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(57)【要約】
【課題】生産性が高く、高容量な非水電解質二次電池用
電極の製造方法を提供する。
【解決手段】熱プラズマを発生させる工程ａと、前記熱
プラズマ中に活物質の原料を供給する工程ｂと、前記熱
プラズマ中で生成した粒子を集電体の表面に堆積させて
活物質層を得る工程ｃとを含む、非水電解質二次電池用
電極の製造方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱プラズマを発生させる工程ａと、
　前記熱プラズマ中に活物質の原料を供給する工程ｂと、
　前記熱プラズマ中で生成した粒子を集電体の表面に堆積させて活物質層を得る工程ｃと
、
を含む、非水電解質二次電池用電極の製造方法。
【請求項２】
　前記工程ａが、アルゴン、ヘリウム、酸素、水素および窒素からなる群より選ばれる少
なくとも１種のガスを含む雰囲気中で、前記熱プラズマを発生させることを含む、請求項
１記載の非水電解質二次電池用電極の製造方法。
【請求項３】
　前記熱プラズマ雰囲気の圧力が、１０2～１０6Ｐａである、請求項１または２記載の非
水電解質二次電池用電極の製造方法。
【請求項４】
　前記工程ａが、ＲＦ電源によりコイルに高周波を印加して熱プラズマを発生させること
を含む、請求項１～３のいずれかに記載の非水電解質二次電池用電極の製造方法。
【請求項５】
　前記原料を粉末状態で熱プラズマ中に供給することを含む、請求項１～４のいずれかに
記載の非水電解質二次電池用電極の製造方法。
【請求項６】
　前記原料が、遷移金属化合物を含む、請求項１～５のいずれかに記載の非水電解質二次
電池用電極の製造方法。
【請求項７】
　前記原料が、更に、リチウム化合物を含む、請求項６記載の非水電解質二次電池用電極
の製造方法。
【請求項８】
　前記原料が、リチウム含有遷移金属酸化物を含む、請求項１～５のいずれかに記載の非
水電解質二次電池用電極の製造方法。
【請求項９】
　前記原料が、Ｓｉ、ＳｎおよびＰｂからなる群より選ばれる少なくとも１種を含む、請
求項１～５のいずれかに記載の非水電解質二次電池用電極の製造方法。
【請求項１０】
　原料の熱プラズマ中への供給速度と、活物質層の構造との関係を予め情報として記録し
、前記工程ｂにおいて、前記情報に基づいて原料の熱プラズマ中への供給速度を制御する
、請求項１～９のいずれかに記載の非水電解質二次電池用電極の製造方法。
【請求項１１】
　前記集電体付近における熱プラズマの温度と、活物質層の構造との関係を予め情報とし
て記録し、前記工程ａにおいて、前記情報に基づいて前記集電体付近における熱プラズマ
の温度を制御する、請求項１～１０のいずれかに記載の非水電解質二次電池用電極の製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生産性が高く、高エネルギー密度である非水電解質二次電池用電極の製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パソコン、携帯電話等の電子機器のモバイル化が急速に進んでいる。これらの電
子機器の電源として、小型で軽量かつ高容量な二次電池が必要とされている。このような
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理由から、高エネルギー密度化が可能な非水電解質二次電池の開発が広くなされている。
【０００３】
　非水電解質二次電池の更なる高エネルギー密度化を実現するために、高容量な活物質の
開発が進められている。また、電極の活物質密度（充填率）を向上させるために様々な取
り組みが行われている。例えば、電極の活物質密度を高めるために、導電材や樹脂製の結
着剤を用いずに、集電体表面に活物質を直接堆積させ、緻密な活物質層を形成することが
提案されている。更に、活物質の原料が高価であることから、プロセスコストを低減する
取り組みが行われている。
【０００４】
　特許文献１は、活物質密度の高い電極を得るために、電子サイクロトロン共鳴スパッタ
法により、正極活物質ＬｉＣｏＯ2を集電体表面に直接堆積させることを提案しており、
全固体電池用の電極として、厚さ２．６μｍ程度の活物質層を開示している。ＲＦ－スパ
ッタ法の成膜速度が２．４ｎｍ／ｍｉｎであるのに対して、電子サイクロトロン共鳴スパ
ッタ法の成膜速度は１６．６ｎｍ／ｍｉｎ程度と速くなる。また、電子サイクロトロン共
鳴スパッタ法で得られる活物質は、ＲＦ－スパッタ法で得られるものより結晶性が比較的
高くなる。
【０００５】
　特許文献２は、プロセスコストを抑えてナノ粒子を合成する方法を提案している。例え
ばＬｉＭｎ2Ｏ4のナノ粒子は、Ｌｉを含む溶液と、遷移金属Ｍｎを含む溶液とを、エチレ
ンガスと同時にＣＯ2レーザー中に投入し、燃焼反応させることにより合成される。ナノ
粒子は、導電材や樹脂製の結着剤と混合して集電体に塗工することにより、もしくは、集
電体に直接堆積させることにより、電極とすることができる。
【０００６】
　特許文献３は、蒸着法、スパッタ法、ＣＶＤ等を用いて、負極活物質であるＳｉを含む
活物質層を、集電体表面に形成することを提案している。
【０００７】
　非特許文献１は、熱プラズマを用いて、光変調器等の光学素子デバイスで用いられるＬ
ｉＴａ1-xＮｂxＯ3を、ＣＶＤにより成膜することを開示している。原料には、ＬｉＮｂ
（ＯＲ）6とＬｉＴａ（ＯＲ）6が用いられている。
【０００８】
　特許文献４は、熱プラズマを利用して、ホウ素で炭素の表面改質を行うことを提案して
いる。ホウ素含有化合物を含むプラズマ中に、炭素または有機材料からなる原料を投入す
ることにより、炭素のクリーニングや表面改質が行われる。この結果、負極活物質となる
炭素の不可逆容量が低減し、サイクル特性が向上する。
【特許文献１】特開２００７－５２１９号公報
【特許文献２】米国特許第６１３６２８７号
【特許文献３】特開２００６－２６０９２８号公報
【特許文献４】特開２００６－２６０８４７号公報
【非特許文献１】T.Majima et al., Journal of Crystal Growth, vol.220, p.336 (2000
)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１は、全固体電池等に用いられる薄膜電極の製造方法に関する。一般的に、非
水電解質二次電池用電極の活物質層は、１０μｍ以上、例えば４０μｍ程度の厚さを有す
る。特許文献１が提案している電子サイクロトロン共鳴スパッタ法は、ＲＦ－スパッタ法
よりも成膜速度が大きいものの、一般的な厚さの活物質層を形成するには成膜速度が不十
分である。
【００１０】
　特許文献２のように、合成されたナノ粒子を塗工する場合、高度な分散技術が必要であ
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る。よって、プロセスコストを十分に抑えることができないと考えられる。また、特許文
献２の方法では、粒子の有するエネルギーが比較的小さいため、活物質と集電体との密着
性が不十分であると考えられる。
【００１１】
　特許文献３が提案する蒸着法、スパッタ法、ＣＶＤ等の場合、高い結晶性を有する活物
質層を得るためには、活物質層のアニールが必要である。また、蒸着法で活物質層を形成
する場合、活物質層と集電体との密着性が低くなりやすい。
【００１２】
　特許文献４は、熱プラズマを用いて活物質のクリーニングや表面改質を行うことを提案
しているが、活物質合成や電極形成を開示するものではない。
【００１３】
　非特許文献１は、液体原料を熱プラズマにより反応させるＣＶＤに関し、緻密膜が得ら
れる。緻密膜には、電極に必要なイオン導電パスが形成されにくい。よって、膜厚が厚く
なると、電気化学反応が困難になる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、工程を簡略化することができ、かつ高容量な電池を得ることができる非水電
解質二次電池用電極の製造方法を提供することを目的とする。
【００１５】
　本発明の非水電解質二次電池用電極の製造方法は、熱プラズマを発生させる工程ａと、
熱プラズマ中に活物質の原料を供給する工程ｂと、熱プラズマ中で生成した粒子を集電体
の表面に堆積させて活物質層を得る工程ｃと、を含む。
【００１６】
　工程ａでは、アルゴン、ヘリウム、酸素、水素および窒素からなる群より選ばれる少な
くとも１種のガスを含む雰囲気中で、熱プラズマを発生させることが好ましい。
　熱プラズマ雰囲気の圧力は、１０2～１０6Ｐａであることが好ましい。
　工程ａでは、ＲＦ電源によりコイルに高周波を印加して熱プラズマを発生させることが
好ましい。このとき、コイルに印加する電圧は特に限定されないが、１０００Ｈｚ以上で
あることが好ましい。
　本発明においては、原料を粉末状態で熱プラズマ中に供給することができる。
【００１７】
　原料には、例えば以下が用いられる。
（i）遷移金属化合物を含む原料。
（ii）遷移金属化合物とリチウム化合物とを含む原料。
（iii）リチウム含有遷移金属酸化物を含む原料。
（iv）Ｓｉ、ＳｎおよびＰｂからなる群より選ばれる少なくとも１種を含む原料。
【００１８】
　遷移金属化合物としては、例えば、ニッケル化合物、コバルト化合物、マンガン化合物
および鉄化合物が挙げられる。これらは単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用
いてもよい。
【００１９】
　リチウム含有遷移金属酸化物としては、例えば、ＬｉxＮｉyＣｏ1-y-zＡｌzＯ2、Ｌｉx

ＮｉyＭｎ1-yＯ2、ＬｉxＮｉyＦｅ1-yＯ2、ＬｉxＮｉ1/3Ｍｎ1/3Ｃｏ1/3Ｏ2、ＬｉxＭｎ2

Ｏ4、ＬｉＮｂＯ3、ＬｉxＦｅyＭｎ1-yＰＯ4およびＬｉxＣｏＰＯ4（０．８≦ｘ≦１．５
、０≦ｙ≦１、０≦ｚ≦０．２）が挙げられる。これらは単独で用いてもよく、２種以上
を組み合わせて用いてもよい。
【００２０】
　Ｓｉ、ＳｎおよびＰｂからなる群より選ばれる少なくとも１種を含む原料としては、例
えば、ＳｎＯα、ＳｉＯαおよびＰｂＯα（０≦α＜２）が挙げられる。これらは単独で
用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。その他、好ましい原料として、例
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えば、Ｎｂ2Ｏ5、Ｖ2Ｏ5、Ｌｉ4/3Ｔｉ5/3Ｏ4、ＭｏＯ2などが挙げられる。
【００２１】
　原料供給速度により、活物質層の構造を制御することが可能である。よって、原料の熱
プラズマ中への供給速度と、活物質層の構造との関係は、予め情報として記録することが
好ましい。工程ｂでは、得られた情報に基づいて原料供給速度を制御することが好ましい
。
【００２２】
　集電体付近における熱プラズマの温度により、活物質層の構造を制御することが可能で
ある。よって、集電体付近における熱プラズマの温度と、活物質層の構造との関係は、予
め情報として記録することが好ましい。工程ａでは、得られた情報に基づいて集電体付近
における熱プラズマの温度を制御することが好ましい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、高容量な非水電解質二次電池用電極を、生産性よく低コストで提供す
ることができる。本発明によれば、活物質を集電体に結着させるための樹脂製の結着剤を
含まない活物質層が効率よく得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明の非水電解質二次電池用電極の製造方法は、熱プラズマを発生させる工程ａと、
熱プラズマ中に活物質の原料を供給する工程ｂと、熱プラズマ中で生成した粒子を集電体
の表面に堆積させて活物質層を得る工程ｃと、を含む。
【００２５】
　ここで、熱プラズマ中で生成した粒子には、原料の気化もしくは分解を経て生成した粒
子の他、熱プラズマを発生させるためのガスが分解して生成したイオンもしくはラジカル
も含まれる。気化もしくは分解した原料は、再結合しながら、または、熱プラズマ中のガ
ス、イオンもしくはラジカルと反応しながら集電体に堆積する。
【００２６】
　他の成膜法、例えばスパッタ法と、本発明の製造方法とを比較すると、本発明の製造方
法は活物質層の成膜速度（単位時間あたりの膜厚の増加）が非常に大きく、数十倍も早く
活物質層を形成することができる。本発明の製造方法においては、活物質層の成膜速度が
１０-3～１０-1μｍ／ｓである。一方、一般的なスパッタ法の場合、活物質層の成膜速度
は１０-5～１０-4μｍ／ｓである。
【００２７】
　本発明の製造方法において、活物質層の成膜速度が大きくなる理由の詳細は不明である
が、以下のように考えられる。
　第一に、熱プラズマを用いることで、高い反応性を持つ場を、広い範囲で発生させるこ
とができる。これにより、例えばスパッタリングより数十倍早く原料を供給しても、十分
に原料を気化、分解し、活物質を合成できる。その結果、活物質層の成膜速度が向上する
と考えられる。
【００２８】
　第二に、熱プラズマ中で生成する粒子は、集電体付近で冷却され、粒子の一部が結合し
て、ナノサイズのクラスタが形成されると考えられる。熱プラズマ中で生成する粒子はエ
ネルギーが大きく、集電体に付着しやすいため、活物質層の成膜速度が向上すると考えら
れる。また、クラスタは、集電体から脱離しにくいため、活物質層の密着性が向上すると
考えられる。
【００２９】
　熱プラズマとは、電子、イオンおよび中性粒子の熱エネルギーが高い状態のプラズマを
いう。熱プラズマに含まれる電子、イオンおよび中性粒子は、いずれも温度が高く、ほぼ
同じ温度である。電子、イオンおよび中性粒子の温度は、最も高温な部分において、例え
ば１００００～２００００Ｋである。
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【００３０】
　熱プラズマを発生させる方法は、特に限定されないが、直流アーク放電を利用する方法
、高周波電磁場を利用する方法、マイクロ波を利用する方法などがある。なかでも、高周
波電磁場を利用する方法が好ましい。熱プラズマは、大気圧に近い圧力（例えば、１０4

～１０6Ｐａ）の雰囲気中で発生させることが好ましい。
【００３１】
　一方、低温プラズマは、低圧中（例えば、１０1Ｐａ以下）で発生する。低温プラズマ
中では、電子の温度だけが高くなっており、イオンおよび中性粒子の温度は低い。低温プ
ラズマは、例えばスパッタリング法等に用いられる。
【００３２】
　従来の一般的な電極の製造方法では、まず、活物質と樹脂製の結着剤とを液状成分とと
もに混合して合剤ペーストを調製する。その後、合剤ペーストを集電体に塗布して乾燥さ
せた後、圧延を行う。一方、本発明の製造方法によれば、結着剤を用いる必要がなく、さ
らに、圧延を行う必要がない。また、活物質の原料を粉末の状態で熱プラズマに供給でき
る。よって、高エネルギー密度を有する電極を、少ない工程で得ることができる。
【００３３】
　高周波電磁場を利用する成膜装置の一例について、図面を参照しながら説明する。
　図１は、成膜装置の断面概念図である。成膜装置は、成膜のための空間を与えるチャン
バー１と、熱プラズマ発生源とを備える。熱プラズマ発生源は、熱プラズマを発生させる
空間を与えるトーチ１０と、トーチ１０を囲む誘導コイル２とを備える。誘導コイル２に
は、電源９が接続されている。
【００３４】
　チャンバー１は、必要に応じて、排気ポンプ５を備えてもよく、無くてもよい。排気ポ
ンプ５でチャンバー１内に残存する空気を除去してから、熱プラズマを発生させることで
、活物質のコンタミネーションを抑制することができる。排気ポンプ５を用いることで、
プラズマのガス流の形状を制御しやすくなる。さらに、チャンバー１内の圧力等、成膜条
件の制御が容易となる。チャンバー１は、粉塵を採取するためのフィルタ（図示せず）等
を備えてもよい。
【００３５】
　トーチ１０の鉛直下方には、ステージ３が設置されている。ステージ３の材質は特に限
定されないが、耐熱性に優れたものであることが好ましく、例えばステンレス鋼等が挙げ
られる。ステージ３には、集電体４が配置される。ステージ３は、必要に応じて、集電体
を冷却する冷却部（図示せず）を有してもよい。
【００３６】
　トーチ１０の一方の端部は、チャンバー１側に解放されている。高周波電圧を用いる場
合、トーチ１０は、優れた耐熱性および絶縁性を有する材質からなることが好ましく、例
えばセラミックス（石英や窒化珪素）等からなることが好ましい。トーチ１０の内径は特
に限定されない。トーチの内径を大きくすることで、反応場をより広くすることができる
。よって、効率よく活物質層を形成することができる。
【００３７】
　トーチ１０の他端には、ガス供給口１１と、原料供給口１２とが配置されている。ガス
供給口１１は、ガス供給源６ａ、６ｂと、バルブ７ａ、７ｂを介して接続されている。原
料供給口１２は、原料供給源８と接続されている。ガス供給口１１からトーチ１０へガス
を供給することで、熱プラズマを効率よく発生させることができる。
【００３８】
　熱プラズマを安定化させ、熱プラズマ中のガス流を制御する観点から、ガス供給口１１
は複数設けられていてもよい。ガス供給口１１を複数設ける場合、ガスを導入する方向は
特に限定されず、トーチ１０の軸方向や、トーチ１０の軸方向と垂直な方向等であっても
よい。トーチ１０の軸方向からのガス導入量と、トーチ１０の軸方向と垂直な方向からの
ガス導入量との比は、１００：０～１０：９０であることが好ましい。トーチ１０の軸方
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向からのガス導入量が多いほど、熱プラズマ中のガス流は細くなり、ガス流の中心部分が
高温となるため、原料を気化、分解し易くなる。熱プラズマを安定化させる観点から、マ
スフローコントローラ（図示せず）等を用いてガス導入量を制御することが好ましい。
【００３９】
　電源９から誘導コイル２に電圧を印加すると、トーチ１０内で熱プラズマが発生する。
印加する電圧は、高周波電圧であってもよく、直流電圧であってもよい。もしくは、高周
波電圧と直流電圧とを併用してもよい。高周波電圧を用いる場合、その周波数は、１００
０Ｈｚ以上であることが好ましい。誘導コイル２の材質は、特に限定されないが、銅等の
抵抗の低い金属を用いればよい。
【００４０】
　熱プラズマを発生させる際、誘導コイル２およびトーチ１０は高温となる。よって、誘
導コイル２およびトーチ１０の周囲には、冷却部（図示せず）を設けることが好ましい。
冷却部としては、例えば水冷冷却装置等を用いればよい。
【００４１】
　工程ａ～ｃについて説明する。
（１）工程ａについて
　工程ａでは、熱プラズマを発生させる。熱プラズマは、アルゴン、ヘリウム、酸素、水
素および窒素からなる群より選ばれる少なくとも１種のガスを含む雰囲気中で発生させる
ことが好ましい。熱プラズマを安定かつ効率よく発生させる観点から、水素等の二原子分
子を含む雰囲気中で熱プラズマを発生させることがより好ましい。酸素、水素、窒素、有
機系ガスなどの反応性ガスと、希ガスなどの不活性ガスと、を併用する場合には、原料と
反応性ガスとの反応を利用して活物質を生成させてもよい。
【００４２】
　高周波電磁場を利用する場合、熱プラズマは、ＲＦ電源によりコイルに高周波を印加す
ることにより発生させる。このとき、電源の周波数は、例えば１０００Ｈｚ以上であるこ
とが好ましく、例えば１３．５６ＭＨｚである。高周波誘導加熱を利用する場合、電極が
不要であることから、電極による活物質のコンタミネーションが起こらない。そのため、
優れた充放電特性を有する非水電解質二次電池用電極を得ることができる。
【００４３】
　図１のような成膜装置を用いる場合、ガス供給口から噴出させるガスの噴射速度は、直
流アーク放電でプラズマを発生させる場合（数１０００ｍ／ｓ）よりも遅く、数１０～１
００ｍ／ｓ程度、例えば９００ｍ／ｓ以下とすることができる。これにより、原料が熱プ
ラズマ中に滞留する時間を比較的長くすることができ、熱プラズマ中で原料を十分に溶解
、気化もしくは分解させることができる。そのため、活物質の合成および集電体への成膜
を効率よく行うことができる。
【００４４】
　集電体付近における熱プラズマの温度により、活物質層の構造を制御することが可能で
ある。よって、集電体付近における熱プラズマの温度と、活物質層の構造との関係は、予
め情報として記録することが好ましい。得られた情報に基づいて集電体付近における熱プ
ラズマの温度を制御することで、所望の構造を有する活物質層を得ることができる。
【００４５】
　集電体付近における熱プラズマの温度は、集電体の材質により異なるが、５００～１３
００℃であることが好ましく、集電体の構成材料の融点よりも低い温度であることが更に
好ましい。集電体付近における熱プラズマの温度が５００℃より低いと、活物質が集電体
に十分に付着せず、剥離しやすくなる場合がある。集電体付近における熱プラズマの温度
が１３００℃を超えると、集電体が変性したり、変形したりする場合がある。
【００４６】
　集電体付近における熱プラズマの温度を制御する方法は特に限定されないが、例えば、
トーチと集電体との距離、熱プラズマ中のガス流の形状、誘導コイルに印加する高周波電
圧の出力により制御できる。集電体とトーチとの距離が小さくなるほど、集電体付近にお
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ける熱プラズマの温度は大きくなる。トーチの軸方向のガス流量を大きくするほど、集電
体付近における熱プラズマの温度は大きくなる。さらに、誘導コイルに印加する高周波電
圧の出力を上げるほど、集電体付近における熱プラズマの温度は大きくなる。
【００４７】
（２）工程ｂについて
　工程ｂでは、熱プラズマ中に活物質層の原料を供給する。これにより、熱プラズマ中で
活物質の前駆体となる粒子が生成される。原料を複数種用いる場合、それぞれの原料を別
々に熱プラズマ中へ供給してもよいが、原料を十分に混合してから熱プラズマへ供給する
ことが好ましい。
【００４８】
　熱プラズマ中に供給する原料は、液体状態であっても、粉末状態であってもよい。ただ
し、原料を粉末状態で熱プラズマ中に供給する方が簡便であり、製造コスト上も有利であ
る。粉末状態の原料は、また、液体状態の原料（例えば、アルコキシド等）よりも比較的
安価である。
【００４９】
　原料を液体状態で熱プラズマ中に供給すると、溶媒や炭素等の不純物の除去が必要にな
る場合がある。一方、原料を粉末状態で熱プラズマ中に供給する場合、上記のような不純
物がほとんど含まれないため、優れた電気化学特性を有する非水電解質二次電池用電極を
得ることができる。
【００５０】
　原料を粉末状態で熱プラズマ中に供給する場合、原料のＤ５０（体積基準のメディアン
径）は、２０μｍ未満であることが好ましい。原料のメディアン径が２０μｍを超えると
、熱プラズマ中で原料が十分に気化もしくは分解せず、活物質が生成しにくい場合がある
。
【００５１】
　原料の熱プラズマ中への供給速度は、装置の容積、プラズマの温度等によって異なるが
、例えば、誘導コイルに印加する高周波電圧の出力１キロワットあたり０．０００２～０
．０５ｇ／ｍｉｎであることが好ましい。原料の熱プラズマ中への供給速度を制御するこ
とで、表面から集電体にかけて適度な隙間もしくは空隙を含む活物質層を得ることができ
る。また、成膜中に熱プラズマ中への原料の供給速度を段階的に変えることで、例えば、
空隙率の異なる複数の層を有する活物質層を形成することができる。
【００５２】
　原料の熱プラズマ中への供給速度が、誘導コイルに印加する高周波電圧の出力１キロワ
ットあたり０．０５ｇ／ｍｉｎを超えると、集電体との密着性が低くなる場合がある。
【００５３】
　集電体との密着性が低くなる理由の詳細は不明だが、第１に、原料の供給速度が速いと
、熱プラズマから、原料が溶解するために必要な溶解熱が多く奪われると考えられる。よ
って、熱プラズマ中で原料が十分に気化、分解しないため活物質が合成されず、原料のま
ま集電体に堆積する場合がある。
【００５４】
　第２に、原料の熱プラズマ中への供給速度が速いと、粒子同士が集電体に付着する前に
衝突して、数１００ｎｍ～数μｍ程度の粒子が形成されると考えられる。数１００ｎｍ～
数μｍ程度の粒子は、集電体付近における熱プラズマの温度が低い場合には、その粒子サ
イズを保ったまま集電体上に付着し、比較的大きな粒子が堆積した膜が形成される場合が
ある。このような活物質層は、空隙率が比較的高く、密着性が十分に得られない場合があ
る。
【００５５】
　原料の熱プラズマ中への供給速度が、誘導コイルに印加する高周波電圧の出力１キロワ
ットあたり０．００１～０．０１ｇ／ｍｉｎである場合、樹状構造の活物質層が形成され
やすい。熱プラズマ中で生成される粒子は、集電体に堆積するまでの間に急冷され、クラ
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スタを形成すると考えられる。理由の詳細は不明だが、クラスタが集電体表面から熱源で
あるプラズマ側に向かって堆積することで、樹状構造が得られると考えられる。
【００５６】
　原料の熱プラズマ中への供給速度が、誘導コイルに印加する高周波電圧の出力１キロワ
ットあたり０．００１ｇ／ｍｉｎより小さい場合、原料の溶解熱として失われる熱プラズ
マのエネルギーは僅かである。よって、熱プラズマは、高いエネルギーを保ったまま、原
料を溶解、気化、分解することができる。分解された原料は、高エネルギーの熱プラズマ
を照射されながら、集電体の表面付近に達し、そこで活物質が合成され、集電体の表面に
堆積する。よって、活物質層の空隙率は比較的低くなりやすい。
【００５７】
　原料の熱プラズマ中への供給速度により、活物質層の構造を制御することが可能である
。よって、原料の熱プラズマ中への供給速度と、活物質層の構造との関係は、予め情報と
して記録することが好ましい。得られた情報に基づいて原料の熱プラズマ中への供給速度
を制御することで、所望の構造を有する活物質層を形成することができる。
【００５８】
　活物質の原料には、様々な材料を用いることができる。例えば、（i）遷移金属化合物
を含む原料、（ii）遷移金属化合物とリチウム化合物とを含む原料、（iii）リチウム含
有遷移金属酸化物を含む原料、（iv）Ｓｉ、ＳｎおよびＰｂからなる群より選ばれる少な
くとも１種を含む原料などが用いられる。上記（ii）および（iii）の原料は、正極活物
質の原料として適しており、上記（iv）の原料は、負極活物質の原料として適している。
【００５９】
　遷移金属化合物としては、例えば、ニッケル化合物、コバルト化合物、マンガン化合物
および鉄化合物が挙げられる。これらは単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用
いてもよい。ニッケル化合物としては、例えば、酸化ニッケル、炭酸ニッケル、硝酸ニッ
ケル、水酸化ニッケル、オキシ水酸化ニッケルなどが挙げられる。コバルト化合物として
は、例えば、酸化コバルト、炭酸コバルト、硝酸コバルト、水酸化コバルトなどが挙げら
れる。マンガン化合物は、例えば、酸化マンガン、炭酸マンガンなどが挙げられる。鉄化
合物としては、例えば、酸化鉄、炭酸鉄などが挙げられる。
【００６０】
　リチウム化合物としては、例えば酸化リチウム、水酸化リチウム、炭酸リチウムおよび
硝酸リチウムが挙げられる。これらは単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用い
てもよい。
【００６１】
　例えば、リチウム遷移金属酸化物を含む活物質層を形成する場合、リチウム化合物と、
遷移金属を含む化合物とを、活物質の原料として、熱プラズマ中へ供給する。これらの化
合物は、別々に熱プラズマ中へ供給してもよいが、十分に混合してから熱プラズマへ供給
することが好ましい。
【００６２】
　熱プラズマ中では、リチウムが蒸発しやすいため、原料におけるリチウム化合物の混合
比は、目的とする活物質におけるリチウムの化学量論比よりも大きいことが好ましい。
【００６３】
　以下、具体的な材料の組み合わせを例示する。
　ＬｉＣｏＯ2を含む活物質層を形成する場合、活物質の原料には、リチウム化合物と、
コバルト化合物とを用いることが好ましい。
　ＬｉＮｉxＣｏ1-xＯ2を含む活物質層を形成する場合、活物質層の原料には、リチウム
化合物と、コバルト化合物と、ニッケル化合物とを用いることが好ましい。
　ＬｉＮｉxＭｎ1-xＯ2を含む活物質層を形成する場合、活物質層の原料には、リチウム
化合物と、マンガン化合物と、ニッケル化合物とを用いることが好ましい。
　ＬｉＮｉxＦｅ1-xＯ2を含む活物質層を形成する場合、活物質層の原料には、リチウム
化合物と、ニッケル化合物と、鉄化合物とを用いることが好ましい。
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【００６４】
　リチウム含有遷移金属酸化物（活物質自体）を、原料として用いることもできる。熱プ
ラズマ中へ供給されたリチウム含有遷移金属酸化物は、溶解、気化、分解された後、再合
成されて、集電体に堆積する。
【００６５】
　原料として用いられるリチウム含有遷移金属酸化物としては、例えば、ＬｉxＮｉyＣｏ

1-y-zＡｌzＯ2、ＬｉxＮｉyＭｎ1-yＯ2、ＬｉxＮｉyＦｅ1-yＯ2、ＬｉxＮｉ1/3Ｍｎ1/3Ｃ
ｏ1/3Ｏ2、ＬｉxＭｎ2Ｏ4、ＬｉＮｂＯ3、ＬｉxＦｅyＭｎ1-yＰＯ4およびＬｉxＣｏＰＯ4

（０．８≦ｘ≦１．５、０≦ｙ≦１、０≦ｚ≦０．２）が挙げられる。これらは単独で用
いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００６６】
　これらの原料を用いて熱プラズマにより活物質層を形成する場合、スパッタ法等で必要
となるポストアニールを行うことなく、良好に結晶化した活物質が得られる。よって、低
コストで、高密度かつ優れた充放電特性を有する非水電解質二次電池用電極を得ることが
できる。
【００６７】
　また、ＳｎＯα、ＳｉＯαおよびＰｂＯα（０≦α＜２）などを含む活物質層を形成す
る場合、Ｓｉ、ＳｎおよびＰｂからなる群より選ばれる少なくとも１種を含む原料を、活
物質の原料として、熱プラズマ中へ供給する。このような原料としては、例えばＳｎＯα
、ＳｉＯαおよびＰｂＯα（活物質自体）を用いることができる。これらは単独で用いて
もよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００６８】
　以下、具体的な材料の組み合わせを例示する。
　ＳｉＯxを含む活物質層を形成する場合、活物質の原料には、ＳｉとＳｉＯとを化学量
論比でＳｉ：Ｏ＝１：ｘとなるように混合し、熱プラズマ中へ供給すればよい。
　ＰｂＯxを含む活物質層を形成する場合、活物質の原料には、ＰｂとＰｂＯとを化学量
論比でＰｂ：Ｏ＝１：ｘとなるように混合し、熱プラズマ中へ供給すればよい。
　ＳｎＯxを含む活物質層を形成する場合、活物質層の原料には、ＳｎとＳｎＯとを化学
量論比でＳｎ：Ｏ＝１：ｘとなるように混合し、熱プラズマ中へ供給すればよい。
　その他、好ましい原料として、例えば、Ｎｂ2Ｏ5、Ｖ2Ｏ5、Ｌｉ4/3Ｔｉ5/3Ｏ4、Ｍｏ
Ｏ2などが挙げられる。
【００６９】
　酸化物を含む活物質層を形成する場合、少なくとも酸素を含む雰囲気中で、熱プラズマ
を発生させてもよい。例えば、酸素とアルゴンとを含む雰囲気中で熱プラズマを発生させ
ることにより、酸化物を含む活物質層を効率よく形成することができる。
【００７０】
（３）工程ｃについて
　熱プラズマ中で生成した粒子は、集電体の表面の略法線方向から供給されて集電体に堆
積し、活物質層を形成する。よって、活物質層を形成する工程を簡略化することができる
。一方、従来の電極の製造方法では、活物質を調製した後、得られた活物質をペーストに
して集電体に塗布する必要がある。
【００７１】
　本発明の製造方法では、ペースト塗布法で得られるものとは異なる構造の活物質層が得
られる。熱プラズマによって形成される活物質層は、表面から集電体にかけて隙間もしく
は空隙が形成されやすい。よって、スパッタ法やＣＶＤにより形成される活物質層のよう
に、表面から集電体まで緻密な構造ではないと考えられる。そのため、非水電解質二次電
池として必要な厚さ（例えば、１０μｍ以上）となっても、優れた充放電特性が得られる
。
【００７２】
　集電体を高温の熱プラズマから保護し、変性や変形を抑制する観点から、集電体の表面
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に空隙率が比較的低い第１層を形成した後、第１層よりも空隙率が高い活物質層を形成す
ることが好ましい。活物質層を形成する工程を２段階以上に分けて行うことで、複数の層
からなる活物質層を形成することが好ましい。
【００７３】
　例えば、集電体付近における熱プラズマの温度を比較的低く（例えば、５００～１００
０℃）し、かつ原料の熱プラズマへの供給速度を小さくすることで、集電体の変性や変形
を抑制しつつ、空隙率が比較的低い第１層が得られる。第１層の厚さが、例えば０．０１
～１０μｍであれば、集電体を良好に保護することができる。
【００７４】
　その後、適宜条件を選択して、所望の構造を有する第２層を形成する。例えば、集電体
付近における熱プラズマの温度を比較的高く（例えば、５００～１３００℃）とし、原料
の熱プラズマへの供給速度を大きくすることで、活物質層全体としての成膜速度を速くす
ることができる。このとき、緻密な構造の第１層は、集電体の変性や変形を抑制する機能
を果たす。
【００７５】
　原料の熱プラズマ中への供給速度と、集電体付近における熱プラズマの温度とを両方制
御することで、優れた電気化学特性を有する非水電解質二次電池用電極を、より高い成膜
速度で得ることができる。
【００７６】
　次に、上記製造方法で得られる電極を正極または負極として備える非水電解質二次電池
の一例について、図面を参照しながら説明する。図２は、積層型電池の概略断面図であり
、図３は、コイン型電池の概略断面図である。
【００７７】
　図２の積層型電池は、電極群と、非水電解質（図示せず）と、これらを収容する外装ケ
ース２５とを備える。電極群は、負極２１と、負極２１に対向し放電時にリチウムイオン
を吸蔵する正極２２と、これらの間に介在する多孔質のセパレータ２３とを含む。セパレ
ータ２３には、非水電解質が含浸されている。外装ケース２５の開口部は、樹脂材料によ
り封止されている。
【００７８】
　正極２２は、正極集電体２２ａと、正極集電体２２ａに担持された正極活物質層２２ｂ
から構成される。負極２１は、負極集電体２１ａと、負極活物質層２１ｂから構成される
。負極集電体２１ａおよび正極集電体２２ａには、それぞれ負極リード２１ｃおよび正極
リード２２ｃの一端が接続されており、正極リード２２ｃおよび負極リード２１ｃの他端
は、外装ケース２５の外部に導出されている。
【００７９】
　図３のコイン型電池は、正極３３と、負極３６と、これらの間に介在するセパレータ３
５と、非水電解質（図示せず）とを含む。正極３３には、皿バネ３７が接続されている。
皿バネ３７は、正極３３と負極３６との間の距離を調整する機能を有する。セパレータ３
５には、非水電解質が含浸されている。正極３３、負極３６およびセパレータ３５を収容
するケース３１と封口板３８とは、ガスケット３２によって互いに絶縁されている。
【００８０】
　正極および負極の両方を上記製造方法で得られる電極としてもよく、一方の電極だけを
上記製造方法で得られる電極としてもよい。後者の場合、他方の電極は、従来の方法で製
造されるものでもよい。例えば、活物質と任意成分とを含む合剤から形成した電極を用い
てもよい。
　以下、従来の電極の構成について述べる。
【００８１】
　正極活物質としては、ＬｉＣｏＯ2、ＬｉＮｉＯ2、ＬｉＭｎ2Ｏ4等のリチウム含有遷移
金属酸化物、一般式ＬｉＭＰＯ4（ＭはＶ、Ｆｅ、ＮｉおよびＭｎからなる群より選択さ
れる少なくとも１種）で表されるオリビン型リン酸リチウム、一般式Ｌｉ2ＭＰＯ4Ｆ（Ｍ
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はＶ、Ｆｅ、ＮｉおよびＭｎからなる群より選択される少なくとも１種）で表されるフル
オロリン酸リチウム等が挙げられる。これらリチウム含有化合物の構成元素の一部は、異
種元素で置換されていてもよい。
【００８２】
　負極活物質としては、炭素材料、金属、合金、金属酸化物、金属窒化物などが用いられ
る。炭素材料としては、天然黒鉛、人造黒鉛などが好ましい。金属もしくは合金としては
、リチウム単体、リチウム合金、ケイ素単体、ケイ素合金、スズ単体、スズ合金などが好
ましい。金属酸化物としては、ＳｉＯx（０＜ｘ＜２、好ましくは０．１≦ｘ≦１．２）
などが好ましい。
【００８３】
　合剤からなる活物質層は、必要に応じて、活物質の他に、導電材や結着剤を含んでもよ
い。導電材としては、天然黒鉛や人造黒鉛等のグラファイト類、アセチレンブラック、ケ
ッチェンブラック、チャンネルブラック、ファーネスブラック、ランプブラック、サーマ
ルブラック等のカーボンブラック類、炭素繊維や金属繊維等の導電性繊維類、フッ化カー
ボン、アルミニウム等の金属粉末類、酸化亜鉛やチタン酸カリウム等の導電性ウィスカー
類、酸化チタン等の導電性金属酸化物、フェニレン誘導体等の有機導電性材料等を用いる
ことができる。
【００８４】
　結着剤としては、例えばＰＶＤＦ、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエチレン、ポリ
プロピレン、アラミド樹脂、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリアクリル
ニトリル、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸メチルエステル、ポリアクリル酸エチルエス
テル、ポリアクリル酸ヘキシルエステル、ポリメタクリル酸、ポリメタクリル酸メチルエ
ステル、ポリメタクリル酸エチルエステル、ポリメタクリル酸ヘキシルエステル、ポリ酢
酸ビニル、ポリビニルピロリドン、ポリエーテル、ポリエーテルサルフォン、ヘキサフル
オロポリプロピレン、スチレンブタジエンゴム、カルボキシメチルセルロース等を用いる
ことができる。また、テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオロエチレン、ヘキサフルオ
ロプロピレン、パーフルオロアルキルビニルエーテル、フッ化ビニリデン、クロロトリフ
ルオロエチレン、エチレン、プロピレン、ペンタフルオロプロピレン、フルオロメチルビ
ニルエーテル、アクリル酸、ヘキサジエンからなる群より選択される２種以上の材料の共
重合体を用いてもよい。またこれらのうちから選択される２種以上を混合して用いてもよ
い。
【００８５】
　活物質層を担持する集電体は、特に限定されず、例えば一般的に電気化学素子で使用さ
れる導電性材料を用いることができる。
　正極用集電体としては、Ａｌ、Ｔｉ、ステンレス鋼（ＳＵＳ）、Ａｕ、Ｐｔ等を用いる
ことが望ましい。これらの集電体は、３．５～４．５Ｖ（ｖｓ.　Ｌｉ／Ｌｉ+）程度まで
Ｌｉの脱離反応を行っても、集電体からの金属の溶出が比較的少ない点で好ましい。
【００８６】
　負極用集電体としては、Ｃｕ、Ｎｉ、ＳＵＳ等を用いることが望ましい。これらの集電
体は、０～３．５Ｖ（ｖｓ.　Ｌｉ／Ｌｉ+）程度までＬｉの挿入反応を行っても、集電体
からの金属溶出が比較的少ない点で好ましい。
【００８７】
　セパレータには、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、アラミド樹脂、アミドイミ
ド、ポリフェニレンスルフィド、ポリイミド等からなる不織布や微多孔膜を用いることが
できる。不織布や微多孔膜は、単層であってもよく、多層構造であってもよい。セパレー
タの内部または表面には、アルミナ、マグネシア、シリカ、チタニア等の耐熱性フィラー
が含まれていてもよい。
【００８８】
　非水電解質は、非水溶媒と、非水溶媒に溶解した溶質とを含む。溶質は、特に限定され
ず、活物質の酸化還元電位等を考慮して適宜選択すればよい。好ましい溶質としては、例
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えば、ＬｉＰＦ6、ＬｉＢＦ4、ＬｉＣｌＯ4、ＬｉＡｌＣｌ4、ＬｉＳｂＦ6、ＬｉＳＣＮ
、ＬｉＣＦ3ＳＯ3、ＬｉＯＣＯＣＦ3、ＬｉＡｓＦ6、ＬｉＢ10Ｃｌ10、低級脂肪族カルボ
ン酸リチウム、ＬｉＦ、ＬｉＣｌ、ＬｉＢｒ、ＬｉＩ、クロロボランリチウム、ビス（１
，２－ベンゼンジオレート（２－）－Ｏ，Ｏ’）ホウ酸リチウム、ビス（２，３－ナフタ
レンジオレート（２－）－Ｏ，Ｏ’）ホウ酸リチウム、ビス（２，２’－ビフェニルジオ
レート（２－）－Ｏ，Ｏ’）ホウ酸リチウム、ビス（５－フルオロ－２－オレート－１－
ベンゼンスルホン酸－Ｏ，Ｏ’）ホウ酸リチウム等のホウ酸塩類、ＬｉＮ（ＣＦ3ＳＯ2）

2、ＬｉＮ（ＣＦ3ＳＯ2）（Ｃ4Ｆ9ＳＯ2）、ＬｉＮ（Ｃ2Ｆ5ＳＯ2）2、テトラフェニルホ
ウ酸リチウム等が挙げられる。
【００８９】
　非水溶媒も特に限定されない。例えば、エチレンカーボネート（ＥＣ）、プロピレンカ
ーボネート、ブチレンカーボネート、ビニレンカーボネート、ジメチルカーボネート（Ｄ
ＭＣ）、ジエチルカーボネート、エチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）、ジプロピルカー
ボネート、ギ酸メチル、酢酸メチル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、ジメト
キシメタン、γ－ブチロラクトン、γ－バレロラクトン、１，２－ジエトキシエタン、１
，２－ジメトキシエタン、エトキシメトキシエタン、トリメトキシメタン、テトラヒドロ
フラン、２－メチルテトラヒドロフラン等のテトラヒドロフラン誘導体、ジメチルスルホ
キシド、１，３－ジオキソラン、４－メチル－１，３－ジオキソラン等のジオキソラン誘
導体、ホルムアミド、アセトアミド、ジメチルホルムアミド、アセトニトリル、プロピル
ニトリル、ニトロメタン、エチルモノグライム、リン酸トリエステル、酢酸エステル、プ
ロピオン酸エステル、スルホラン、３－メチルスルホラン、１，３－ジメチル－２－イミ
ダゾリジノン、３－メチル－２－オキサゾリジノン、プロピレンカーボネート誘導体、エ
チルエーテル、ジエチルエーテル、１，３－プロパンサルトン、アニソール、フルオロベ
ンゼン等を用いればよい。これらは１種のみ単独で用いてもよく、複数種を組み合わせて
用いてもよい。
【００９０】
　非水電解質は、添加剤を含んでもよい。添加剤は特に限定されないが、例えば、ビニレ
ンカーボネート、シクロヘキシルベンゼン、ビフェニル、ジフェニルエーテル、ビニルエ
チレンカーボネート、ジビニルエチレンカーボネート、フェニルエチレンカーボネート、
ジアリルカーボネート、フルオロエチレンカーボネート、カテコールカーボネート、酢酸
ビニル、エチレンサルファイト、プロパンサルトン、トリフルオロプロピレンカーボネー
ト、ジベンゾフラン、２，４－ジフルオロアニソール、ｏ－ターフェニル、ｍ－ターフェ
ニル等が挙げられる。
【００９１】
　非水電解質は、高分子材料を含む固体電解質であってもよく、更に非水溶媒を含むゲル
状電解質であってもよい。高分子材料としては、ポリエチレンオキサイド、ポリプロピレ
ンオキサイド、ポリホスファゼン、ポリアジリジン、ポリエチレンスルフィド、ポリビニ
ルアルコール、ポリフッ化ビニリデン、ポリヘキサフルオロプロピレン等が挙げられる。
　さらに、リチウム窒化物、リチウムハロゲン化物、リチウム酸素酸塩、Ｌｉ4ＳｉＯ4、
Ｌｉ4ＳｉＯ4－ＬｉＩ－ＬｉＯＨ、Ｌｉ3ＰＯ4－Ｌｉ4ＳｉＯ4、Ｌｉ2ＳｉＳ3、Ｌｉ3Ｐ
Ｏ4－Ｌｉ2Ｓ－ＳｉＳ2、硫化リン化合物等の無機材料を固体電解質としてもよい。
【実施例】
【００９２】
《実施例１》
（１）負極の作製
　（i）工程ａ
　成膜装置として、内容積１９６２５ｃｍ3のチャンバーと、熱プラズマ発生源とを備え
る日本電子（株）製の高周波誘導熱プラズマ発生装置（ＴＰ－１２０１０）を用いた。熱
プラズマ発生源には、φ４２ｃｍの窒化珪素管からなるトーチと、トーチを囲む銅製の誘
導コイルとを用いた。
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【００９３】
　チャンバー内のトーチの下端から２５０ｍｍの位置にステージを配置した。ステージ上
には、銅箔からなる集電体（厚さ３０μｍ）を配置した。その後、アルゴンガスを用いて
、チャンバー内の空気を置換した。
【００９４】
　次に、チャンバーにアルゴンガスを流量５０Ｌ／ｍｉｎで導入し、更に、水素ガスを流
量１０Ｌ／ｍｉｎで導入した。排気ポンプを用いて、チャンバー内の圧力が２６ｋＰａで
一定となるように調節した。この状態で、誘導コイルに４２ｋＷ、周波数３．５ＭＨｚの
高周波電圧を印加し、熱プラズマを発生させた。
【００９５】
　（ii）工程ｂ
　原料供給源からトーチ内に原料を供給した。原料には、粒子径（Ｄ５０）が５μｍのＳ
ｉ粉末と、粒子径（Ｄ５０）が５μｍのＳｉＯ粉末とを、化学量論比がＳｉ：Ｏ＝１:０
．２５となるように混合した混合物を用いた。原料の熱プラズマ中への供給速度は０．０
７ｇ／ｍｉｎとした。これにより、熱プラズマ中で原料を溶解、気化、分解し、活物質前
駆体となる粒子を生成させた。
【００９６】
　（iii）工程ｃ
　このとき、集電体付近における熱プラズマの温度は、６００～７００℃であると考えら
れる。熱プラズマ中で生成した粒子は、集電体の表面の略法線方向から供給され、集電体
の表面に堆積した。堆積時間を３０分間として、活物質層を形成した。得られた活物質層
の厚さは１０μｍであった。
【００９７】
　活物質層の断面のＳｉとＯの元素分析を、ＥＰＭＡを用いて、線分布測定で行った。膜
中の元素比は、Ｓｉ：Ｏ＝１：０．２５であり、活物質層においてＳｉとＯの分布がほぼ
均一であることが確認できた。活物質層の表面から集電体にかけて、隙間もしくは小さな
空隙が確認された。
【００９８】
　真空蒸着法を用いて、負極の表面に金属Ｌｉを蒸着した。金属Ｌｉ層の厚さは、１１μ
ｍとした。Ｌｉを蒸着する際の真空度は０．０４Ｐａ、蒸着温度は５５０℃、蒸着速度は
３０ｎｍ／ｓとした。負極の正極と対向しない部分に、集電体の露出部を設け、銅製の負
極リードを溶接し、負極を得た。
【００９９】
（２）正極の作製
　９３重量部の正極活物質であるＬｉＣｏＯ2粉末と、４重量部の導電材であるアセチレ
ンブラックとを混合した。得られた混合物に対して、結着剤であるポリフッ化ビニリデン
（ＰＶＤＦ）のＮ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）溶液（呉羽化学工業（株）製の品
番♯１３２０）を、ＰＶＤＦの重量が３重量部となるように混合し、さらに適量のＮＭＰ
を加えて、正極合剤ペーストを調製した。
【０１００】
　ドクターブレード法を用いて、正極集電体の片面に正極合剤ペーストを塗布し、塗膜を
８５℃で１２０分間乾燥させた。その後、密度３．５ｇ／ｃｍ3、厚さ１６０μｍとなる
ように塗膜を圧延し、正極活物質層を形成し、裁断した。正極の負極と対向しない部分に
、集電体の露出部を設け、アルミニウム製の正極リードを溶接して、正極を得た。正極集
電体には、厚さ１５μｍのアルミニウム箔を用いた。
【０１０１】
（３）非水電解質の調製
　非水溶媒に対して、溶質であるＬｉＰＦ6を１．２５ｍｏｌ／Ｌの濃度で溶解させて、
非水電解質を調製した。非水溶媒には、エチレンカーボネートとジエチルカーボネートと
の重量比１：３の混合液を用いた。
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【０１０２】
（４）電池の作製
　図２に示すような積層型電池を作製した。
　負極２１と正極２２とを、セパレータ２３を介して積層して、４０ｍｍ×３０ｍｍ角の
電極群２４を作製した。セパレータ２３には、厚さ２５μｍのポリプロピレン製微多孔膜
を用いた。電極群２４を外装ケース２５に収容し、非水電解質を含浸させた。外装ケース
２５には、アルミニウム箔を含むラミネートシート製のものを用いた。その後、開口部を
封止して、電池を完成させた。設計容量は４０ｍＡｈとした。
【０１０３】
《実施例２》
（１）正極の作製
　（i）工程ａ
　成膜装置には、実施例１と同様の高周波誘導熱プラズマ装置を用いた。チャンバー内の
トーチの下端から３４５ｍｍの位置にステージを配置した。ステージ上には、ＳＵＳ板か
らなる集電体（厚さ０．１ｍｍ）を配置した。
【０１０４】
　チャンバーにアルゴンガスを流量５０Ｌ／ｍｉｎで導入し、酸素ガスを流量３０Ｌ／ｍ
ｉｎで導入した。チャンバー内の圧力は１８ｋＰａとした。誘導コイルに４２ｋＷ、周波
数３．５ＭＨｚの高周波電圧を印加し、熱プラズマを発生させた。
【０１０５】
　（ii）工程ｂ
　原料には、粒子径（Ｄ５０）が８．５μｍのＬｉＣｏＯ2粉を用いた。アルゴンガスを
５０Ｌ／ｍｉｎ、酸素ガスを３０Ｌ／ｍｉｎで一本の流路に導入し、これらの混合ガスを
、トーチの軸方向からのガス導入量と、トーチの軸方向と略垂直な方向からのガス導入量
との比率（以下、軸方向：垂直な方向とする）を５０：３０として、チャンバーに導入し
た。原料の熱プラズマ中への供給速度は０．０５ｇ／ｍｉｎとした（条件１）。
【０１０６】
　その後、（軸方向）：（垂直な方向）のガス流量比を、４５：３５として、チャンバー
にガスを導入した。原料の熱プラズマ中への供給速度を０．０８ｇ／ｍｉｎとした（条件
２）。
【０１０７】
　（iii）工程ｃ
　このとき、集電体付近における熱プラズマの温度は、６００～７００℃であると考えら
れる。熱プラズマ中で生成した粒子は、集電体の表面の略法線方向から供給されて集電体
に堆積した。条件１で５分間活物質を堆積させて、厚さ０．５μｍの第１層を形成した。
その後、条件２で２０分間活物質を堆積させて、第１層の上に第２層を形成した。得られ
た活物質層（第１層と第２層との合計）の厚さは３０μｍであった。
　活物質層に対してＩＣＰ分析を行ったところ、活物質層における元素比は、Ｌｉ：Ｃｏ
＝０．７５：１であることが確認できた。
【０１０８】
（２）非水電解質の調製
　非水溶媒に対して、溶質であるＬｉＰＦ6を１．２５ｍｏｌ／Ｌの濃度で溶解させて、
非水電解質を調製した。非水溶媒には、エチレンカーボネートとエチルメチルカーボネー
トとの重量比１：３の混合液を用いた。
【０１０９】
（３）電池の作製
　図３に示すようなコイン型電池を作製した。
　封口板３８の内側に、厚さ０．３ｍｍのリチウム箔を負極３６として貼り付けた。その
上にセパレータ３５を配置した。セパレータ３５の上に、正極活物質層がセパレータと対
面するように正極を配置した。正極の上には皿バネ３７を配置した。非水電解質を封口板
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が満たされるまで注液した後、ガスケット３２を介してケース３１を封口板にはめ込み、
コイン型電池を完成させた。
【０１１０】
《実施例３》
　（i）工程ａ
　成膜装置には、実施例２と同様の高周波誘導熱プラズマ装置を用いた。チャンバー内の
トーチの下端から３４５ｍｍの位置にステージを配置した。ステージ上には、ＳＵＳ（４
３０）板からなる集電体（厚さ０．１ｍｍ）を配置した。
　実施例２と同様にして熱プラズマを発生させた。
【０１１１】
　（ii）工程ｂ
　原料には、Ｌｉ2ＯとＣｏ3Ｏ4との混合物を用いた。Ｌｉ2Ｏは３０μｍ以下に分級した
。Ｃｏ3Ｏ4のＤ５０は５μｍとした。Ｌｉ2ＯとＣｏ3Ｏ4は、化学量論比でＬｉ：Ｃｏ＝
６：１となるように混合した。
　（軸方向）：（垂直な方向）のガス流量比を、３０：５０として、チャンバーに実施例
２と同様の混合ガスを導入した。原料の熱プラズマ中への供給速度を０．０３５ｇ／ｍｉ
ｎとした。それ以外、実施例２と同様の条件とした（条件１）。
【０１１２】
　次に、（軸方向）：（垂直な方向）のガス流量比を、３５：４５として、チャンバーに
ガスを導入した。原料の熱プラズマ中への供給速度を０．１１ｇ／ｍｉｎとした。それ以
外、実施例２と同様の条件とした（条件２）。
【０１１３】
　（iii）工程ｃ
　このとき、集電体付近における熱プラズマの温度は、６００～７００℃であると考えら
れる。熱プラズマ中で生成した粒子は、集電体の表面の略法線方向から供給されて集電体
に堆積した。条件１で５分間活物質を堆積させて、第１層を形成した。その後、条件２で
５分間活物質を堆積させて、第１層の上に第２層を形成した。得られた活物質層の合計の
厚さは４．３μｍであった。
　活物質層に対してＩＣＰ分析を行ったところ、活物質層における元素比は、Ｌｉ：Ｃｏ
＝１．２：１であることが確認できた。
　上記の電極を正極として用いたこと以外、実施例２と同様にしてコイン型電池を作製し
た。
【０１１４】
《比較例１》
　ステージ上に銅箔からなる集電体（厚さ３０μｍ）を配置し、マグネトロンスパッタリ
ング装置を用いて、銅箔上に活物質層を形成した。ターゲットには、Ｓｉ粉末とＳｉＯ粉
末とを、化学量論比がＳｉ：Ｏ＝１：０．２５となるように混合した混合物を用いた。ス
テージ上の集電体とターゲットとの距離は４ｃｍとした。
【０１１５】
　ロータリーポンプと拡散ポンプを用いて、チャンバー内の真空度を５×１０-2Ｐａとし
た。その後、チャンバー内の真空度が１Ｐａとなるように、アルゴンガスを流量１０×１
０-3Ｌ／ｍｉｎでチャンバー内に導入した。ターゲットに８０Ｗ、周波数１３．５６ＭＨ
ｚの高周波電圧を印加し、プラズマを発生させた。ステージの温度を２００℃とし、活物
質の堆積時間を１６時間として、活物質層を形成した。得られた活物質層の厚さは８μｍ
であった。
【０１１６】
　活物質層の断面のＳｉとＯの元素分析を、ＥＰＭＡを用いて、線分布測定で行った。活
物質層における元素比は、Ｓｉ：Ｏ＝１：０．３０であり、活物質層においてＳｉとＯの
分布がほぼ均一であることが確認できた。その後、真空蒸着法を用いて、負極の表面に金
属Ｌｉを蒸着した。金属Ｌｉ層の厚さは、１１μｍとした。その他は、実施例１と同様に
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して、電池を作製した。
【０１１７】
《比較例２》
　ステージ上にＳＵＳ（４３０）板からなる集電体（厚さ０．１ｍｍ）を配置し、マグネ
トロンスパッタリング装置を用いて、集電体上に活物質層を形成した。ターゲットには、
Ｌｉ2Ｏ粉末とＣｏ3Ｏ4粉末とを、化学量論比がＬｉ：Ｃｏ＝１．５：１となるように混
合した混合物を用いた。ターゲットの径は３インチとした。ステージ上の集電体とターゲ
ットとの距離は３．５ｃｍとした。
【０１１８】
　ロータリーポンプと拡散ポンプとを用いて、チャンバー内の真空度を５×１０-2Ｐａと
した。その後、チャンバー内の真空度が１Ｐａとなるように、チャンバー内にアルゴンガ
スを流量８×１０-2Ｌ／ｍｉｎで導入し、酸素ガスを流量２×１０-2Ｌ／ｍｉｎで導入し
た。ターゲットに８０Ｗ、周波数１３．５６ＭＨｚの高周波電圧を印加し、プラズマを発
生させた。集電体付近の温度を２５℃とし、活物質の堆積時間を１０時間として、活物質
層を形成した。得られた活物質層の厚さは５μｍであった。
【０１１９】
　活物質層に対して、ＩＣＰ分析を行ったところ、活物質層における元素比は、Ｌｉ：Ｃ
ｏ＝０．９５：１であることが確認できた。得られた電極を正極として用いたこと以外、
実施例２と同様にして電池を作製した。
【０１２０】
　実施例１～３および比較例１～２の電池の充放電を行った。Ｌｉ／Ｌｉ+を基準として
３．０～４．１Ｖの範囲で充放電を行い、初期の放電容量を測定した。温度条件は２０℃
とした。成膜の条件および結果を表１に示す。
【０１２１】
【表１】

【０１２２】
　実施例１における活物質層の成膜速度は、比較例１のスパッタ法における活物質層の成
膜速度よりも非常に大きい（約１００倍）ことがわかった。また、表１から、実施例１の
電池の放電容量よりも、比較例１の電池の放電容量が小さいことがわかった。また、比較
例１の活物質層には、皺がよっていた。
【０１２３】
　実施例２の電池は、放電容量が１１８ｍＡｈ／ｇであり、理論容量１６０ｍＡｈ／ｇよ
りも少なかったが、充放電の動作を確認できた。熱プラズマ中でＬｉが一部蒸発して、Ｌ
ｉ／Ｃｏ比が０．７５と比較的小さくなったため、放電容量がやや減少したと考えられる
。
【０１２４】
　活物質層の厚さがほぼ同じである実施例３と、比較例２とを比較すると、実施例２の堆
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積時間が５分間であるのに対して、比較例２の堆積時間は１０時間であった。したがって
、活物質層の成膜速度は、熱プラズマの方がスパッタ法より非常に大きい（約１２０倍）
ことがわかった。
【０１２５】
　図４は、実施例３および比較例２の正極活物質層のＸ線回折パターンを示す図である。
実施例３の正極活物質層では、Ｒ－３ｍの結晶構造であるＬｉＣｏＯ2がメインピークと
して確認できた。よって、活物質であるＬｉＣｏＯ2が合成され、成膜されたことがわか
る。一方、比較例２の活物質層は、ＬｉＣｏＯ2由来のピークが広い半値幅で確認できる
ものの、原料であるＣｏ3Ｏ4由来のピークも合わせて確認された。すなわち、低温プラズ
マを用いたスパッタ法（比較例２）では、ＬｉＣｏＯ2の合成が不十分であると考えられ
る。よって、ＬｉＣｏＯ2の結晶性が低く、放電容量が小さくなったと考えられる。
【０１２６】
《実施例４》
　（i）工程ａ
　成膜装置として、実施例３と同様の高周波誘導熱プラズマ装置を用いた。チャンバー内
のトーチの下端から３３５ｍｍの位置にステージを配置した。ステージ上には、実施例３
と同様の集電体を配置した。実施例３と同様の原料および集電体を用いた。
　アルゴンガスを用いて、チャンバー内の空気を置換した。その後、チャンバーにアルゴ
ンガスを流量５０Ｌ／ｍｉｎで導入し、酸素ガスを流量３０Ｌ／ｍｉｎで導入した。チャ
ンバー１内の圧力は１８ｋＰａとした。誘導コイルに４２ｋＷ、周波数３．５ＭＨｚの高
周波電圧を印加し、熱プラズマを発生させた。
【０１２７】
　（ii）工程ｂ
　実施例３と同様の原料を用いた。（軸方向）：（垂直な方向）のガス流量比を、２０：
６０として、チャンバーにガスを導入した。原料の熱プラズマ中への供給速度を０．０６
５ｇ／ｍｉｎとしたこと以外、実施例３と同様の条件とした（条件１）。
【０１２８】
　次に、（軸方向）：（垂直な方向）のガス流量比を３０：５０として、チャンバーにガ
スを導入した。原料の熱プラズマ中への供給速度を０．０８ｇ／ｍｉｎとしたこと以外、
実施例３と同様の条件とした（条件２）。
【０１２９】
　（iii）工程ｃ
　このとき、集電体付近における熱プラズマの温度は、６００～７００℃であると考えら
れる。熱プラズマ中で生成した粒子は、集電体の表面の略法線方向から供給されて集電体
に堆積した。条件１で５分間活物質を堆積させて、厚さ０．５μｍの第１層を形成した。
その後、条件２で５分間活物質を堆積させて、第１層の上に第２層を形成した。得られた
活物質層の合計の厚さは３．５μｍ程度であった。
　活物質層に対してＩＣＰ分析を行ったところ、活物質層における元素比は、Ｌｉ：Ｃｏ
＝１．２：１であることが確認できた。
【０１３０】
《実施例５》
　（i）工程ａ
　実施例４と同様にして、熱プラズマを発生させた。
【０１３１】
　（ii）工程ｂ
　実施例３と同様の原料を用いた。（軸方向）：（垂直な方向）のガス流量比を、３０：
５０として、チャンバー内にガスを導入した。原料の熱プラズマ中への供給速度は０．０
３５ｇ／ｍｉｎとした。これにより、熱プラズマ中で粒子を生成させた。
【０１３２】
　このとき、集電体付近における熱プラズマの温度は、６００～７００℃であると考えら
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れる。熱プラズマ中で生成した粒子は、集電体の表面の略法線方向から供給されて集電体
に堆積した。活物質の堆積時間を１０分間として、活物質層を形成した。得られた活物質
層の厚さは１μｍであった。
　活物質層に対してＩＣＰ分析を行ったところ、活物質層における元素比は、Ｌｉ：Ｃｏ
＝１．２：１であることが確認できた。
【０１３３】
《比較例３》
　ターゲットに印加する高周波電圧を１８０Ｗ、周波数１３．５６ＭＨｚとしたこと以外
、比較例２と同様にして電極を作製し、電池を作製した。
【０１３４】
　成膜の条件および結果を表２に示す。また、実施例３～５および比較例２～３で得られ
た活物質層の表面における電子顕微鏡写真を、それぞれ図５～９に示す。
【０１３５】
【表２】

【０１３６】
　図５より、実施例３の活物質層には、数μｍ程度の大きさの粒子が含まれていた。図６
より、実施例４では、樹枝状粒子を含む活物質層が形成されていた。トーチと集電体との
距離が大きくなるほど、集電体付近における熱プラズマの温度は低くなる。また、原料の
熱プラズマ中への供給速度が早いほど、粉が堆積した構造を有する活物質層となりやすい
。以上より、集電体付近における熱プラズマの温度と原料の熱プラズマ中への供給速度と
を制御することで、活物質層の構造を制御できることがわかった。
【０１３７】
　図７より、実施例４よりも熱プラズマ中への供給速度を遅くした実施例５では、空隙率
が比較的低い活物質層が形成されたことがわかった。以上より、原料の熱プラズマ中への
供給速度で活物質層の構造を制御できることがわかった。
【０１３８】
　比較例２、比較例３では、高周波電力をそれぞれ８０Ｗと１８０Ｗとした。高周波電圧
を大きくするほど、発生するプラズマのエネルギーは高くなる。また、スパッタリングさ
れる原子の量が大きくなるため、原料の熱プラズマ中への供給速度が速くなると考えられ
る。しかし、図８、図９より、活物質層の構造には、ほとんど変化が見られなかった。
【０１３９】
　以上より、スパッタ法等の低温プラズマでは、活物質層の構造を制御することは困難で
あるのに対して、熱プラズマでは、活物質層の構造を容易に制御できることがわかった。
よって、本発明の製造方法を用いると、電極を早い成膜速度により形成可能であり、かつ
、活物質層の構造を制御しやすいことがわかった。
【０１４０】
　なお、原料にリチウム化合物として、水酸化リチウム、炭酸リチウムのいずれを用いた
場合においても、実施例３と同様の結果が得られた。また、原料にコバルト化合物として
、酸化コバルト、炭酸コバルト、硝酸コバルト、水酸化コバルトのいずれを用いても、実
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施例３と同様の結果が得られた。
【０１４１】
　ニッケル化合物として、酸化ニッケル、炭酸ニッケル、硝酸ニッケル、水酸化ニッケル
およびオキシ水酸化ニッケルからなる群より選ばれる１種を用い、Ｌｉ：Ｎｉ：Ｃｏ＝６
：０．５：０．５となるように、ニッケル化合物とコバルト化合物とリチウム化合物とを
混合して、ＬｉＮｉ0.5Ｃｏ0.5Ｏ2を含む活物質層を形成した場合も、同様の結果が得ら
れた。
【０１４２】
　リチウム化合物とニッケル化合物とマンガン化合物とを、Ｌｉ：Ｎｉ：Ｍｎ＝６：０．
５：０．５となるように混合して、ＬｉＮｉ0.5Ｍｎ0.5Ｏ2を含む活物質層を形成した場
合も、同様の結果が得られた。
【０１４３】
　リチウム化合物とニッケル化合物と鉄化合物とを、Ｌｉ：Ｎｉ：Ｆｅ＝６：０．５：０
．５となるように混合して、ＬｉＮｉ0.5Ｆｅ0.5Ｏ2を含む活物質層を形成した場合も、
同様の結果が得られた。
【０１４４】
　リチウム化合物とニッケル化合物とマンガン化合物とコバルト化合物とを、Ｌｉ：Ｎｉ
：Ｍｎ：Ｃｏ＝６：１／３：１／３：１／３となるように混合して、ＬｉＮｉ1/3Ｍｎ1/3

Ｃｏ1/3Ｏ2を含む活物質層を形成した場合も、同様の結果が得られた。
【０１４５】
　リチウム化合物とＮｂ2Ｏ5とを、Ｌｉ：Ｎｂ＝６：１となるように混合して、ＬｉＮｂ
Ｏ3を含む活物質層を形成した場合も、同様の結果が得られた。
【０１４６】
　なお、ＬｉＮｉ0.5Ｃｏ0.5Ｏ2、ＬｉＮｉ0.5Ｍｎ0.5Ｏ2、ＬｉＮｉ0.5Ｆｅ0.5Ｏ2、Ｌ
ｉＮｉ1/3Ｍｎ1/3Ｃｏ1/3Ｏ2、ＬｉＮｂＯ3、ＬｉＦｅＰＯ4、ＬｉＣｏＰＯ4、Ｎｂ2Ｏ5

、Ｖ2Ｏ5、ＳｎＯα、Ｌｉ4/3Ｔｉ5/3Ｏ4、ＭｏＯ2、ＳｉＯ、ＰｂＯをそれぞれ原料とし
た場合も、同様の結果が得られた。
【産業上の利用可能性】
【０１４７】
　本発明の製造方法によれば、生産性が高く、高容量な非水電解質二次電池用電極を提供
することができる。よって、本発明は、携帯電話等の携帯型電子機器から大型電子機器に
用いられる非水電解質二次電池用電極の製造方法として有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１４８】
【図１】成膜装置の一例を示す概略断面図である。
【図２】非水電解質二次電池の一例である積層型電池の概略断面図である。
【図３】非水電解質二次電池の一例であるコイン型電池の概略断面図である。
【図４】実施例３および比較例２の正極活物質層のＸ線回折パターンである。
【図５】実施例３で得られた活物質層の表面の電子顕微鏡写真である。
【図６】実施例４で得られた活物質層の表面の電子顕微鏡写真である。
【図７】実施例５で得られた活物質層の表面の電子顕微鏡写真である。
【図８】比較例２で得られた活物質層の表面の電子顕微鏡写真である。
【図９】比較例３で得られた活物質層の表面の電子顕微鏡写真である。
【符号の説明】
【０１４９】
　１　チャンバー
　２　誘導コイル
　３　ステージ
　４　集電体
　５　排気ポンプ
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　６ａ、６ｂ　ガス供給源
　７ａ、７ｂ　バルブ
　８　原料供給源
　９　電源
　１０　トーチ
　１１　ガス供給口
　１２　原料供給口
　２１　負極
　２１ａ　負極集電体
　２１ｂ　負極活物質層
　２１ｃ　負極リード
　２２　正極
　２２ａ　正極集電体
　２２ｂ　正極活物質層
　２２ｃ　正極リード
　２３　セパレータ
　２５　外装ケース
　３１　外装ケース
　３２　ガスケット
　３３　正極
　３５　セパレータ
　３６　負極
　３７　皿バネ
　３８　封口板

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図６】

【図７】
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