方法としては特に限定さ
れないが、空気中または不活性雰囲気中で導電性樹脂層１０２に正極活物質を含む混合物
を直接供給する方法や、分散液に正極活物質を含む混合物を分散させてスラリー状態にし
、そのスラリーを導電性樹脂層１０２上に供給する方法などがある。
【００５４】
　空気中または不活性雰囲気中で導電性樹脂層１０２に正極活物質を含む混合物を直接供
給する方法としては、導電性樹脂層１０２上に正極活物質を含む混合物を落下させる方法
、正極活物質を含む混合物を導電性樹脂層１０２上に噴霧する方法などが挙げられる。
　導電性樹脂層１０２上で正極活物質を含む混合物を均一な厚さに揃えるために、所定の
高さのガイドを置き、ガイドの開口部を埋めるように正極活物質を含む混合物を充填する
ことも可能である。ガイドとしては、金属製または合成樹脂製で大きな開口部を有する構
造体であれば良く、例えば入手し易いものとしては金属製または樹脂製の多孔質板、織布
、不織布などが挙げられる。
　正極活物質を含む混合物は導電性樹脂層１０２の粘着性によって、導電性樹脂層１０２
上に付着される。
【００５５】
（負極層）
　本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００が負極層に用いられるとき
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、本実施形態に係る電極活物質層１０１は、微粒子状の電極活物質として負極活物質を含
み、必要に応じて、導電助剤、固体電解質などを含んでいる。
【００５６】
　本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００が負極層に用いられるとき
、本実施形態に係る電極活物質層１０１の厚みは、好ましくは２μｍ以上６０μｍ以下で
あり、より好ましくは３μｍ以上３５μｍ以下である。本実施形態に係る電極活物質層１
０１の厚みが上記範囲内であると、充放電に伴う負極活物質の体積変化に対する応力緩和
能が特に優れるため、得られる全固体型リチウムイオン電池の放電容量密度やサイクル特
性などの充放電特性をより一層向上させることができる。
【００５７】
　本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００が負極層に用いられるとき
、本実施形態に係る電極活物質層１０１に含まれる負極活物質の単位面積あたりの重量が
、好ましくは１．５ｇ／ｍ２以上６５.０ｇ／ｍ２以下であり、より好ましくは２．０ｇ
／ｍ２以上５０．０ｇ／ｍ２以下である。負極活物質の単位面積あたりの重量が上記範囲
内であると、充放電に伴う負極活物質の体積変化に対する応力緩和能が特に優れるため、
得られる全固体型リチウムイオン電池の放電容量密度やサイクル特性などの充放電特性を
より一層向上させることができる。
【００５８】
　本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００が負極層に用いられるとき
、本実施形態に係る電極活物質層１０１の密度が、好ましくは０．０６５ｇ／ｃｍ３以上
４．２ｇ／ｃｍ３以下であり、より好ましくは０．６５ｇ／ｃｍ３以上４．０ｇ／ｃｍ３

以下である。本実施形態に係る電極活物質層１０１の密度が、上記範囲内であると、充放
電に伴う負極活物質の体積変化に対する応力緩和能が特に優れるため、得られる全固体型
リチウムイオン電池の放電容量密度やサイクル特性などの充放電特性をより一層向上させ
ることができる。
【００５９】
「負極活物質」
　本実施形態に係る負極活物質としてはリチウムイオン電池の負極層に使用可能な通常の
負極活物質であれば特に限定されないが、例えば、天然黒鉛、人造黒鉛、樹脂炭、炭素繊
維、活性炭、ハードカーボン、ソフトカーボンなどの炭素質材料；シリコン、スズ、ガリ
ウム、インジウムなどを主体とした合金系材料；ポリアセン、ポリアセチレン、ポリピロ
ールなどの導電性ポリマー；金属リチウム；リチウムチタン複合酸化物（例えばＬｉ4Ｔ
ｉ5Ｏ12）などが挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を組み
合わせて使用してもよい。
　合金系材料としては、スズ、スズ合金、シリコン、シリコン合金、ガリウム、ガリウム
合金、インジウム、インジウム合金が挙げられる。
　これらの中でも、スズ、スズ合金、シリコン、シリコン合金およびガリウム合金などの
合金系材料の微粒子は、充放電に伴う体積変化が大きいため、これらの負極活物質を用い
たときに、特に本発明の効果を得ることができる。
【００６０】
　本実施形態に係る負極活物質は特に限定されないが、レーザー回折散乱式粒度分布測定
法による重量基準粒度分布における平均粒子径ｄ５０が、好ましくは１μｍ以上５０μｍ
以下であり、より好ましくは５μｍ以上３０μｍ以下である。
　負極活物質の平均粒子径ｄ５０を上記範囲内とすることにより、良好なハンドリング性
を維持すると共に、より一層高密度の負極を作製することができる。
【００６１】
　本実施形態に係る負極活物質は特に限定されないが、窒素吸着におけるＢＥＴ３点法に
よる比表面積が、好ましくは０．１ｍ２／ｇ以上１５.０ｍ２／ｇ以下であり、より好ま
しくは１．０ｍ２／ｇ以上１０．０ｍ２／ｇ以下である。
　窒素吸着におけるＢＥＴ３点法による比表面積が上記上限値以下であることにより、負
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極活物質と固体電解質との不可逆的な反応を抑制することができる。
　また、窒素吸着におけるＢＥＴ３点法による比表面積を上記下限値以上であることによ
り、固体電解質の負極活物質への浸透性を向上させることができる。
【００６２】
「導電助剤」
　本実施形態に係る電極活物質層１０１は、負極層の導電性を向上させる観点から、導電
助剤を含むのが好ましい。本実施形態に係る導電助剤としては、前述した正極層に用いら
れるものと同様のものを挙げることができる。
【００６３】
「固体電解質」
　本実施形態に係る電極活物質層１０１は、負極層のイオン伝導性を向上させる観点から
、固体電解質を含んでいるのが好ましい。本実施形態に係る固体電解質としては、前述し
た正極層に用いられるものと同様のものを挙げることができる。
【００６４】
「各種材料の配合割合」
　本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００が負極層に用いられるとき
、本実施形態に係る電極活物質層１０１の各種材料の配合割合は、電池の使用用途などに
応じて、適宜決定されるため特に限定されず、一般的に公知の情報に準じて設定すること
ができる。
【００６５】
「負極層の製造方法」
　本実施形態に係る負極層の製造方法について説明する。
　本実施形態に係る負極層は特に限定されないが、例えば、導電性樹脂層１０２に、微粒
子状の上記負極活物質を付着することにより、電極活物質層１０１を形成することにより
得ることができる。例えば、次のような方法で製造することができる。
【００６６】
　まず、負極活物質、必要に応じて、導電助剤、固体電解質などを混合機により混合する
各材料の混合比は、電池の使用用途などに応じて適宜決定される。
　混合機としては、前述した正極層の製造方法に用いられるものと同様のものを挙げるこ
とができる。
【００６７】
　つづいて、得られた負極活物質を含む混合物を、集電体層１０３上に形成された導電性
樹脂層１０２上に所定の厚みになるように付着させることにより、電極活物質層１０１を
形成する。こうすることにより、本実施形態に係る負極層を得ることができる。
　また、導電性樹脂層１０２に完全に付着していない負極活物質などを除去する工程をさ
らにおこなってもよい。また、負極活物質などを付着させた面をプレスすることにより、
電極活物質層１０１の付着力を高めることで、負極活物質の脱離を抑制したり、負極活物
質が付着した面の平滑性を向上させたりしてもよい。また、負極活物質などを付着させた
面をプレスすることにより、電極活物質層１０１の厚みや密度を調整してもよい。プレス
の方法としては、一般的に公知の方法を用いることができる。
【００６８】
　導電性樹脂層１０２上に負極活物質を含む混合物を付着させる方法としては特に限定さ
れないが、空気中または不活性雰囲気中で導電性樹脂層１０２に負極活物質を含む混合物
を直接供給する方法や、分散液に負極活物質を含む混合物を分散させてスラリー状態にし
、そのスラリーを導電性樹脂層１０２上に供給する方法などがある。
【００６９】
　空気中または不活性雰囲気中で導電性樹脂層１０２に負極活物質を含む混合物を直接供
給する方法としては、導電性樹脂層１０２上に負極活物質を含む混合物を落下させる方法
、負極活物質を含む混合物を導電性樹脂層１０２上に噴霧する方法などが挙げられる。
　導電性樹脂層１０２上で負極活物質を含む混合物を均一な厚さに揃えるために、所定の
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高さのガイドを置き、ガイドの開口部を埋めるように負極活物質を含む混合物を充填する
ことも可能である。ガイドとしては、金属製または合成樹脂製で大きな開口部を有する構
造体であれば良く、例えば入手し易いものとしては金属製または樹脂製の多孔質板、織布
、不織布などが挙げられる。
　負極活物質を含む混合物は導電性樹脂層１０２の粘着性によって、導電性樹脂層１０２
上に付着される。
【００７０】
＜集電体層＞
　本実施形態に係る集電体層１０３としては、鉄、銅、アルミニウム、ニッケル、ステン
レス、チタンなどの金属製のものであれば特に限定されない。価格や入手容易性、電気化
学的安定性などの観点から、正極用としてはアルミニウム、負極用としては銅が好ましい
。また、集電体層１０３の形状についても特に限定されないが、厚さが０．００１～０．
５ｍｍの範囲でシート状のものを用いることが好ましい。シート状のものとしては、金属
製の箔、不織布または織布、さらに金属やカーボンを合成樹脂製のフィルム、不織布また
は織布、あるいは紙にコーティングしたものが含まれる。
【００７１】
［全固体型リチウムイオン電池］
　つぎに、本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池２００について説明する。図２
は、本発明に係る実施形態の全固体型リチウムイオン電池の構造の一例を示す断面図であ
る。
【００７２】
　本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池２００は、正極層２１０と、固体電解質
層２２０と、負極層２３０とがこの順番で積層されてなる。そして、正極層２１０および
負極層２３０のうち少なくとも一方が、本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用
電極１００である。
　すなわち、正極層２１０が本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００
からなる場合、正極層２１０は正極活物質層２０３（１０１）と、導電性樹脂層２０２（
１０２）と、正極集電体層２０１（１０３）と、がこの順番で積層されてなる。また、負
極層２３０が本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池用電極１００からなる場合、
負極層２３０は負極活物質層２０５（１０１）と、導電性樹脂層２０７（１０２）と、負
極集電体層２０９（１０３）と、がこの順番で積層されてなる。
【００７３】
　本実施形態に係る全固体型リチウムイオン電池２００は、一般的に公知の方法に準じて
製造される。例えば、正極層２１０と、固体電解質層２２０と、負極層２３０とを重ねた
ものを、円筒型、コイン型、角型、フィルム型その他任意の形状に形成することにより作
製される。
【００７４】
（固体電解質層）
　本実施形態に係る固体電解質層２２０は、正極層２１０および負極層２３０の間に形成
される層であり、固体電解質により形成される層である。固体電解質層２２０に含まれる
固体電解質は、リチウムイオン伝導性を有するものであれば特に限定されず、一般的に公
知のものを用いることができる。例えば、上述した電極活物質層１０１に含ませる固体電
解質と同様のものを用いることができる。
【００７５】
　本実施形態に係る固体電解質層２２０における固体電解質の含有量は、所望の絶縁性が
得られる割合であれば特に限定されるものではないが、例えば、１０体積％以上１００体
積％以下の範囲内、中でも、５０体積％以上１００体積％以下の範囲内であることが好ま
しい。
【００７６】
　また、本実施形態に係る固体電解質層２２０は、バインダーを含有していてもよい。バ
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インダーを含有することにより、可撓性を有する固体電解質層２２０を得ることができる
。バインダーとしては、例えば、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデンな
どのフッ素含有結着材を挙げることができる。固体電解質層２２０の厚さは、例えば、０
．１μｍ以上１０００μｍ以下の範囲内、好ましくは０．１μｍ以上３００μｍ以下の範
囲内である。
【００７７】
　以上、本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の
様々な構成を採用することもできる。
　なお、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲での変形、改良などは本発明に含まれるものである。
【実施例】
【００７８】
　以下、本発明を実施例および比較例により説明するが、本発明はこれらに限定されるも
のではない。なお、実施例および比較例では、「ｍＡｈ／ｇ」は電極活物質１ｇあたりの
放電容量密度を示す。
【００７９】
［１］測定方法
はじめに、以下の実施例、比較例における測定方法を説明する。
【００８０】
（１）粒度分布
　レーザー回折散乱式粒度分布測定装置（マルバーン社製、マスターサイザー３０００）
を用いて、レーザー回折法により、実施例および比較例で使用した正極活物質および負極
活物質の粒度分布を測定した。測定結果から、各正極活物質および負極活物質について、
重量基準の累積分布における５０％累積時の粒径（Ｄ５０、平均粒子径）をそれぞれ求め
た。
【００８１】
［２］正極活物質の製造
（Ｌｉ２ＳとＣｕＳとを混合する工程）
　アルゴン雰囲気下で、Ａｌ２Ｏ３製ポットに、Ｌｉ２Ｓ（Ａｌｄｒｉｃｈ社製、５００
ｍｇ、１０．９ｍｍｏｌ、平均粒子径：７μｍ）と、ＣｕＳ（Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒ社製
、５００ｍｇ、５．２ｍｍｏｌ、平均粒子径：１０μｍ）を秤量して加え、さらにＺｒＯ

２ボールを入れ、Ａｌ２Ｏ３製ポットを密閉した。
　次いで、Ａｌ２Ｏ３製ポットを、遊星ボールミル（フリッチュ社製、Ｐ－７）にセット
して、４００ｒｐｍで、１時間処理を行い、混合物を得た。
【００８２】
（混合物を加熱する工程）
　次いで、管状炉を用いて、アルゴン雰囲気下で、得られた混合物を４００℃、１２時間
加熱した。その後、室温まで冷却し、正極活物質８００ｍｇを得た。
　得られた正極活物質は乳鉢により粉砕し、目開き４５μｍの篩により分級して、平均粒
子径ｄ５０が３μｍの正極活物質１を得た。
【００８３】
（物性）
　正極活物質１のＩＣＰ発光分光分析を行ったところ、Ｌｉが１６．６重量％、Ｃｕが３
５．９重量％、Ｓが４７．５重量％であった。
【００８４】
＜実施例１＞
　正極活物質１を１００ｍｇと、導電助剤であるアセチレンブラックを１００ｍｇと、固
体電解質であるＬｉ３ＰＳ４を２００ｍｇとを混合した。次いで、その混合物を導電性ア
ルミ箔粘着テープ（寺岡製作所社製、Ｎｏ８３０３、φ１４ｍｍ、導電性樹脂層の厚み：
３５μｍ）の粘着面に付着させて正極層１を得た（直径φ＝１４ｍｍ、正極活物質層の厚
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み：１０μｍ、正極活物質１の単位面積あたりの重量：６．５ｇ／ｍ２、正極活物質層の
密度：２．６ｇ／ｃｍ３）。ここで、導電性アルミ箔粘着テープは、厚み０．０５０ｍｍ
のアルミ箔上に導電性アクリル系粘着剤を塗布して形成したものである。
【００８５】
　つづいて、プレス治具を用いて、固体電解質（Ｌｉ３ＰＳ４、１２０ｍｇ）を８３ＭＰ
ａにて予備プレスを行った。その後、正極層１に乗せてさらに２５０ＭＰａ、１０分間プ
レス成型をおこない、正極層１上に固体電解質層１を形成した。
　また、上記方法で得られた正極層１、固体電解質層１、負極であるインジウム箔（φ＝
１４ｍｍ、ｔ＝０．５ｍｍ）をこの順で積層させて全固体型リチウムイオン電池を作製し
た。次いで、得られた全固体型リチウムイオン電池について、電流密度６５μＡ／ｃｍ２

の条件で充電終止電位３．０Ｖまで充電した後、電流密度６５μＡ／ｃｍ２の条件で、放
電終止電位０．４Ｖまで放電させる条件で充放電を３回行った。正極活物質に対する放電
容量密度と充放電効率について得られた結果を表１に示す。
【００８６】
＜実施例２＞
　実施例１の正極活物質１、アセチレンブラックおよびＬｉ３ＰＳ４の混合物を導電性ア
ルミ箔粘着テープ（寺岡製作所社製、Ｎｏ８３０３、φ１４ｍｍ、導電性樹脂層の厚み：
３５μｍ）の粘着面に付着させて正極層２を得た（直径φ＝１４ｍｍ、正極活物質層の厚
み：５０μｍ、正極活物質１の単位面積あたりの重量：３９．０ｇ／ｍ２、正極活物質層
の密度：３．１ｇ／ｃｍ３）。ここで、導電性アルミ箔粘着テープは、厚み０．０５０ｍ
ｍのアルミ箔上に導電性アクリル系粘着剤を塗布して形成したものである。
【００８７】
　つづいて、プレス治具を用いて、固体電解質（Ｌｉ３ＰＳ４、１２０ｍｇ）を８３ＭＰ
ａにて予備プレスを行った後、正極層２に乗せてさらに２５０ＭＰａ、１０分間プレス成
型をおこない、正極層２上に固体電解質層２を形成した。
　また、上記方法で得られた正極層２、固体電解質層２、負極であるインジウム箔（φ＝
１４ｍｍ、ｔ＝０．５ｍｍ）をこの順で積層させて全固体型リチウムイオン電池を作製し
た。次いで、得られた全固体型リチウムイオン電池について、電流密度６５μＡ／ｃｍ２

の条件で充電終止電位３．０Ｖまで充電した後、電流密度６５μＡ／ｃｍ２の条件で、放
電終止電位０．４Ｖまで放電させる条件で充放電を３回行い、放電容量密度（ｍＡｈ／ｇ
）および充放電効率（％）を算出した。得られた結果を表１に示す。
【００８８】
＜比較例１＞
　実施例１の正極活物質１、アセチレンブラックおよびＬｉ３ＰＳ４の混合物をアルミ箔
（東洋アルミニウム社製、厚さ５０μｍ、φ１４ｍｍ）の表面に２５０ＭＰａの圧力でプ
レス成型し、正極層３を得た（直径φ＝１４ｍｍ、正極活物質層の厚み：４０μｍ、正極
活物質１の単位面積あたりの重量：３２．５ｇ／ｍ２、正極活物質層の密度：３．２５ｇ
／ｃｍ３）。
【００８９】
　つづいて、プレス治具を用いて、固体電解質（Ｌｉ３ＰＳ４、１２０ｍｇ）を８３ＭＰ
ａにて予備プレスを行った後、正極層３に乗せてさらに２５０ＭＰａ、１０分間プレス成
型をおこない、正極層３上に固体電解質層３を形成した。
　また、上記方法で得られた正極層３、固体電解質層３、負極であるインジウム箔（φ＝
１４ｍｍ、ｔ＝０．５ｍｍ）をこの順で積層させて全固体型リチウムイオン電池を作製し
た。次いで、得られた全固体型リチウムイオン電池について、電流密度６５μＡ／ｃｍ２

の条件で充電終止電位３．０Ｖまで充電した後、電流密度６５μＡ／ｃｍ２の条件で、放
電終止電位０．４Ｖまで放電させる条件で充放電を３回行い、放電容量密度（ｍＡｈ／ｇ
）および充放電効率（％）を算出した。得られた結果を表１に示す。
【００９０】
（充放電試験結果）
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　実施例１、２および比較例１の充放電試験結果を表１に示す。
【００９１】
【表１】

【００９２】
＜実施例３＞
　Ｌｉ２Ｓ（Ａｌｄｒｉｃｈ社製）を１５０ｍｇと、導電助剤であるアセチレンブラック
を１５０ｍｇと、固体電解質であるＬｉ３ＰＳ４を３００ｍｇとを混合した。次いで、そ
の混合物をアルミ箔（東洋アルミニウム社製、厚さ５０μｍ、φ１４ｍｍ）の表面に２５
０ＭＰａの圧力でプレス成型し、正極層４を得た（直径φ＝１４ｍｍ、正極活物質層の厚
み：２００μｍ、正極活物質１の単位面積あたりの重量：６５．０ｇ／ｍ２、正極活物質
層の密度：１．３０ｇ／ｃｍ３）。
【００９３】
　つづいて、プレス治具を用いて、固体電解質（Ｌｉ３ＰＳ４、１５０ｍｇ）を８３ＭＰ
ａにて予備プレスを行った。その後、正極層４に乗せてさらに２５０ＭＰａ、１０分間プ
レス成型をおこない、正極層４上に固体電解質層４を形成した。
【００９４】
　つぎに、負極活物質１（古河電子社製、シリコン、純度９９．９９９％、平均粒子径２
μｍ）を３３３ｍｇと、導電助剤であるアセチレンブラックを３３３ｍｇと、固体電解質
であるＬｉ３ＰＳ４を３３３ｍｇとを混合した。次いで、その混合物を導電性アルミ箔粘
着テープ（寺岡製作所社製、Ｎｏ８３０３、φ１４ｍｍ、導電性樹脂層の厚み：３５μｍ
）の粘着面に付着させて負極層１を得た（直径φ＝１４ｍｍ、負極活物質層の厚み：３μ
ｍ、負極活物質１の単位面積あたりの重量：２．１ｇ／ｍ２、負極活物質層の密度：２．
１ｇ／ｃｍ３）。ここで、導電性アルミ箔粘着テープは、厚み０．０５０ｍｍのアルミ箔
上に導電性アクリル系粘着剤を塗布して形成したものである。
【００９５】
　次いで、上記方法で得られた正極層４、固体電解質層４、負極層１をこの順で積層させ
て全固体型リチウムイオン電池を作製した。次いで、得られた全固体型リチウムイオン電
池について、電流密度６５μＡ／ｃｍ２の条件で充電終止電位３．４Ｖまで充電した後、
電流密度６５μＡ／ｃｍ２の条件で、放電終止電位０．６Ｖまで放電させる条件で充放電
を３回行った。負極活物質に対する放電容量密度および充放電効率について得られた結果
を表２に示す。
【００９６】



(18) JP 2014-93156 A 2014.5.19

10

20

30

40

50

＜実施例４＞
　負極活物質２（アルドリッチ社製、スズ、純度９９％、平均粒子径＜１０μｍ）を２０
０ｍｇと、導電助剤であるアセチレンブラックを２００ｍｇと、固体電解質であるＬｉ３

ＰＳ４を２００ｍｇとを混合した。次いで、その混合物を導電性アルミ箔粘着テープ（寺
岡製作所社製、Ｎｏ８３０３、φ１４ｍｍ、導電性樹脂層の厚み：３５μｍ）の粘着面に
付着させて負極層２を得た（直径φ＝１４ｍｍ、負極活物質層の厚み：１５μｍ、負極活
物質１の単位面積あたりの重量：１０．８ｇ／ｍ２、負極活物質層の密度：０．７２ｇ／
ｃｍ３）。ここで、導電性アルミ箔粘着テープは、厚み０．０５０ｍｍのアルミ箔上に導
電性アクリル系粘着剤を塗布して形成したものである。
【００９７】
　次いで、上記方法で得られた正極層４、固体電解質層４、負極層２をこの順で積層させ
て全固体型リチウムイオン電池を作製した。次いで、得られた全固体型リチウムイオン電
池について、電流密度６５μＡ／ｃｍ２の条件で充電終止電位３．４Ｖまで充電した後、
電流密度６５μＡ／ｃｍ２の条件で、放電終止電位０．６Ｖまで放電させる条件で充放電
を３回行った。得られた結果を表２に示す。
【００９８】
＜実施例５＞
（ＧａＬｉ合金を作製する工程）
　アルゴン雰囲気下で、カーボンルツボに、ガリウム（ＤＯＷＡエレクトロニクス社製、
９９．９９９９％、４３２ｍｇ、６．２ｍｍｏｌ）と、Ｌｉ箔（本城金属社製、厚さ：０
．５ｍｍ、９９．５％以上、４３ｍｇ、６．２ｍｍｏｌ）を秤量して入れ、電気炉で２０
０℃、３０分加熱した。生成物をＡｌ２Ｏ３製ポットに入れ、さらにＺｒＯ２ボールを入
れ、Ａｌ２Ｏ３製ポットを密閉した。
　次いで、Ａｌ２Ｏ３製ポットを、ボールミル台に置き、９５ｒｐｍで、２４時間処理を
行い、均質化した合金粉末を得た。粉末Ｘ線回折の結果、合金粉末はＧａＬｉであること
を確認した。
【００９９】
　得られた負極活物質３（ＧａＬｉ、平均粒子径２μｍ）を２５０ｍｇと、導電助剤であ
るアセチレンブラックを２５０ｍｇと、固体電解質であるＬｉ３ＰＳ４を２５０ｍｇとを
混合した。次いで、その混合物を導電性アルミ箔粘着テープ（寺岡製作所社製、Ｎｏ８３
０３、φ１４ｍｍ、導電性樹脂層の厚み：３５μｍ）の粘着面に付着させて負極層３を得
た（直径φ＝１４ｍｍ、負極活物質層の厚み：３５μｍ、負極活物質１の単位面積あたり
の重量：４４．６ｇ／ｍ２、負極活物質層の密度：３．８２ｇ／ｃｍ３）。ここで、導電
性アルミ箔粘着テープは、厚み０．０５０ｍｍのアルミ箔上に導電性アクリル系粘着剤を
塗布して形成したものである。
【０１００】
　次いで、上記方法で得られた正極層４、固体電解質層４、負極層３をこの順で積層させ
て全固体型リチウムイオン電池を作製した。次いで、得られた全固体型リチウムイオン電
池について、電流密度６５μＡ／ｃｍ２の条件で充電終止電位３．０Ｖまで充電した後、
電流密度６５μＡ／ｃｍ２の条件で、放電終止電位０．４Ｖまで放電させる条件で充放電
を３回行った。得られた結果を表２に示す。
【０１０１】
＜比較例２＞
　負極活物質１（古河電子社製、シリコン、純度９９．９９９％、平均粒子径２μｍ）を
５ｍｇと、導電助剤であるアセチレンブラックを５ｍｇと、固体電解質であるＬｉ３ＰＳ

４を５ｍｇとを混合した。次いで、その混合物をアルミ箔（東洋アルミニウム社製、厚さ
５０μｍ、φ１４ｍｍ）の表面に２５０ＭＰａの圧力でプレス成型し、負極層４を得た（
直径φ＝１４ｍｍ、負極活物質層の厚み：２００μｍ、負極活物質１の単位面積あたりの
重量：２６０ｇ／ｍ２、負極活物質層の密度：１．３ｇ／ｃｍ３）。
【０１０２】
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　次いで、上記方法で得られた正極層４、固体電解質層４、負極層４をこの順で積層させ
て全固体型リチウムイオン電池を作製した。次いで、得られた全固体型リチウムイオン電
池について、電流密度６５μＡ／ｃｍ２の条件で充電終止電位３．０Ｖまで充電した後、
電流密度６５μＡ／ｃｍ２の条件で、放電終止電位０．４Ｖまで放電させる条件で充放電
を３回行った。得られた結果を表２に示す。
【０１０３】
（充放電試験結果）
　実施例３～５および比較例２の充放電試験結果を表２に示す。
【０１０４】
【表２】

【符号の説明】
【０１０５】
１００　　全固体型リチウムイオン電池用電極
１０１　　電極活物質層
１０２　　導電性樹脂層
１０３　　集電体層
２００　　全固体型リチウムイオン電池
２０１　　正極集電体層
２０２　　導電性樹脂層
２０３　　正極活物質層
２０５　　負極活物質層
２０７　　導電性樹脂層
２０９　　負極集電体層
２１０　　正極層
２２０　　固体電解質層
２３０　　負極層
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