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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極、負極および電解質を含むセルであって、前記電解質が、少なくとも１種の極性有
機非プロトン性溶媒と、Ｌｉ2Ｂ12ＦxＺ12-x（式中、ｘは少なくとも５であるが、１２以
下であり、そしてＺは、Ｈ、Ｃｌ、またはＢｒを表す。）を含む少なくとも１種の塩と、
リチウムキレートボレート塩を含む少なくとも１種の添加物とを含んで成り、前記添加物
の量が負極上にＳＥＩ層を生成するのに充分であり、前記正極がＬｉ1.1［Ｍｎ1/3Ｎｉ1/

3Ｃｏ1/3］0.9Ｏ2を含む、セル。
【請求項２】
　前記添加物が、前記電解質の全重量を基準として０．１ｗｔ％～５ｗｔ％の量で前記電
解質中に存在する、請求項１に記載のセル。
【請求項３】
　前記セルが、熱的に安定である、請求項１に記載のセル。
【請求項４】
　前記リチウムキレートボレート塩が、リチウムジフルオロ（オキサラト）ボレートを含
む、請求項１に記載のセル。
【請求項５】
　前記負極が、グラファイト、アモルファス炭素、硬質炭素、スズ、ケイ素、およびリチ
ウムチタネートの少なくとも１種を含む、請求項１に記載のセル。
【請求項６】
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　前記負極が、炭素質材料を含む、請求項５に記載のセル。
【請求項７】
　前記溶媒が、エチレンカーボネートを含む、請求項１に記載のセル。
【請求項８】
　前記溶媒が、エチルメチルカーボネートを含む、請求項１に記載のセル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００５年１２月１５日出願の出願番号第１１/３００２８７号明細書の部
分継続出願である。出願番号第１１/３００２８７号明細書は、２００５年１月１１日出
願の仮特許出願第６０/６４２,８１５号明細書の利益を主張する。先の出願の開示を、参
照により本明細書中に取り込む。
　州がスポンサーの開発研究に関する記載
　政府は、Ａｒｇｏｎｎｅ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　とＡｉｒ　Ｐｒ
ｏｄｕｃｔｓ　Ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ、　Ｉｎｃ.との間の契約８５Ｎ１４に従っ
て。本発明に権利を有する。
　特許および特許出願に関連したクロスリファレンス
　本発明は、２００３年９月０４日出願の米国特許出願第１０/６５５,４７６号明細書；
２００４年８月０３日出願の米国特許出願第１０/９１０,５２９号明細書；２００４年８
月２３日出願の米国特許出願第１０/９２４,２９３号明細書；２００５年４月０１日出願
の米国特許出願第ｌｌ/０９７,８１０号明細書および米国特許第６,７８１,００５号明細
書に関連する。前に特定された特許および特許出願の開示を、参照により本明細書中に取
り込む。
【背景技術】
【０００２】
　大きい還元電位および低分子量の元素リチウムによって、リチウムおよびリチウムイオ
ン２次電池は、既存の一次および二次電池技術より、電力密度において劇的な改善を提供
する。リチウム２次電池は、負極として金属リチウムを含有する電池である。リチウムイ
オン２次電池は、負極としてリチウムイオンのホスト材料を含む。"二次電池"によって、
最小限の容量の低下で、充電および放電の複数サイクルを提供する電池を意味する。リチ
ウムカチオンの小さいサイズおよび高い移動性は、急速な再充電を可能にする。これらの
利点は、携帯用電子デバイス、例えば、携帯電話およびラップトップコンピューターに理
想的なリチウムイオン電池をを作り上げる。近年、より大きいサイズのリチウムイオン電
池が開発され、そしてハイブリッド電気自動車市場を含む自動車用途において使用される
用途を有する。
【０００３】
　以下の特許は、リチウム電池および電気化学セルの代表的なものである。
【０００４】
　米国特許第４,２０１,８３９号明細書は、アルカリ金属を含有するアノード、固体カソ
ード、および電解質が非プロトン性溶媒中のクロソボラン（ｃｌｏｓｏｂｏｒａｎｅ）化
合物である電解質に基づく、電気化学セルを開示する。
【０００５】
　米国特許第５,８４９,４３２号明細書は、Ｌｅｗｉｓ酸の特徴、例えば、酸素、ハロゲ
ン原子、および硫黄に結合したホウ素を有するホウ素化合物に基づく、液体またはゴム状
ポリマー電解質溶液における使用のための電解質溶媒を開示する。
【０００６】
　米国特許第６,３４６,３５１号明細書は、塩および溶媒混合物に基づいて、正極構造に
高い適合性を有する再充電可能な電池用の２次電解質系を開示する。リチウムテトラフル
オロボレートおよびリチウムヘキサフルオロホスフェートは、塩の例である。
【０００７】
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　米国特許第６,１５９,６４０号明細書は、携帯電話、ラップトップコンピューター、カ
ムコーダー等の電子装置中で使用されるリチウム電池用のフッ素化カルバメートに基づく
、電解質系を開示する。
【０００８】
　米国特許第６,５３７,６９７号明細書は、電解質塩としてリチウムテトラキス（ペンタ
フルオロフェニル）ボレートを含む非水電解質を使用するリチウム二次電池を開示する。
【０００９】
　（Ｄ．　Ａｕｒｂａｃｈ、　Ａ．　Ｚａｂａｎ、　Ｙ．　Ｅｉｎ－Ｅｌｉ、　Ｉ．　Ｗ
ｅｉｓｓｍａｎ、　Ｏ．　Ｃｈｕｓｉｄ、　Ｂ．　Ｍａｒｋｏｖｓｋｙ、　Ｍ．　Ｌｅｖ
ｉ、　Ｅ．　Ｌｅｖｉ、　Ａ．　Ｓｃｈｅｃｈｔｅｒ、　Ｅ．　Ｇｒａｎｏｔ）　および
（Ｓ．　Ｍｏｒｉ、　Ｈ．　Ａｓａｈｉｎａ、　Ｈ．　Ｓｕｚｕｋｉ、　Ａ．　Ｙｏｎｅ
ｉ、　Ｋ．　Ｙｏｋｏｔｏ）は、炭素ホストアノード材料を使用するリチウム金属および
リチウムイオン電池における、電解質の還元によるアノード不動態化の現象、およびリチ
ウムイオン電池用途において、グラファイトアノードでの不可逆的な容量損失の原因を記
載する。一般的に、黒鉛状炭素では、溶媒と塩の両者のなんらかの還元は、セルの充電の
間に、低電位のグラファイト表面で起こる。これは、時々固体電解質界面（ＳＥＩ）層と
呼ばれる電極/電解質界面層を生成し、ある場合には安定であり、そしてさらに容量損失
を防止し、そして他の場合には不安定である。層は、溶媒と塩の分解生成物とからなる。
共溶媒の１種としてエチレンカーボネートの使用は、安定な不動態化層となるが、一方エ
チレンカーボネートのない高レベルのプロピレンカーボネートの使用は、グラファイトの
剥離による大幅な不可逆の容量損失となる。
【００１０】
　米国特許第５６２６９８１号明細書は、標準の電解質塩を有するエチレンカーボネート
（ＥＣ）およびＥＣ/プロピレンカーボネート（ＰＣ）系溶媒によって生成された不動態
化層を改善するために、少量のビニレンカーボネートの使用を記載する。最終の可逆容量
は、この添加物でわずかに改善された。
【００１１】
　米国特許第５５７１６３５号明細書は、主にプロピレンカーボネートである溶媒系にお
いて、複数の充電/放電サイクルで、高い可逆容量が得られないことを開示する。その広
範な液体範囲および高い誘電率により、望ましい溶媒であるプロピレンカーボネートは、
コインターカレーション/剥離反応によって、連続的な容量の低下を与える。この特許は
、プロピレンカーボネートとの共溶媒として、ＬｉＰＦ６,ＬｉＢＦ４、リチウムビスオ
キサラトボレート（ＬｉＢＯＢ）,ＬｉＣＦ３ＳＯ３等の標準電解質塩と共に使用する場
合、結晶グラファイト上に安定な不動態化被膜を生成するように働く、クロロエチレンカ
ーボネートの使用を記載する。この明細書は、エチレンカーボネート/プロピレンカーボ
ネート溶媒混合物での不可逆の容量損失を減少させるための添加物として、クロロエチレ
ンカーボネートの使用を記載する。
【００１２】
　前に特定した特許および出版物の開示を、参照により本明細書中に取り込む。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　セル可逆性への重要な挑戦は、（塩および溶媒の）電解質溶液成分；特に充電状態での
反応性であった。以前は、全ての電解質塩および溶媒が、少なくとも初期充電ステップの
間に負極でいくらかの還元を受けることが観察された。この還元は、固体電解質界面（Ｓ
ｏｌｉｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）またはＳＥＩ層とも呼ばれる
安定な、導電性不動態化層もしくは被膜のいずれかとなることができ、または還元は、負
極に可逆容量を最終的には残さない充電/放電サイクルを続けることができる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
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　本発明は、好適なＳＥＩ層を提供する電解質を提供することによって、リチウム２次電
池で用いられる従来の可逆的または再充電可能なセルに関係する問題を解決する。本発明
はまた、リチウムイオン電池用の従来の電解質と比較して、リチウムイオン電池に改善さ
れた熱安定性を与える電解質を提供する。熱安定性によって、約５０℃以上の温度で充電
状態と放電状態との間でサイクルされる間、電池がその元の容量の少なくとも約８０％を
保持することを意味する。
【００１５】
　本発明は、さらに過充電における改善されたセル安定性を提供する。
【００１６】
　本発明は、少なくとも１種の添加物をさらに含む上記の様な電解質を提供する。
【００１７】
　本発明は、添加物がキレートボレート塩から選択される、上記の様な電解質をさらに提
供する。
【００１８】
　本発明は、添加物が少なくとも１種のリチウムジフルオロオキサラトボレートを含む、
上記の様な電解質をさらに提供する。
【００１９】
　本発明は、正極、負極および電解質を含むセルをさらに提供する、この電解質は、リチ
ウムイオン電池用の従来の電解質より、良好な高温での充電/放電サイクル安定性を提供
する。
【００２０】
　本発明は、リチウムをさらに含む、上記の様な電解質またはセルをさらに提供する。
【００２１】
　本発明は、
　式：ＬｉａＱ
　（式中、Ｑは、一価のまたは二価のボレートまたはヘテロボレートクラスターアニオン
を含み、ａは、１または２であることができる）
のリチウムを含む電解質またはセルをさらに提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　複数サイクルの充電および放電が可能な二次電池またはセルは、イオンを運ぶ電解質に
依存する。電解質の語は、電解質塩、溶媒中の電解質塩、ポリマーもしくはゲル中の電解
質塩、またはイオン性液体中の電解質塩、または電池内で完全に調製された電解質をいう
ことができる。２Ｖ超の完全な充電電位を有するセルでは、電解質塩およびそうしたセル
用の溶液は、（ａ）非水性イオン化溶液中での比較的高い伝導度、（ｂ）熱、例えば>５
０℃、好ましくは>８０℃、そしてさらに好ましくは>１００℃のセル温度に対する化学的
安定性、および水またはアルコール類の存在下での加水分解および／またはＨＦ発生に対
する安定性、および例えば、３～３.６Ｖ、好ましくは３～４.２Ｖ、そしてさらに好まし
くは３～＞４.２Ｖの広範な電位範囲での、電気化学サイクル、および／または（ｃ）電
極/電解質界面で安定な、不動態化したイオン導電性界面またはＳＥＩ層を、そこに生成
するための、電解質および／または添加物の能力を提供することが好ましい。
【００２３】
　電池は、１種または２種以上の電気化学セルを含むことができる；しかし電池およびセ
ルの語は、本明細書中においてセルを意味するために交換して使用できる。本明細書中で
の電圧へのあらゆる言及は、リチウム/リチウム＋（Ｌｉ/Ｌｉ＋）対に対する電圧をいう
。
【００２４】
　本発明の電解質は、化学的に非常に安定であり、容易に還元ぜず、そして／または電気
化学的不動態化（不動態化は、本明細書中に記載された組成物を用いることによって、本
発明中で達成される）を提供しない少なくとも１種の塩を含む。電気化学的不動態化は、



(5) JP 5096263 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

電極と電解質との反応性をさらに制限する電極表面上の被膜を生成する工程である。不動
態化が起こらない場合、各充電サイクルにおいて、負極中の活性リチウムが、電解質と反
応するので、セルは、連続的な容量の低下を受ける。
【００２５】
　塩は、任意の塩または塩の混合物であることができる。一態様では、塩は、リチウムを
含む。別の態様では、塩は、以下の式のリチウム塩を含む：
　ＬｉａＱ
　式中、Ｑは、一価のまたは二価のボレートまたはヘテロボレートクラスターアニオンを
含み、そしてａは、１または２である。基Ｑは、以下のボレート（ｉ）およびヘテロボレ
ート（ｉｉおよびｉｉｉ）アニオンから選択される少なくとも１種の要素を含む：
　ｉ）式（ＢｎＺｎ）２－のクロソボレートアニオン組成物
　［式中、Ｚは、Ｆ,Ｈ,Ｃｌ,Ｂｒ、および／または（ＯＲ）（Ｒは、Ｈ,Ｃ１～８、好ま
しくはＣ１～３アルキルまたはフルオロアルキルを含む）を含み、そしてｎは８～１２で
ある。］　組成物は、８～１２ホウ素原子からなる多面体クラスターであり、それぞれの
ホウ素は定義されるように水素、ハロゲン原子またはヒドロキシル基に付いている。
　ｉｉ）式：（（Ｒ'Ｒ’’Ｒ’’’）ＮＢｎＺｎ－１）１－

のクロソアンモニオボレートアニオン組成物
　［式中、Ｎは、Ｂに結合しており、そして、Ｒ’、Ｒ’’、およびＲ’’’のそれぞれ
は、水素、アルキル、アリールおよび／またはポリマーからなる群から独立して選択され
、Ｚは、Ｆ,Ｈ,Ｃｌ,Ｂｒ、および／または（ＯＲ）（式中、Ｒは、Ｈ、アルキル、フル
オロアルキルまたはアリールを含む）を含み；そしてｎは８～１２である。］　これらの
アニオン組成物はまた、８～１２ホウ素原子の多面体ホウ素クラスターであり（ホウ素原
子の１つが、アンモニア基（ＮＲ’Ｒ’’Ｒ’’’）に付いており、Ｆ,Ｈ,Ｃｌ,Ｂｒお
よびＯＲ基が残りのホウ素原子に付いている。これらの組成物の記載は、米国特許第６,
３３５,４６６Ｂ１号明細書に見出すことができ；参照により本明細書中に取り込む。ア
ルキル、およびフルオロアルキル基は、１～２０炭素原子を有する分枝、環状または直鎖
の基であることができる、そしてフッ素化は、１～４２フッ素原子を有することができる
。アリールの語は、通常５～２０の環原子を含有する芳香族環系をいう。ポリマーは、と
りわけ、アニオンがポリマー支持体に結合することを可能にするポリスチレン、ポリエチ
レン、ポリエチレングリコールからなる群から選択される少なくとも１種の要素を含むこ
とができる。
　ｉｉｉ）式：（Ｒ’’’’ＣＢｎＺｎ）１－のクロソモノカーボレートアニオン組成物
　[式中、Ｒ’’’’は、Ｃに結合しており、そして水素、アルキル、シクロアルキル、
アリール、およびポリマーからなる群から選択され；Ｚは、Ｆ,Ｈ,Ｃｌ,Ｂｒ、および／
または（ＯＲ）（式中、Ｒは、Ｈ、アルキルまたはフルオロアルキルを含む）を含み；そ
してｎは、７～ｌｌである。] これらのフッ素化クロソモノカーボレートアニオン組成物
はまた、７～１１ホウ素原子および単一の炭素原子を含む多面体クラスターである。そう
したイオン組成物は、米国特許第６,１３０,３５７号明細書中に記載され；参照により本
明細書中に取り込まれる。アルキル、およびフルオロアルキル基は、１～２０炭素原子を
有する分枝、環状または直鎖の基を含むことができ、そしてフッ素化されている場合、１
～４２のフッ素原子を有するであろう。アリールの語は、典型的には５～２０の環原子を
含有する芳香族環系をいう。ポリマーは、とりわけ、アニオンをポリマー支持体に結合さ
せることができる、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリエチレングリコールからなる群か
ら選択される少なくとも１種の要素を含む。
【００２６】
　本発明の電解質塩を含むことができるリチウム塩の例は、
式：
　Ｌｉ２Ｂ１０ＦＸＺ１０－Ｘ

　および
　Ｌｉ２Ｂ１２ＦＸＺ１２－Ｘ
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　［式中、ｘは、デカボレート塩では少なくとも１、もしくは少なくとも３、またはドデ
カボレート塩では少なくとも５、もしくは少なくとも６、もしくは少なくとも８であるが
、１２以下である。ＺはＨ,Ｃｌ,Ｂｒ、またはＯＲ（式中、Ｒ=Ｈ,Ｃ１～８、典型的には
Ｃ１～３のアルキルまたはフルオロアルキル）を表す。］
で表されるリチウムフルオロボレートである。
　有用な化合物は、Ｌｉ２Ｂ１２Ｆ１２およびＬｉ２Ｂ１２ＦＸＺ１２－Ｘ（式中、Ｘは
、６,７,８,９,１０,ｌｌおよび１２である。）の混合物である。
【００２７】
　リチウムフルオロボレート化合物の具体例は、Ｌｉ２Ｂ１２Ｆ８～１２Ｚ０～４［式中
、Ｚは、Ｃｌ,Ｂｒ、またはＯＲ（式中、Ｒは、Ｃ１～８、通常Ｃ１～３を含む）を含む
］からなる群から選択される少なくとも１種の要素を含む。典型的には、塩は、Ｌｉ２Ｂ

１０Ｆ１０,Ｌｉ２Ｂ１２Ｆ１２,、Ｌｉ２Ｂ１２Ｆ１０～１２（ＯＨ）０～２,Ｌｉ２Ｂ

１２Ｆ１０～１２（Ｃｌ）２,Ｌｉ２Ｂ１２Ｆ８～１０（Ｈ）Ｏ～２,Ｌｉ２Ｂ１２Ｆ８～

１２（ＯＣＦ３）０～４、およびＬｉ２Ｂ１０Ｆ８～１０Ｂｒ０～２からなる群から選択
される少なくとも１種の要素を含む。
【００２８】
　電解質は、電解質溶液を提供するために、溶媒とまとめて呼ばれる、溶媒、またはキャ
リヤーをさらに含む。溶媒またはキャリヤーは、非プロトン性極性有機溶媒であることが
できる。典型的には、これらの非プロトン性溶媒は、無水物であり、無水電解質溶液を生
成する。"無水"によって、溶媒またはキャリヤーおよび電解質が、約１,０００ｐｐｍ未
満、そして通常は約５００～１００ｐｐｍ未満の水を含むことを意味する。電解質溶液を
生成するための非プロトン性有機溶媒またはキャリヤーの例は、エチレンカーボネート（
ＥＣ）、プロピレンカーボネート（ＰＣ）、ジメチルカーボネート（ＤＭＣ）、エチルメ
チルカーボネート（ＥＭＣ）、ジエチルカーボネート（ＤＥＣ）、メチルプロピルカーボ
ネート（ＭＰＣ）、エチルプロピルカーボネート（ＥＰＣ）、ジプロピルカーボネート（
ＤＰＣ）、ビス（トリフルオロエチル）カーボネート、ビス（ペンタフルオロプロピル）
カーボネート、トリフルオロエチルメチルカーボネート、ペンタフルオロエチルメチルカ
ーボネート、ヘプタフルオロプロピルメチルカーボネート、パーフルオロブチルメチルカ
ーボネート、トリフルオロエチルエチルカーボネート、ペンタフルオロエチルエチルカー
ボネート、ヘプタフルオロプロピルエチルカーボネート、パーフルオロブチルエチルカー
ボネートなど等の有機カーボネート、γブチロラクトン、酢酸メチル、プロピオン酸メチ
ル、酪酸メチル等のエステル、とりわけ、ジメチルエーテル、またはグリム等のエーテル
、フッ素化オリゴマー、ジメトキシエタン、テトラエチレングリコール、ポリエチレング
リコール、スルホン、およびγ－ブチロラクトン（ＧＢＬ）からなる群から選択される少
なくとも１種の要素を含む。溶媒またはキャリヤーはまた、少なくとも１種のイオン性液
体含むことができる。イオン性液体によって、任意の室温融解塩を意味する。好適なイオ
ン性液体の例は、ブチルトリメチルアンモニウムテトラフルオロボレート、ヘキシルトリ
メチルアンモニウムトリフルオロメタンスルホイミド等の弱く配位したアニオンの非対称
テトラアルキルアンモニウム塩、Ｎ－メチルピペリジニウムテトラフルオロボレート、Ｎ
－エチルピペリジニウムトリフルオロメタンスルホネート、Ｎ－ブチルピペリジニウムト
リフルオロメタンスルホンイミドを含む、弱く配位したアニオンのＮ－アルキルピペリジ
ウム塩、とりわけ、液体のカチオン中に、活性または還元可能な水素を含まないものから
なる群から選択される少なくとも１種の要素を含む。電解質調合物中の任意の所与の溶媒
成分の量は、通常、電解質の約５％～約９５ｗｔ％の範囲である。
【００２９】
　別の態様では、本発明の電解質は、非プロトン性ゲルポリマーキャリヤー/溶媒を含む
ことができる。好適なゲルポリマーキャリヤー/溶媒は、ポリエーテル、ポリエチレンオ
キサイド、ポリイミド、ポリホスファジン、ポリアクリロニトリル、ポリシロキサン、ポ
リエーテルグラフト化ポリシロキサン、それらの誘導体、それらのコポリマー、それらの
架橋およびネットワーク構造、とりわけ、適当なイオン電解質塩が加えられているそれら



(7) JP 5096263 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

のブレンドからなる群から選択される少なくとも１種の要素を含むことができる。他のゲ
ルポリマーキャリヤー/溶媒は、ポリプロピレンオキサイド、ポリシロキサン、スルホン
化ポリイミド、過フッ素化膜（Ｎａｆｉｏｎ（商標）樹脂）、ジビニルポリエチレングリ
コール、ポリエチレングリコールビス（アクリル酸メチル）、ポリエチレングリコールビ
ス（メタクリル酸メチル）、それらの誘導体、それらのコポリマー、それらの架橋および
ネットワーク構造からなる群から選択される少なくとも１種の要素から誘導されたポリマ
ーマトリックスから調製されたものを含むことができる。非プロトン性ゲルポリマーキャ
リヤーは、上記の段落中に記載された非プロトン性液体キャリヤーのいずれかを含むこと
ができる。
【００３０】
　電解質が、溶液中に電解質塩を含む場合、典型的には塩の濃度は、約０.０５～約２モ
ルまたは約０.１～約１.２モル、または約０.２～約０.５モルであろう。より高い濃度は
、粘性がありすぎる傾向があり、そして電解質を使用するセルのバルク伝導度特性が、不
利に影響される場合がある。
【００３１】
　本発明の電解質塩は、米国特許出願公開第２００５０２２７１４３Ａ１号明細書中に記
載されたように、リチウムイオン電池における使用での利点である過充電保護を提供する
ために示され、参照により本明細書中に取り込む。本発明の電解質中の塩（電池用途のた
めに電解質塩として望ましくする）例えば、Ｌｉ２Ｂ１２Ｆ１２およびＬｉ２Ｂ１２Ｆ９

Ｈ３の化学的安定性は、還元的な不動態化化学への塩の関与を防止することができる。標
準の生成充電サイクルが使用される場合、安定な不動態化被膜は、例えば米国特許第６,
３４６,３５１号明細書（参照により本明細書中に取り込む）中に記載されている等の塩
または塩の溶液によって生成されない。生成サイクルは、ＳＥＩ層を生成させるために設
計され、およびさもなければ、使用のためにセルを調整する、組み立てセルの最初の充電
/放電サイクルである。典型的には、充電/放電生成サイクルは、セルの通常の運転状態に
おける充電/放電速度より遅い速度で行われる。生成サイクルの最適な条件は、それぞれ
の電解質および電池のために実験的に決定できる。"生成サイクル"の語は、本明細書中で
、ＳＥＩ層を生成するために１回または１回より多い充電/放電サイクルのいずれかを意
味するために使用されるであろう。安定なＳＥＩ層がないと、セルは、典型的には充電お
よび放電で連続的な容量の低下を受ける。（例えば、改善されたＳＥＩ層を生成させるた
めに）式（１）の電解質が少量の別の塩と組み合わされる場合、この電解質を使用するセ
ルの充電/放電サイクル寿命が、標準電解質で、特にセル温度＞５０℃で改善できること
を、我々は見出した。従って、本発明の電解質を使用する場合、高温および過充電状態下
でよりよい安定性を有するセルを設計できる。
【００３２】
　本発明の一態様では、不動態化層（ＳＥＩ層）の生成を補助するために、電解質は、添
加物として、そうしたＳＥＩを生成する塩をさらに含む。添加物は、安定な不動態化層を
生成するために機能できる。不動態化層は、溶媒、および／または添加物、および／また
は電解質塩の還元生成物を含んでもよい。添加物は、典型的には有機材料、無機塩または
それらの混合物であろう。
【００３３】
　不動態化層を生成するために機能できる有機化合物である添加物は、少なくとも１種の
電極、特に負極での還元で有機塩を提供するものの中でも、クロロエチレンカーボネート
、ビニレンカーボネート（ＶＣ）、ビニルエチレンカーボネート（ＶＥＣ）、およびエチ
レンスルファイト、プロパンスルホン、プロピレンスルファイト等の非カーボネート種、
並びにフェニルエチレンカーボネート、フェニルビニレンカーボネート、カテコールカー
ボネート、ビニルアセテート、ビニルエチレンカーボネート、ジメチルスルファイト、フ
ルオロエチレンカーボネート、トリフルオロプロピレンカーボネート、ブロモγ－ブチロ
ラクトン、フルオロγ－ブチロラクトン等の置換カーボネート、スルファイトおよびブチ
ロラクトンからなる群から選択される少なくとも１種の要素を含むことができる。
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【００３４】
　本発明中で有用であることができる、無機化合物または塩である添加物は、とりわけ、
ホウ素、リン、硫黄またはフッ素を含有する少なくとも１種の化合物を含むことができる
。本発明のこの態様において有用である添加物は、リチウムキレートボレート塩（例えば
、米国特許第６４０７２３２号明細書、欧州特許第１３９５３２Ｂ１号明細書および日本
国特許出願公開第２００５０３２７１６Ａ号明細書に記載されたような、リチウムジフル
オロオキサラトボレート、ＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）またはＬｉＤＦＯＢ,ＬｉＢ（Ｃ２Ｏ

３ＣＦ３）２,ＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ３ＣＦ３）およびＬｉＢ（Ｃ３Ｈ２Ｏ３（ＣＦ３）２

）２；参照により本明細書中に取り込む）からなる群から選択される少なくとも１種の要
素を含むことができる。これらの添加物を作るための好適な添加物および方法の例はまた
、両方を参照により本明細書中に取り込む米国特許第６,７８３,８９６号明細書および米
国特許第６,８４９,７５２号明細書に記載されている。
【００３５】
　リチウムを含有する電解質では、本明細書中に挙げられる添加物によって生成された不
動態化層（ＳＥＩ層）は、（電解質溶媒/有機添加物還元からの）リチウムアルキルカー
ボネートおよびＬｉ２ＣＯ３、ＬｉＦ、および溶媒でのオキサラトボレート塩の還元生成
物［例えば、Ｂ（ＯＣＯ２Ｒ）３,（式中、Ｒは、溶媒の酸化で誘導されたリチウムアル
キルカーボネート塩である。）］を含む、塩還元生成物を含むことができる。ＳＥＩ層は
、典型的には厚さで約５ｎｍ～約１０００ｎｍであろう。ＳＥＩ層は、本明細書中に記載
された負極上に生成できる。ＳＥＩ層は、通常負極上にｉｎ　ｓｉｔｕで生成されるであ
ろうが、必要に応じて、負極をＳＥＩ層組成物で前処理できる。
【００３６】
　添加物は、効果的なＳＥＩ層を生成する量で電解質中に存在できる。いくつかの態様で
は、該添加物は、電解質の全重量を基準として、約０．１ｗｔ％～約５ｗｔ％の量で存在
できる。
　本発明の電池またはセルは、本発明の任意の負極および正極、ならびに電解質を含む。
一態様では、電池の正極および負極は、リチウム等の還元されたまたは酸化された形態の
イオンを”ホスティング”することができる材料を含むリチウムを使用する任意のもので
ある。"ホストティング"とは、材料が、例えば、リチウムイオンを可逆的に包接できるこ
とを意味する。本発明の電池のための負極は、リチウム金属、（（大阪ガスから入手可能
である）ＭＣＭＢを含む天然のまたは人工の）硬質炭素またはグラファイトを含むアモル
ファス炭素等の炭素質材料、スズ、スズ酸化物、ケイ素、もしくはゲルマニウム化合物ま
たは金属酸化物またはこれらの材料（例えば、リチウムチタネート）の誘導体からなる群
から選択される少なくとも１種の要素を含むことができる。本発明の電池での使用のため
の正極は、とりわけ、コバルト、ニッケル、マンガン、それらの混合物、またはリチウム
複合物オキサイド等の遷移金属とのリチウム複合物オキサイドに基づくことができる、そ
れらのリチウムサイトまたは遷移金属サイトの部分をコバルト、ニッケル、マンガン、ア
ルミニウム、ホウ素、マグネシウム、鉄、銅、またはその同類のもの、または鉄ホスフェ
ートおよび鉄ホスホシリケート等の鉄錯体化合物からなる群から選択される少なくとも１
種の要素で置換する。正極としての使用のためのリチウム複合物の具体例は、リチウム鉄
ホスフェート、ＬｉＦｅＰＯ4,Ｌｉ1.1［Ｍｎ1/3Ｎｉ1/3Ｃｏ1/3］0.9Ｏ2,ＬｉＮｉ1-XＣ
ｏXＯZおよびリチウムマンガンスピネル、ＬｉＭｎ2Ｏ4、ＬｉＮｉ0.8Ｃｏ0.15Ａｌ0.05

０2,ＬｉＣｏＯ2,ＬｉＮｉＯ2,ＬｉＮｉ1-X-YＣｏXＭｎYＯ2の少なくとも１種を含む。
【００３７】
　リチウム電池のためのセパレーターは、微小孔性ポリマー被膜を含むことができる。被
膜を生成するためのポリマーの例は、とりわけ、ナイロン、セルロース、ニトロセルロー
ス、ポリスルホン、ポリアクリロニトリル、ポリビニリデンフルオライド、ポリプロピレ
ン、ポリエチレン、ポリブテン、それらの混合物からなる群から選択される少なくとも１
種の要素を含む。とりわけ、シリケート、アルミオ（ａｌｕｍｉｏ－）シリケート、およ
びそれらの誘導体に基づくセラミックセパレーターを、また使用できる。セパレーターの
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電解質の湿潤を改善するために、界面活性剤をセパレーターまたは電解質に加えることが
できる。電解質またはセルにおいて有用であることが知られている他の成分または化合物
を加えることができる。
【００３８】
　一態様では、電池は、非プロトン性溶媒、炭素質リチウムイオンホスティング負極、正
極、セパレーター、およびゲルポリマーまたはポリマーマトリックス中に保持されるリチ
ウムイオン系電解質塩からなる。炭素質負極の例は、グラファイトを含む。
【００３９】
　別の態様では、電池は、極性有機溶媒、Ｌｉ２Ｂ１２ＦＸＺ１２－Ｘ（式中、ｘは、少
なくとも５であるが１２以下であり、そしてＺは、Ｈ,Ｃｌ、またはＢｒ；ＬｉＢＦ２（
Ｃ２Ｏ４）添加物を表す。）、グラファイトまたは硬質炭素を含むアノード、およびＬｉ

１．１［Ｍｎ１／３Ｎｉ１／３Ｃｏ１/３］０．９Ｏ２またはドープされたもしくはドー
プされていないＬｉＭｎ２Ｏ４を含むカソードを含む塩を含有する電解質を含む。この電
池は、好適なＳＥＩ層、並びに熱安定性を有することができる。
【００４０】
　ＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）等の安定なＳＥＩ層を生成する添加物と共に、本発明の電解質
は、＞５０℃での充電/放電容量保持が、標準ＬｉＰＦ６電解質に基づくセルの２倍以上
のサイクルで、＞８０％超を維持するように、高温で非常に安定なセル性能を提供するこ
とができる。本発明の電解質を他の用途の中で２次電池、コンデンサー、ハイブリッドコ
ンデンサー、燃料電池および電解槽を含む、広範な電気化学的デバイスで使用することが
できる。
【００４１】
　以下の例は、本発明の種々の態様を具体的に示すことを目的とし、そして本明細書に付
属する請求項の範囲を制限しない。
【実施例】
【００４２】
　比較例１ａ
　図１は、パルス過充電されたＭＣＭＢ/Ｌｉ１．１［Ｍｎ１/３Ｎｉ１／３Ｃｏ１／３］

０．９Ｏ２（Ｌ３３３）リチウムイオンセルのセル電圧を示す。使用した電解質は、ＥＣ
/ＰＣ/ＤＭＣ（質量で１：１：３,ＥＣはエチレンカーボネートを表し、ＰＣはプロピレ
ンカーボネートを表し、そしてＤＭＣはジメチルカーボネート表す）中、１.２ＭＬｉＰ
Ｆ６である。セルを６０分毎に１８秒間８Ｃレート（２０ｍＡ）でパルス過充電した。図
１は、セルの電圧が、適用されたパルス電流の数に伴って着実に増加したことを明らかに
示す。たった４パルスで、セルのピーク電圧は、正極および非水性電解質の分解を誘発す
るほど充分高い４.９５Ｖまで増加した。
【００４３】
　対照例１ｂ
　図２は、パルス過充電されたＭＣＭＢ/Ｌｉ１．１［Ｍｎ１/３Ｎｉ１/３Ｃｏ１/３］０

．９Ｏ２（Ｌ３３３）リチウムイオンセルのセル電圧を示す。使用された電解質は、ＥＣ
/ＰＣ/ＤＭＣ（質量で１：１：３）中、０.８ＭＬｉＢＯＢである。セルを６０分毎に１
８秒間８Ｃレート（２０ｍＡ）で、パルス過充電した。図２は、セル電圧が適用されたパ
ルス電流の数とともに着実に増加したことを明らかに示す。たった４パルスで、セルのピ
ーク電圧は、正極および非水性電解質の分解を誘発するほど充分高い４.９５Ｖまで増加
した。
【００４４】
　対照例１ｃ
　図３は、パルス過充電されたＭＣＭＢ/Ｌｉ１．１［Ｍｎ１/３Ｎｉ１/３Ｃｏ１/３］０

．９Ｏ２（Ｌ３３３）リチウムイオンセルのセル電圧を示す。使用された電解質は、ＥＣ
/ＰＣ/ＤＭＣ（質量で１：１：３）中、０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ９Ｈ３（ＡＰ－Ｆ９）で
ある。セルを６０分毎に、１８秒間、８Ｃレート（２０ｍＡ）で、パルス過充電した。図
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３は、塩ＡＰ－Ｆ９がリチウムイオンセルを通して、電荷を運ぶ酸化還元シャトル能力を
有し、そしてそれ故にセルのパルス過充電許容量を改善することを明らかに示す。
【００４５】
　例１
　図４は、パルス過充電されたＭＣＭＢ/Ｌｉ１．１［Ｍｎ１/３Ｎｉ１／３Ｃｏ１／３］

０．９Ｏ２（Ｌ３３３）リチウムイオンセルのセル電圧を示す。使用された電解質は、Ｅ
Ｃ/ＰＣ/ＤＭＣ（質量で１：１：３）中、２ｗｔ％リチウムジフルオロ（オキサラト）ボ
レート（ＬｉＤＦＯＢ）を有する０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ９Ｈ３（ＡＰ－Ｆ９）である。
セルを、１００パルスの６０分毎に、１８秒間、８Ｃレート（２０ｍＡ）で、パルス過充
電した。図４は、０.４ＭＡＰ－Ｆ９および添加物としての２.０ｗｔ％　ＬｉＤＦＯＢを
含むセルが、優れたパルス過充電許容量を有したことを明らかに示す。セル電圧を、過充
電パルス後の約４.８Ｖで安定化させた。
【００４６】
　対照例２ａ
　図５は、過充電されたＭＣＭＥＩ/ＬｉＭｎ２Ｏ４リチウムイオンセルのセル電圧を示
す。使用された電解質は、ＥＣ/ＰＣ/ＤＭＣ（質量で１：１：３）中、１.２ＭＬｉＰＦ

６であった。セルを、６０分毎に、１８秒間、１Ｃレート（１ｍＡ）で、パルス過充電し
た。図５は、セル電圧が、適用されたパルス電流の数とともに、着実に増加したことを明
らかに示す。２５パルスで、セルのピーク電圧は、正極および非水性電解質の分解を誘発
するほど充分高い、４.９５Ｖまで増加した。
【００４７】
　対照例２ｂ
　図６は、過充電されたＭＣＭＢ/ＬｉＭｎ２Ｏ４リチウムイオンセルのセル電圧を示す
。使用された電解質は、ＥＣ/ＰＣ/ＤＭＣ（質量で１：１：３）中、０.８ＭＬｉＢＯＢ
であった。セルを、６０分毎に、１８秒間、１Ｃレート（１ｍＡ）で、パルス過充電した
。図６は、セル電圧が適用されたパルス電流の数とともに着実に増加したことを明らかに
示す。たった１１パルスで、セルのピーク電圧は、正極および非水性電解質の分解を誘発
するほど充分高い、４.９５Ｖまで増加した。
【００４８】
　例２
　図７は、過充電されたＭＣＭＢ/ＬｉＭｎ２Ｏ４リチウムイオンセルのセル電圧を示す
。使用された電解質は、ＥＣ/ＰＣ/ＤＭＣ（質量で１：１：３）中、２ｗｔ％リチウムジ
フルオロ（オキサラト）ボレート（ＬｉＤＦＯＢ）を有する０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ９Ｈ

３（ＡＰ－Ｆ９）であった。セルを、１００パルスの６０分毎に、１８秒間、５Ｃレート
（５ｍＡ）で、パルス過充電した。図７は、０.４ＭＡＰ－Ｆ９および添加物としての２.
０ｗｔ％　ＬｉＤＦＯＢを含むセルが、優れたパルス過充電許容量を有したことを明らか
に示す。セル電圧を、過充電パルス後の約４.７Ｖで安定化させた。
【００４９】
　例３
　従来の電解質（（質量で１：１：３の）ＥＣ/ＰＣ/ＤＭＣ中、１ＭＬｉＰＦ６）対（質
量で３：７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ９Ｈ３のセル性能
　図８は、５５℃で、Ｃ/２または１.２ｍＡの一定電流でサイクルした、ＭＣＭＢ/Ｌｉ

１．１［Ｍｎ１／３Ｎｉ１／３Ｃｏ１／３］０．９Ｏ２（Ｌ３３３）リチウムイオンセル
の公称容量保持を示す。セルの制御のために使用された電解質は、（質量で１:１:３の）
ＥＣ/ＰＣ/ＤＥＣ中、１.２ＭＬｉＰＦ６であった。もう一方のセルに使用された電解質
は、（質量で３：７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、添加物として２ｗｔ％ＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）
を有する０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ９Ｈ３であった。本発明の電解質を有するセルは、従来
の電解質を用いるより改善された容量保持を示した。
【００５０】
　例４
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　（質量で３：７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ９Ｈ３を有するセルの電気
化学および面積固有電気抵抗への添加物としてのＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）の効果
　図９は、電解質として異なる添加物レベルのＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）を有する（質量で
３：７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ９Ｈ３で、３、８Ｖまで一定電圧で充
電された、ＭＣＭＢ/Ｌｉ１．１［Ｍｎ１/３Ｎｉ１/３Ｃｏ１/３］０．９Ｏ２（Ｌ３３３
）リチウムイオンセルの電気化学的電気抵抗スペクトルを示す。図２は、セル電気抵抗は
、最初は、加えられたＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）の含有量とともに低下し、そして１.５％
より多くのＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）が加えられる場合、セル抵抗がほとんど変わらないこ
とを示す。類似の結果を、これらのセルの面積固有電気抵抗テストのための図１０に見る
ことができる。面積固有電気抵抗は、加えられたＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）の含有量につれ
て、最初低下し、そして１．５％より多い場合、セル電気抵抗がほとんど変わらない。
【００５１】
　例５
　Ｌｉ２Ｂ１２Ｆ１２および変化した量のＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）を含有する電解質を有
するＭＣＭＢ/Ｌｉ１。１［Ｍｎ１/３Ｎｉ１/３Ｃｏ１/３］０．９Ｏ２（Ｌ３３３）リチ
ウムイオンセルのサイクル安定性
　図１１は、５５℃で、１.０ｍＡ、またはＣ/２の一定の電流でサイクルした、ＭＣＭＢ
/Ｌｉ１．１［Ｍｎ１/３Ｎｉ１/３Ｃｏ１/３］０．９Ｏ２（Ｌ３３３）リチウムイオンセ
ルの放電容量保持を示す。使用された電解質は、（質量で３：７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、添
加物として異なるレベルのＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）を有する０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ９Ｈ

３であった。図ｌｌは、＞１％ＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）が、Ｌｉ２Ｂ１２Ｆ９Ｈ３で良好
な容量保持を達成するために、添加物として有用であることを示す。
【００５２】
　例６
　従来の電解質（（質量で３：７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、１.２ＭＬｉＰＦ６）対（質量で３
：７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ１２のセル性能
　図１２は、５５℃で、１.０ｍＡまたはＣ/２の一定の電流でリサイクルされたＭＣＭＢ
/Ｌｉ１．１［Ｍｎ１／３Ｎｉ１／３Ｃｏ１／３］０．９Ｏ２（Ｌ３３３）リチウムイオ
ンセルの放電容量保持を示す。対照セルに使用された電解質は、（質量で３：７の）ＥＣ
/ＥＭＣ中、１.２ＭＬｉＰＦ６であった。もう一方のセル中で使用された本発明の電解質
は、（質量で３：７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、添加物として２ｗｔ％ＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）
を有する０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ１２であった。本発明の電解質を有するセルは、従来の
ＬｉＰＦ６系電解質を使用したより、改善された初期の放電容量および容量保持を示す。
【００５３】
　例７
　従来の電解質（（質量で３：７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、１.２ＭＬｉＰＦ６）対（質量で３
：７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ１２のセル性能
　図１３は、５５℃で、１Ｃまたは２５０ｍＡの一定の電流でサイクルした炭素/ＬｉＭ
ｎ２Ｏ４リチウムイオンセルの放電容量を示す。対照セルに使用された電解質は、（質量
で３：７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、１.２ＭＬｉＰＦ６であった。もう一方のセルで使用された
本発明の電解質は、添加物として、２ｗｔ％ＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）を有する（質量で３
：７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ１２であった。本発明の電解質を有する
セルは、従来のＬｉＰＦ６系電解質より改善された初期の放電容量および容量保持を示す
。
【００５４】
　例１ａ～２は、セルがセルの通常の高い運転電位より上の短い過充電イベントに曝され
る条件下のリチウムイオンセルに、本発明の電解質が改善されたセル安定性を提供できる
ことを示す。
【００５５】
　例３～７は、本発明の電解質が基準ＬｉＰＦ６系電解質より５０℃超の温度で、改善さ
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れたセル充電/放電サイクル安定性を提供できることを示す。本発明の電解質は、最初の
充電/放電容量の＞８０％が、標準ＬｉＰＦ６系電解質より、>５０℃での充電放電サイク
ルの２倍より多く、保持されることを可能にする。
【００５６】
　本発明は、ある形態または態様を参照して記載されたが、他の形態および態様は当業者
には明らかであり、そして請求項の範囲内に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】図１は、８Ｃレートのパルス過充電実験の間の、ＭＣＭＢアノード/Ｌｉ１.１［
Ｍｎ１/３Ｎｉ１/３Ｃｏ１/３］０．９Ｏ２カソードリチウムイオンセルの電圧プロファ
イルを示す。電解質は、（質量で１：１：３の）ＥＣ/ＰＣ/ＤＭＣ中、１.２ＭＬｉＰＦ

６であった。ＭＣＭＢは、メソ炭素マイクロビーズ複合物構造を有する合成グラファイト
負極材料をいう。
【図２】図２は、８Ｃレートのパルス過充電実験の間の、ＭＣＭＢ/Ｌｉ１．１［Ｍｎ１

／３Ｎｉ１／３Ｃｏ１／３］０．９Ｏ２リチウムイオンセルの電圧プロファイルを示す。
電解質は、（質量で１：１：３の）ＥＣ/ＰＣ/ＤＭＣ中、０.８ＭＬｉＢ（Ｃ２Ｏ４）－
ＬｉＢＯＢであった。
【図３】図３は、８Ｃレートのパルス過充電実験の間の、ＭＣＭＢ/Ｌｉ１.１［Ｍｎ１/

３Ｎｉ１/３Ｃｏ１/３］０．９Ｏ２リチウムイオンセルの電圧プロファイルを示す。電解
質は、ＥＣ/ＰＣ/ＤＭＣ（質量で１：１：３）中、０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ９Ｈ３であっ
た。
【図４】図４は、８Ｃレートのパルス過充電実験の間の、ＭＣＭＢ/Ｌｉ１.１［Ｍｎ１/

３Ｎｉ１/３Ｃｏ１/３］０．９Ｏ２リチウムイオンセルの電圧プロファイルを示す。電解
質は、（質量で１：１：３の）ＥＣ/ＰＣ/ＤＭＣ中、添加物として２ｗｔ％ＬｉＢＦ２（
Ｃ２Ｏ４）－ＬｉＤＦＯＢを有する０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ９Ｈ３であった。
【図５】図５は、１Ｃレートのパルス過充電実験の間の、ＭＣＭＢ/ＬｉＭｎ２Ｏ４リチ
ウムイオンセルの電圧プロファイルを示す。電解質は、（質量で１：１：３の）ＥＣ/Ｐ
Ｃ/ＤＭＣ中、１.２ＭＬｉＰＦ６であった。
【図６】図６は、１Ｃレートのパルス過充電実験の間の、ＭＣＭＢ/ＬｉＭｎ２Ｏ４リチ
ウムイオンセルの電圧プロファイルを示す。電解質は、（質量で１：１：３の）ＥＣ/Ｐ
Ｃ/ＤＭＣ中、０.７ＭＬｉＢＯＢであった。
【図７】図７は、５Ｃレートのパルス過充電実験の間の、ＭＣＭＢ/ＬｉＭｎ２Ｏ４リチ
ウムイオンセルの電圧プロファイルを示す。電解質は、（質量で１：１：３の）ＥＣ/Ｐ
Ｃ/ＤＭＣ中、添加物として２ｗｔ％ＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）－ＬｉＤＦＯＢを有する０.
４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ９Ｈ３であった。
【図８】図８は、５５℃で、Ｃ/２または１.２ｍＡの一定の電流でリサイクルしたＭＣＭ
Ｂ/Ｌｉ１.１［Ｍｎ１/３Ｎｉ１/３Ｃｏ１/３］０．９Ｏ２（Ｌ３３３）リチウムイオン
セルの公称容量保持を示す。対照セルに使用された電解質は、（質量で１：１：３の）Ｅ
Ｃ/ＰＣ/ＤＥＣ中、１.２ＭＬｉＰＦ６であった。もう一方のセルに使用された電解質は
、（質量基準で３：７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、添加物として２ｗｔ％ＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４

）－ＬｉＤＦＯＢを有する０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ９Ｈ３であった。
【図９】図９は、（質量で３；７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、電解質として異なる添加物レベル
のＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）を有する０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ９Ｈ３で、３．８Ｖまで一定
電圧で充電された、ＭＣＭＢ/Ｌｉ１.１［Ｍｎ１/３Ｎｉ１/３Ｃｏ１/３］０．９Ｏ２（
Ｌ３３３）リチウムイオンセルの電気化学的電気抵抗スペクトルである。
【図１０】図１０は、（質量基準で３：７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、電解質として異なる添加
物レベルのＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）を有する０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ９Ｈ３を有する、Ｍ
ＣＭＢ/Ｌｉ１.１［Ｍｎ１/３Ｎｉ１/３Ｃｏ１/３］０．９Ｏ２（Ｌ３３３）リチウムイ
オンセルの面積固有電気抵抗を示す。
【図１１】図ｌｌは、５５℃で、１.０ｍＡまたはＣ/２の一定の電流でリサイクルされた
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、ＭＣＭＢ/Ｌｉ１.１［Ｍｎ１/３Ｎｉ１/３Ｃｏ１/３］０．９Ｏ２（Ｌ３３３）リチウ
ムイオンセルの放電容量保持を示す。使用された電解質は、（質量基準で３：７の）ＥＣ
/ＥＭＣ中、添加物として異なるレベルのＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）を有する、０.４ＭＬｉ

２Ｂ１２Ｆ９Ｈ３であった。
【図１２】図１２は、１.０ｍＡまたはＣ/２の一定の電流でリサイクルされたＭＣＭＢ/
Ｌｉ１.１［Ｍｎ１/３Ｎｉ１/３Ｃｏ１/３］０．９Ｏ２（Ｌ３３３）リチウムイオンセル
の放電容量保持を示す。対照セルに使用された電解質は、（質量基準で３：７の）ＥＣ/
ＥＭＣ中、１.２ＭＬｉＰＦ６であった。もう一方のセル中で使用された本発明の電解質
は、（質量で３：７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、添加物として２ｗｔ％ＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）
を有する０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ１２であった。
【図１３】図１３は、５５℃で、１Ｃまたは２５０ｍＡの一定の電流でリサイクルされた
炭素/ＬｉＭｎ２Ｏ４リチウムイオンセルの放電容量を示す。対照セルで使用された電解
質は、（質量基準で３：７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、１.２ＭＬｉＰＦ６であった。もう一方の
セル中で使用された本発明の電解質は、（質量基準で３：７の）ＥＣ/ＥＭＣ中、添加物
として２ｗｔ％ＬｉＢＦ２（Ｃ２Ｏ４）を有する０.４ＭＬｉ２Ｂ１２Ｆ１２であった。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】



(17) JP 5096263 B2 2012.12.12

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０１Ｍ   4/485    (2010.01)           Ｈ０１Ｍ   4/48    １０２　          　　　　　
   Ｈ０１Ｍ   4/525    (2010.01)           Ｈ０１Ｍ   4/52    １０２　          　　　　　
   Ｈ０１Ｍ   4/505    (2010.01)           Ｈ０１Ｍ   4/50    １０２　          　　　　　

(74)代理人  100077517
            弁理士　石田　敬
(74)代理人  100087413
            弁理士　古賀　哲次
(74)代理人  100102990
            弁理士　小林　良博
(74)代理人  100128495
            弁理士　出野　知
(74)代理人  100147212
            弁理士　小林　直樹
(72)発明者  ツォンハイ　チェン
            アメリカ合衆国，イリノイ　６０４９０，ボーリングブルック，ピクニック　コート　２
(72)発明者  カリル　アミン
            アメリカ合衆国，イリノイ　６０５２３，オーク　ブルック，コンコード　ドライブ　５

    審査官  青木　千歌子

(56)参考文献  特開２００６－２０２７４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１２８８６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０４８４６４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｍ　　１０／０５－１０／０５８７
              Ｈ０１Ｍ　　　４／００－　４／６２　　　
              　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

