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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウムイオン伝導性の無機物質粉体とポリマーとを含有する厚さ２０μm以下の薄膜
状固体電解質を備えたリチウムイオン二次電池の製造方法であって、リチウムイオン伝導
性の無機物質粉体とポリマーとを含むスラリーを、集電体上に形成された溶媒を含む未乾
燥の正極層及び／又は負極層上に直接コーティングし、その後、前記溶媒を含んだ未乾燥
の正極層及び／又は負極層並びに前記スラリーを乾燥することにより薄膜状固体電解質層
を形成することを特徴とする、リチウムイオン二次電池の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、薄膜状固体電解質を用いたリチウムイオン二次電池、及びその製造方法に関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】
【特許文献１】
特開２０００－０６７９１７号公報
【特許文献２】
特開２００１－０１５１６４号公報
【特許文献３】
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特開平０７－３２６３７２号公報
従来から、リチウムイオン二次電池における電解液としては、一般に非水系の電解液が使
用されていたが、近年、このように液体が中心の電解液に替わり、高分子で構成されたポ
リマー電解質を用いたリチウムイオン二次電池が注目されるようになった（［特許文献１
］）。すなわち、このようにポリマー電解質を用いたリチウムイオン二次電池においては
、ポリマー電解質中に液体の電解液が保持されるため、漏液がしにくく、腐食性も少なく
、リチウム析出（デンドライト）の発生による電極のショートを防ぎ、また電池の構造が
簡単でその組立ても容易になる等の利点があった。
【０００３】
ここで、このようなポリマー電解質は電解液のみに比べ、リチウムイオンの導電性が低い
ため、このポリマー電解質の厚さを薄くすることが行なわれるようになった。しかし、こ
のようにポリマー電解質を薄くした場合その機械的強度が低くなり、電池の作製時に破れ
たり、穴が開いたりして、ポリマー電解質が破壊され、正極と負極とが短絡し易いという
問題があった。ゲル状ポリマー電解質層の厚さとしては、３０～８０μｍ程度と紹介され
ている。
【０００４】
機械的強度を改良する目的でリチウムイオン伝導性のガラスセラミックス粉体を含有する
複合電解質も提案されている（［特許文献２］）。しかし、厚さ２０μｍ以下の薄膜化は
実現していなかった。
【０００５】
また、電解液を全く用いない固体電解質電池も多く提案されている。固体電解質を用いた
リチウムイオン二次電池では、従来の電池のように有機電解液を含浸する必要がないため
、液漏れや発火などを起こす危険性が無く、安全性の高い電池が提供できる可能性がある
（［特許文献３］）。従来の有機電解液を用いた電池では、正極及び負極は固体電解質を
介して有機電解液で接触しているため、界面でのイオン移動抵抗はそれほど問題にはなら
なかった。しかし、構成されている正極、負極及び電解質が全て固体である場合、電解液
を用いた電池と比較して、正極－電解質の界面及び負極－電解質の界面が固体同士の接触
、部分的に点での接触となり、大きな界面抵抗が生じる。そのため、界面でのインピーダ
ンスが大きく、分極を引き起しやすくなり、界面のリチウムイオン移動が制限され、高容
量・大出力の電池は実現し難かった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、リチウムイオン二次電池における上記のような問題を解決することを課題とす
るものであり、固体電解質を用いた場合においても、電解質が薄く抵抗が小さいため高出
力、高容量で充放電サイクル特性も良好な長期的に安定して使用できるリチウムイオン二
次電池を提供することを課題とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、リチウムイオン二次電池用途として様々な材料について詳細に実験した結
果、ある結晶を有する無機物質はリチウムイオン伝導性が高く、リチウムイオン輸率が１
であること、この材料を薄膜状にしてリチウムイオン二次電池の固体電解質として用いた
場合、高性能な電池を提供することができることを見い出した。
【０００８】
本発明のリチウムイオン二次電池は、正極、負極、及び固体電解質を備え、固体電解質は
、リチウムイオン伝導性の無機物質を含有する薄膜状固体電解質からなる。薄膜状固体電
解質は高いリチウムイオン伝導性の無機物質を含有することが好ましく、さらに好ましく
はリチウムイオン伝導性の結晶、ガラス又はガラスセラミックスを含有することが好まし
い。本発明のリチウムイオン二次電池に用いる薄膜状固体電解質は薄い方がリチウムイオ
ンの移動距離が短いため高出力の電池が得られ、また単位体積当りの電極面積が広く確保
できるため高容量の電池が得られる。そこで、本発明のリチウムイオン二次電池において
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、薄膜状固体電解質の厚さは２０μｍ以下が好ましく、１０μｍ以下がより好ましく、５
μｍ以下が特に好ましい。
【０００９】
本発明のリチウムイオン二次電池の、充放電時におけるリチウムイオンの移動性は、固体
電解質のリチウムイオン伝導度及びリチウムイオン輸率に依存する。したがって、本発明
のリチウムイオン二次電池において、薄膜状固体電解質のイオン伝導度は、１×１０－５

Ｓ・ｃｍ－１以上であることが好ましい。
【００１０】
本発明のリチウムイオン二次電池において、該薄膜状固体電解質は無機物質を４０重量％
以上含有することが好ましい。該無機物質はリチウムイオン伝導性の結晶、ガラス又は、
ガラスセラミックスからなることが好ましい。該無機物質は無機物質粉体からなることが
好ましい。該薄膜状固体電解質に含まれる該無機物質粉体の平均粒径は、１．０μｍ以下
であることが好ましく、０．５μｍ以下がより好ましく、０．３μｍ以下が特に好ましい
。
【００１１】
本発明のリチウムイオン二次電池において、該薄膜状固体電解質は、ポリマー媒体中にリ
チウムイオン伝導性の無機物質粉体を含有することができる。該薄膜状固体電解質は、ポ
リマー媒体中にリチウム無機塩及びリチウム伝導性ガラスセラミックス粉体を含有するこ
とが好ましい。
【００１２】
本発明のリチウムイオン二次電池において、該薄膜状固体電解質は、正極及び／又は負極
の電極材料上に直接コーティングにより形成することができる。
【００１３】
本発明のリチウムイオン二次電池の製造方法は、リチウムイオン伝導性の無機物質を含有
する薄膜状固体電解質を備えたリチウムイオン二次電池の製造方法であって、リチウムイ
オン伝導性の無機物質を、正極及び／又は負極の電極材料上に直接コーティングすること
により薄膜状固体電解質を形成することを特徴とする。
【００１４】
固体電解質は薄い方が抵抗が低く、イオンの移動距離が短いため、より高出力な電池が得
られるが、これらを単独で製造する場合、強度及びハンドリング、製造工程の問題から、
薄くするには限界がある。これに対し、本発明のリチウムイオン二次電池の製造方法にお
いては、正極及び／又は負極の電極材料上に固体電解質を直接形成するので、単独でのハ
ンドリングなどの問題は生じないため、さらに薄くすることが可能である。
【００１５】
本発明のリチウムイオン二次電池において、薄膜状固体電解質は、無機物質としてリチウ
ムイオン伝導性の結晶、ガラス又はガラスセラミックスを含有するスラリーを調製し、該
スラリーを正極及び／又は負極の電極材料上に直接コーティングすることにより作製でき
る。
【００１６】
スラリーを正極及び／又は負極の電極材料上に直接コーティングする方法としては、ディ
ップ、スピンコーティング、テープキャスティングなどの方法や、インクジェットやスク
リーン印刷などの印刷技術を用いることができ、スラリーは、無機物質としてリチウムイ
オン伝導性を有する粉末をバインダーとともに溶媒中に分散したものを用いることができ
る。無機物質は結晶、ガラス又はガラスセラミックスからなることが好ましい。該薄膜状
固体電解質は無機物質を４０重量％以上含有することが好ましい。
【００１７】
ここで、用いるリチウムイオン伝導性の粉末は、高いリチウムイオン伝導性を有すること
が好ましい。さらに好ましくは、化学的に安定なガラスセラミックスであり、具体的には
母ガラスがＬｉ２Ｏ－Ａｌ２Ｏ３－ＴｉＯ２－ＳｉＯ２－Ｐ２Ｏ５系の組成であり、この
ガラスを熱処理して結晶化させ、その際の主結晶相がＬｉ１－ｘ＋ｙＡｌｘＴｉ２－ｘＳ
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ｉｙＰ３－ｙＯ１２（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１）である粉末である。
【００１８】
用いるバインダーは、結晶やガラス又はガラスセラミックス粉末同士及び基板である電極
とを結着させるため、有機高分子材料を用いることが好ましい。具体的な材料としては、
ポリエチレンオキサイド、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリオレフィン、ポリテトラ
フルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリビニリデンフルオライド等の
フッ素樹脂、ポリアミド類、ポリエステル類ポリアクリレート等の高分子材料や、これら
を構造単位として有する高分子材料を用いることができる。また、リチウムイオン伝導性
を有しているバインダーを用いる、あるいはリチウム塩等を添加し、リチウムイオン伝導
性を付加させた高分子材料を用いると、複合電解質のイオン伝導性も高くなるため、より
好ましい。また、溶媒としては、上記高分子材料が溶解又は分散する有機溶媒を用いるこ
とができる。
【００１９】
また、本発明のリチウムイオン二次電池において、薄膜状固体電解質は、リチウムイオン
伝導性の無機物質を電極材料上に直接コーティングすることにより作製することもできる
。無機物質を電極材料上に直接コーティングする方法としては、スパッタリング法、レー
ザーアブレーション法、プラズマ溶射など既知の薄膜作製装置を用いることもできる。こ
の際、ターゲットには、リチウムイオン伝導性の結晶やガラス又はこれらリチウムイオン
伝導性の結晶やガラスを含有した複合材料を用い、直接電極材料上に薄膜を形成すること
ができる。
【００２０】
ここで、ターゲット材料には、上記の化学的に安定でかつ高いリチウムイオン伝導性のガ
ラスセラミックスを用いることが好ましい。また、薄膜化した場合にアモルファス化する
場合があるが、この場合は熱処理して結晶化することにより、上記主結晶相を析出させれ
ば問題は無い。同様にこのガラスセラミックスの結晶化前の母ガラスもターゲットとして
用いることができる。この場合も成膜後に結晶化処理を行なうことで、上記主結晶相が得
られる。また、複合材料のターゲットは、リチウムイオン伝導性の結晶やガラス、ガラス
セラミックス粉末に無機バインダーを加え焼成して得られる。ここでガラスセラミックス
粉体としては、リチウムイオン伝導性を有することが好ましく、主結晶相がＬｉ１＋ｘ＋

ｙＡｌｘＴｉ２－ｘＳｉｙＰ３－ｙＯ１２であることがより好ましい。このガラスセラミ
ックス粉体の平均粒径としては５μｍ以下が好ましく、３μｍ以下がより好ましい。用い
る無機バインダーは、低融点の無機酸化物である結晶やガラスであることが好ましく、量
は２０ｗｔ％以下が好ましい。
【００２１】
本発明の薄膜固体電解質を用いたリチウムイオン二次電池においては、正極集電体として
のアルミニウム箔等に正極活物質としての遷移金属酸化物を含有する材料を形成したもの
を、正極とすることができる。本発明のリチウムイオン二次電池の正極に使用する正極活
物質材料としては、リチウムの吸蔵，放出が可能な遷移金属化合物を用いることができ、
例えば、マンガン、コバルト、鉄、ニッケル、バナジウム、ニオブ、モリブデン、チタン
などの遷移金属から選ばれる少なくとも一種を含む酸化物を使用することができる。また
、リチウムを含有していない材料を負極活物質に用いる場合は、リチウム含有遷移金属酸
化物を使用することが好ましい。
【００２２】
本発明の薄膜固体電解質を用いたリチウムイオン二次電池においては、該薄膜状固体電解
質にリチウムイオン伝導性の無機物質を含有すると共に、正極にも、イオン伝導助剤とし
て、リチウムイオン伝導性の無機物質を含有することが好ましい。ここで用いるリチウム
イオン伝導性の無機物質としては、該薄膜状固体電解質に含有する無機物質と同様に、主
結晶相がＬｉ１＋ｘ＋ｙＡｌｘＴｉ２－ｘＳｉｙＰ３－ｙＯ１２であるガラスセラミック
ス粉末を用いることが好ましい。ここで用いるガラスセラミックス粉体の平均粒径として
は、５μｍ以下が好ましく、３μｍ以下がより好ましい。
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【００２３】
本発明の薄膜固体電解質を用いたリチウムイオン二次電池においては、正極には、導電助
剤及び／又は結着剤を含有することが好ましい。導電助剤としてはアセチレンブラックが
好ましく、結着剤としてはポリビニリデンフルオライドＰＶｄＦが好ましい。
【００２４】
また、本発明のリチウムイオン二次電池においては、負極集電体としての銅箔等に負極活
物質を含有する材料を形成したものを、負極とすることができる。本発明のリチウムイオ
ン二次電池の負極に使用する負極活物質材料としては、金属リチウムやリチウム－アルミ
ニウム合金、リチウム－インジウム合金などリチウムの吸蔵、放出が可能な金属や合金、
チタンやバナジウムなどの遷移金属酸化物、黒鉛や活性炭、メソフェーズピッチ炭素繊維
などの炭素系の材料を使用することができる。
【００２５】
また、本発明のリチウムイオン二次電池においては、該薄膜状固体電解質にリチウムイオ
ン伝導性の無機物質を含有すると共に、負極にも、イオン伝導助剤として、リチウムイオ
ン伝導性の無機物質を含有することが好ましい。ここで用いるリチウムイオン伝導性の無
機物質としては、該薄膜状固体電解質に含有する無機物質と同様に、主結晶相がＬｉ１＋

ｘ＋ｙＡｌｘＴｉ２－ｘＳｉｙＰ３－ｙＯ１２であるガラスセラミックス粉末を用いるこ
とが好ましい。該負極は、負極活物質材料と、イオン伝導助剤と、結着剤とをアセトン溶
媒を用いて混合し、この混合物を負極集電体上に塗布することにより調製することができ
る。負極活物質には市販の黒鉛粉末を用いることができる。
【００２６】
以下、この発明に係る薄膜固体電解質及びこれを用いたリチウムイオン電池について、具
体的な実施例を挙げて説明すると共に、比較例を挙げ、本発明に係る薄膜固体電解質を備
えたリチウムイオン二次電池が優れている点を明らかにする。なお、本発明のリチウムイ
オン二次電池は、下記の実施例に示したものに限定されるものではなく、その要旨を変更
しない範囲において適宜変更して実施できるものである。
【００２７】
【発明の実施の形態】
（参考例１）
（正極の作製）
正極活物質には市販のコバルト酸リチウムＬｉＣｏＯ２ を用い、この正極活物質材料と
、導電助剤であるアセチレンブラックと、イオン伝導助剤であって主結晶相がＬｉ１＋ｘ

＋ｙＡｌｘＴｉ２－ｘＳｉｙＰ３－ｙＯ１２であるガラスセラミックス粉末と、結着剤で
あるポリビニリデンフルオライドＰＶｄＦとをアセトン溶媒を用いて混合し、この混合物
を厚さ１０μｍのアルミニウムシートである正極集電体上に厚さが約５０μｍになるよう
に塗布した後、これを１００℃の温度で乾燥させてシート状になった正極シートを作製し
た。なお、ここでは、ガラスセラミックス粉末として、平均粒径は１．０μｍ（体積平均
）、最大粒径は８μｍのものを使用した。粒子径はレーザー回析／散乱式粒度分布測定装
置にて測定した。
【００２８】
（負極の作製）
負極活物質には市販の黒鉛粉末を用い、この負極活物質材料と、イオン伝導助剤であるガ
ラスセラミックス粉末（正極の作製に用いたものと同じく、主結晶相がＬｉ１＋ｘ＋ｙＡ
ｌｘＴｉ２－ｘＳｉｙＰ３－ｙＯ１２であって、平均粒径は１．０μｍ、最大粒径は８μ
ｍ）と、結着剤であるポリビニリデンフルオライドＰＶｄＦとをアセトン溶媒を用いて混
合し、この混合物を厚さ１０μｍの銅シートである負極集電体上に厚さが約５０μｍにな
るように塗布した後、これを１００℃の温度で乾燥させてシート状になった負極シートを
作製した。
【００２９】
（薄膜状固体電解質の作製と電池の組み立て）
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主結晶相がＬｉ１＋ｘ＋ｙＡｌｘＴｉ２－ｘＳｉｙＰ３－ｙＯ１２であって、平均粒径は
０．１５μｍ、最大粒径は０．３μｍのガラスセラミックス粉末と、リチウム塩としてＬ
ｉＢＦ４を添加したポリエチレンオキサイドとを、アセトンを溶媒として均一に混合した
。この混合物を上記で作製した正極シートの活物質側及び負極シートの活物質側それぞれ
に塗布し、更に溶媒であるアセトンを乾燥・除去して、正極及び負極の電極材料上に薄膜
状固体電解質層を直接形成した。正極及び負極シートの塗布面を貼り合わせた状態で、ロ
ールプレスに通し、４０×５０ｍｍのサイズに切り出し、正極及び負極の間に薄膜状固体
電解質を形成した図１に示すリチウムイオン二次電池を組み立てた。この電池は、全体の
厚さは１１０μｍであり、その中で薄膜状固体電解質層の厚さは３μｍであった。
正極集電体及び負極集電体にリード線を取り付け、２５℃、４．２Ｖ－３．５Ｖの充放電
サイクル試験を行った。２０サイクルまでの放電容量のサイクル特性を図２に示した。実
施例１の初期放電容量は３６．２ｍＡｈであり、２０サイクル後は３４．１ｍＡｈと初期
容量の９６％以上を維持していた。
【００３０】
（比較例１）
薄膜状固体電解質にガラスセラミックス粉末を用いないこと以外は、参考例１と同様の電
池を組み、同じ条件にて充放電サイクル試験を行なった。２０サイクルまでの放電容量の
サイクル特性を図２に示した。
【００３１】
（実施例１）
正極活物質には市販のコバルト酸リチウムＬｉＣｏＯ２ を用い、参考例１と同じ正極活
物質材料と導電助剤とイオン伝導助剤と結着剤とをアセトン溶媒を用いて混合し、この混
合物を厚さ１０μｍのアルミニウムシートである正極集電体上に厚さが約５０μｍになる
ように塗布して正極層とした。その後すぐに、参考例１の薄膜状固体電解質の作製と同じ
、ガラスセラミックス粉末とリチウム塩とを添加したポリエチレンオキサイドの混合物を
、この正極層の上に薄く塗布し、電解質層とした。続けて実施例１の負極の作製と同じ混
合物を電解質層上に厚さが約５０μｍになるように塗布した。負極塗布面に負極集電体で
ある銅シートを貼り合わせ、１００℃にて乾燥させた後、ロールプレスに通し、４０×５
０ｍｍのサイズに切り出し、正極及び負極の間に薄膜状固体電解質を形成した図１に示す
リチウムイオン二次電池を組み立てた。この電池全体の厚さは１００μｍであり、その中
で薄膜状固体電解質層の厚さは約２μｍであった。正極－電解質－負極の塗布は途中で乾
燥工程を入れないため、それぞれの界面では、正極と固体電解質層及び固体電解質と負極
層が混じった状態になっている。
【００３２】
正極集電体及び負極集電体にリード線を取り付け、２５℃、０．１ｍＡ／ｃｍ２の定電流
にて４．２Ｖ－３．５Ｖの充放電サイクル試験を行った。また、１ｍＡ／ｃｍ２の定電流
にて急速充放電サイクル試験も行なった。
【００３３】
（比較例２）
薄膜状固体電解質にガラスセラミックス粉末を用いないこと以外は、実施例１と同様の電
池を組み、同じ条件にて充放電サイクル試験を行なった。０．１及び１ｍＡ／ｃｍ２の充
放電密度における初期放電容量、２０サイクル後の放電容量の比較を表１に示した。
【００３４】
【表１】
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【００３５】
表１より分かる様に、実施例１の電池は、サイクルによる劣化及び急速充放電による放電
容量の低下が小さく抑えられていた。
【００３６】
（参考例２）
参考例１の正極の作製に用いたものと同じガラスセラミックス粉末（主結晶相がＬｉ１＋

ｘ＋ｙＡｌｘＴｉ２－ｘＳｉｙＰ３－ｙＯ１２であって、平均粒径は１．０μｍ）を、リ
ン酸リチウムＬｉ３ＰＯ４を無機バインダーとしてディスク状に加圧成形した後、焼成し
てターゲット材を得た。得られたターゲット材の外周及び両面を研削、研磨して直径１０
０ｍｍ、厚さ１ｍｍのスパッタリングターゲットを得た。
【００３７】
ＲＦマグネトロンスパッタ装置にて、φ２０ｍｍ、厚さ２０μｍの負極のリチウム－アル
ミニウム合金箔上に薄膜を成膜した。このとき得られた固体電解質層は厚さ０．１μｍで
あった。次にこの薄膜状固体電解質上に、正極材料であるＬｉＣｏＯ２をスパッタ装置に
て成膜した。このとき得られた正極膜は厚さ２μｍであった。その上に正極集電体である
アルミニウムを厚さ０．１μｍに成膜した。固体電解質及び正極膜はアモルファス化して
いるため、５５０℃で熱処理を行い、厚さ約２２μｍの薄膜セルとした。このセルをφ１
８ｍｍに打ち抜き、φ２０ｍｍのコインセルに入れ、コイン型電池を組み上げた。
【００３８】
－２０℃、２５℃、８０℃の各温度にて１ｍＡｈ／ｃｍ２の定電流にて３．５Ｖ－２．５
Ｖの充放電サイクル試験を行なった。また、組み上げたコイン型電池を２５０℃のハンダ
リフローにより回路基板に実装し、２５℃にて同様のサイクル試験を行なった。
【００３９】
（比較例３）
電解質を従来通りの電解液を不織布に含浸させた電池を作製した。負極は実施例１と同じ
リチウム－アルミニウム合金を用い、正極は厚さ１０μｍアルミニウム箔上に参考例１と
同様にＬｉＣｏＯ２をスパッタ装置にて成膜した。正極と負極を厚さ２６μｍの不織布の
セパレータを介して貼り合わせ、そこにリチウム支持塩としてＬｉＮ（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）

２を添加したプロピレンカーボネートを含浸させて、厚さ約５８μｍの薄膜状セルとし、
上記以外は参考例２と同様にコイン型電池を組み上げた。参考例２と同じ条件にて充放電
サイクル試験を行なった。
各温度における初期放電容量、３００サイクル後の放電容量、ハンダリフロー後の初期及
び３００サイクル後の放電容量の比較を表２に示した。
【００４０】
【表２】
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【００４１】
表２より参考例２の電池は、各温度において良好なサイクル特性を有しており、－２５℃
においても室温使用と比較して、約５０％程度の容量を維持していた。また、比較例３の
電池はハンダリフローにより破裂したが、参考例２の電池はほとんど容量劣化を起こさな
かった。
【００４２】
（実施例２）
（正極の作製）
正極活物質にＬｉＭｎ２Ｏ４を用いた点以外は実施例１と同様に、正極集電体のアルミニ
ウム上に正極層及び薄い電解質層を作製した。
【００４３】
（負極の作製）
負極活物質にＬｉ４Ｔｉ５Ｏ１２を用い、この負極活物質材料と、イオン伝導助剤である
ガラスセラミックス粉末と、結着剤であるポリビニリデンフルオライドＰＶｄＦとをアセ
トン溶媒を用いて混合し、この混合物を厚さ１０μｍの銅シートである負極集電体上に厚
さが約５０μｍになるように塗布し、負極集電体の銅上に負極層を作製した。その後すぐ
に、参考例１の薄膜状固体電解質の作製と同じ、ガラスセラミックス粉末とリチウム塩と
を添加したポリエチレンオキサイドの混合物を、この負極層の上に薄く塗布し、薄い電解
質層を作製した。
【００４４】
（電池の組み立て）
正極及び負極の両電解質面同士を貼り合わせ、１００℃でロールプレスに通し、乾燥させ
た。正極層の厚さは６０μｍ、薄膜状固体電解質層の厚さは３μｍ、負極層の厚さ１００
μｍであり、全体の厚さは約１８０μｍであった。４０×５０ｍｍのサイズに切り出し、
正極集電体及び負極集電体にリード線を取り付け、２５℃、０．１ｍＡ／ｃｍ２の定電流
にて３．０Ｖ－２．２Ｖの充放電サイクル試験を行った。
【００４５】
（比較例４）
正極及び負極の電解質層にガラスセラミックス粉末を用いないこと以外は、実施例２と同
様の電池を組み、同じ条件にて充放電サイクル試験を行なった。２０サイクルまでの放電
容量のサイクル特性を図３に示した。実施例４の初期放電容量は比較例４よりも少し低い
値であったが、その後のサイクル特性の劣化が少なく、２０サイクル後も初期の９８％の
容量を維持していた。
【００４６】
（実施例３）
実施例２と同じ電池を作製し、２５℃にて０．１ｍＡ／ｃｍ２の定電流及び１、３ｍＡ／
ｃｍ２の急速充放電にて３．０Ｖ－２．２Ｖの充放電サイクル試験を行った。
【００４７】
（比較例５）
ガラスセラミックス粉末とリチウム塩としてＬｉＢＦ４を添加したポリエチレンオキサイ
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ドとをアセトンを溶媒として均一に混合し、この混合物をキャストシート上に５０μｍの
厚さに塗布し、これを乾燥し、ロールプレスにかけて厚さ３０μｍのシート状の固体電解
質を作製した。また、実施例２と同様に正極集電体のアルミニウム上に正極層、及び銅シ
ートの負極集電体の上に負極層を作製した。そして、シート状固体電解質（セパレータ）
の両面に、正極層及び負極層を貼り合わせ、ロールプレスにかけて、厚さ２１０μｍのシ
ート状の電池を作製した。４０×５０ｍｍのサイズに切り出し、正極集電体及び負極集電
体にリード線を取り付け、実施例４と同じ条件にて充放電サイクル試験を行なった。初期
放電容量及び２０サイクル後の放電容量を表３に示した。
【００４８】
【表３】

【００４９】
実施例３及び比較例５の電池は、０．１ｍＡ／ｃｍ２程度の充放電速度では大きな差はな
かったが、充放電密度を上げて、急速充放電を行なうと比較例５でははっきりとした容量
の減少が確認できた。これは、電池の正極－固体電解質、固体電解質－負極の界面でのイ
オン移動の抵抗が大きな原因である。電極に直接固体電解質を形成し、界面抵抗を低減さ
せた実施例３では、大きな出力にも耐える電池が得られた。
【００５０】
【発明の効果】
既述したように、本発明の薄膜状固体電解質を備えたリチウムイオン二次電池は、高出力
であり充放電サイクル特性も良好であった。また、従来のリチウムイオン二次電池と比較
して、有機電解液を含まないため、安全で長寿命な電池が実現した。
また、従来の固体電解質を備えた二次電池が、正極－電解質の界面又は負極－電解質の界
面での電気化学的抵抗が大きいのに対して、本発明の薄膜状固体電解質を備えたリチウム
イオン二次電池は、電極上に固体電解質を直接形成することにより正極及び負極と固体電
解質の界面の接触が良好となり、高容量・大出力の二次電池が可能となる。
【００５１】
リチウムイオン二次電池では、電解質を極端に薄くした場合、電池に応力が加わったり、
曲がったときなどに内部短絡によるショートなどが問題視されてきたが、本発明の薄膜状
固体電解質を備えたリチウムイオン二次電池では、ガラスセラミックス微粒子等の無機物
質が固体電解質中に多く存在しているため、外部応力で内部短絡が起きないため問題には
ならない。また、薄膜状固体電解質をスパッタなどで形成した場合は、全てガラスセラミ
ックスとすることができ、短絡する可能性を皆無とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のリチウムイオン二次電池の内部構造を示した断面説明図。
【図２】参考例１及び比較例１で得られたリチウムイオン二次電池の充放電サイクルに伴
う放電容量の変化。
【図３】実施例２及び比較例４で得られたリチウムイオン二次電池の充放電サイクルに伴
う放電容量の変化。
【符号の説明】
１．正極集電体
２．正極
３．薄膜状固体電解質
４．負極
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【図１】

【図２】

【図３】
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