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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多孔質基材と、
　前記多孔質基材の片面又は両面に設けられ、ポリフッ化ビニリデン系樹脂及び層状粘土
鉱物を含む接着性多孔質層と、
　を備え、
　前記接着性多孔質層の重量が前記多孔質基材の片面において０．５ｇ／ｍ２以上２．０
ｇ／ｍ２以下であり、
　前記接着性多孔質層に含まれる前記ポリフッ化ビニリデン系樹脂と前記層状粘土鉱物の
質量比が９９．９：０．１～９０．０：１０．０である、
　非水系二次電池用セパレータ。
【請求項２】
　前記層状粘土鉱物が、ヘクトライト、サポナイト、スチブンサイト、バイデライト、モ
ンモリロナイト及び膨潤性雲母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
に記載の非水系二次電池用セパレータ。
【請求項３】
　前記層状粘土鉱物が、インターカレート剤による処理を施された層状粘土鉱物である、
請求項１又は請求項２に記載の非水系二次電池用セパレータ。
【請求項４】
　前記層状粘土鉱物が、有機オニウムイオンを層間に有する層状粘土鉱物である、請求項
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１～請求項３のいずれか一項に記載の非水系二次電池用セパレータ。
【請求項５】
　前記接着性多孔質層に含まれる前記ポリフッ化ビニリデン系樹脂と前記層状粘土鉱物の
質量比が９９．９：０．１～９５．０：５．０である、請求項１～請求項４のいずれか一
項に記載の非水系二次電池用セパレータ。
【請求項６】
　前記接着性多孔質層は、示差走査熱量測定を行って得た示差走査熱量曲線において、吸
熱ピークの半値幅が１５℃以上３０℃以下である、請求項１～請求項５のいずれか一項に
記載の非水系二次電池用セパレータ。
【請求項７】
　前記多孔質基材と前記接着性多孔質層との間の剥離強度が０．２０Ｎ／１２ｍｍ以上１
．２０Ｎ／１２ｍｍ以下である、請求項１～請求項６のいずれか一項に記載の非水系二次
電池用セパレータ。
【請求項８】
　前記非水系二次電池用セパレータのガーレ値から前記多孔質基材のガーレ値を減算した
値が、９０秒／１００ｃｃ以下である、請求項１～請求項７のいずれか一項に記載の非水
系二次電池用セパレータ。
【請求項９】
　前記接着性多孔質層がさらに金属水酸化物粒子及び金属酸化物粒子からなる群より選ば
れる少なくとも１種の粒子を含み、
　前記接着性多孔質層における前記粒子の含有量が、前記ポリフッ化ビニリデン系樹脂と
前記粒子の合計量に対して１０質量％以上８０質量％未満である、請求項１～請求項８の
いずれか一項に記載の非水系二次電池用セパレータ。
【請求項１０】
　正極と、負極と、前記正極及び前記負極の間に配置された請求項１～請求項９のいずれ
か一項に記載の非水系二次電池用セパレータと、を備え、リチウムのドープ・脱ドープに
より起電力を得る非水系二次電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非水系二次電池用セパレータ及び非水系二次電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リチウムイオン二次電池に代表される非水系二次電池は、ノートパソコン、携帯電話、
デジタルカメラ、カムコーダ等の携帯型電子機器の電源として広く用いられている。携帯
型電子機器の小型化及び軽量化に伴い、非水系二次電池の外装の簡素化及び軽量化がなさ
れており、外装材としてステンレス製の缶にかわって、アルミ製の缶が開発され、さらに
金属製の缶にかわって、アルミラミネートフィルム製のパックが開発されている。ただし
、アルミラミネートフィルム製パックは軟らかいため、該パックを外装材とする電池（所
謂ソフトパック電池）においては、外部からの衝撃や、充放電に伴う電極の膨張及び収縮
によって、電極とセパレータとの間に隙間が形成されやすく、サイクル寿命が低下するこ
とがある。
【０００３】
　上記の課題を解決するため、電極とセパレータとの接着性を高める技術が提案されてい
る。その技術の一つとして、ポリオレフィン微多孔膜等からなる基材上にポリフッ化ビニ
リデン系樹脂を含む多孔質層を備えたセパレータが知られている（例えば、特許文献１～
４参照）。このセパレータは、電極に重ねてプレス又は熱プレスすると、電極へ良好に接
着するので、電池のサイクル寿命を向上させ得る。
【０００４】
　しかし、ポリフッ化ビニリデン系樹脂は帯電しやすい樹脂であるため、ポリフッ化ビニ
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リデン系樹脂を含む多孔質層を備えたセパレータは、ほこり等の異物を静電的に吸着しや
すく、ハンドリング性に劣る場合がある。この課題を解決するために、例えば、ポリフッ
化ビニリデン系樹脂を含む多孔質層に界面活性剤を塗布する技術が提案されている（例え
ば、特許文献５参照）。
【０００５】
　ほかに、セパレータに関し、粘土鉱物を用いた技術が提案されている。例えば、ポリフ
ッ化ビニリデン系樹脂と粘土鉱物とを含有する多孔質膜が提案されており、イオン伝導性
が向上することが知られている（例えば、非特許文献１参照）。また、多孔質膜からなる
基材に、耐熱性樹脂とセラミックスと有機修飾材で変性された粘土鉱物とを含有する表面
層を形成したセパレータが提案されており、耐収縮性が向上することが知られている（例
えば、特許文献６参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－３５６１０２号公報
【特許文献２】国際公開第２００５／０４９３１８号
【特許文献３】特許第４９８８９７２号公報
【特許文献４】特許第５２８２１７９号公報
【特許文献５】特開２００６－７３２２１号公報
【特許文献６】特許第５６６４１３８号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】European Polymer Journal, 2013, 49, 307-318
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ポリフッ化ビニリデン系樹脂を含む接着性多孔質層を有するセパレータは、電極に重ね
て熱プレスすることで電極によく接着する。電池性能を向上させる観点からは、電極とセ
パレータとの接着は強い方が望ましいところ、電極とセパレータとの接着の強さは熱プレ
スの温度によって変化する。ポリフッ化ビニリデン系樹脂を含む接着性多孔質層を備えた
従来のセパレータは、電極とセパレータの十分な接着を実現できる熱プレスの温度範囲が
それほど広くない。
【０００９】
　本発明の実施形態は、上記状況のもとになされた。
　本発明の実施形態は、ポリフッ化ビニリデン系樹脂を含む接着性多孔質層を備え、電極
とセパレータの十分な接着を実現できる熱プレスの温度範囲が広い非水系二次電池用セパ
レータを提供することを目的とし、これを解決することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するための具体的手段には、以下の態様が含まれる。本開示は、特に
下記［２１］～［３０］を提供する。
【００１１】
［１］　多孔質基材と、前記多孔質基材の片面又は両面に設けられ、ポリフッ化ビニリデ
ン系樹脂を含む接着性多孔質層と、を備え、前記接着性多孔質層は、Ｘ線回折法で測定し
て得たＸ線回折スペクトルにおいて、ポリフッ化ビニリデン系樹脂のα晶由来ピークの面
積強度とポリフッ化ビニリデン系樹脂のβ晶由来ピークの面積強度との合計に占めるポリ
フッ化ビニリデン系樹脂のβ晶由来ピークの面積強度の割合が１０％以上１００％以下で
ある、非水系二次電池用セパレータ。
［２］　前記接着性多孔質層は、Ｘ線回折法で測定して得たＸ線回折スペクトルにおいて
、ポリフッ化ビニリデン系樹脂のα晶由来ピークの面積強度とポリフッ化ビニリデン系樹
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脂のβ晶由来ピークの面積強度との合計に占めるポリフッ化ビニリデン系樹脂のβ晶由来
ピークの面積強度の割合が１０％以上３５％以下である、［１］に記載の非水系二次電池
用セパレータ。
［３］　前記接着性多孔質層は、示差走査熱量測定を行って得た示差走査熱量曲線におい
て、吸熱ピークの半値幅が１５℃以上３０℃以下である、［１］又は［２］に記載の非水
系二次電池用セパレータ。
［４］　前記接着性多孔質層がさらに結晶形態制御剤を含む、［１］～［３］のいずれか
１つに記載の非水系二次電池用セパレータ。
［５］　前記結晶形態制御剤が層状粘土鉱物である、［４］に記載の非水系二次電池用セ
パレータ。
［６］　前記層状粘土鉱物が、ヘクトライト、サポナイト、スチブンサイト、バイデライ
ト、モンモリロナイト及び膨潤性雲母からなる群より選ばれる少なくとも１種を含む、［
５］に記載の非水系二次電池用セパレータ。
［７］　前記層状粘土鉱物が、インターカレート剤による処理を施された層状粘土鉱物で
ある、［５］又は［６］に記載の非水系二次電池用セパレータ。
［８］　前記層状粘土鉱物が、有機オニウムイオンを層間に有する層状粘土鉱物である、
［５］～［７］のいずれか１つに記載の非水系二次電池用セパレータ。
［９］　前記接着性多孔質層に含まれる前記ポリフッ化ビニリデン系樹脂と前記層状粘土
鉱物の質量比が９９．９：０．１～９５．０：５．０である、［５］～［８］のいずれか
１つに記載の非水系二次電池用セパレータ。
［１０］　前記接着性多孔質層の重量が前記多孔質基材の片面において０．５ｇ／ｍ２以
上２．０ｇ／ｍ２以下である、［１］～［９］のいずれか１つに記載の非水系二次電池用
セパレータ。
［１１］　前記多孔質基材と前記接着性多孔質層との間の剥離強度が０．２０Ｎ／１２ｍ
ｍ以上１．２０Ｎ／１２ｍｍ以下である、［１］～［１０］のいずれか１つに記載の非水
系二次電池用セパレータ。
［１２］　前記非水系二次電池用セパレータのガーレ値から前記多孔質基材のガーレ値を
減算した値が、９０秒／１００ｃｃ以下である、［１］～［１１］のいずれか１つに記載
の非水系二次電池用セパレータ。
［１３］　前記接着性多孔質層がさらに金属水酸化物粒子及び金属酸化物粒子からなる群
より選ばれる少なくとも１種の粒子を含み、前記接着性多孔質層における前記粒子の含有
量が、前記ポリフッ化ビニリデン系樹脂と前記粒子の合計量に対して１０質量％以上８０
質量％未満である、［１］～［１２］のいずれか１つに記載の非水系二次電池用セパレー
タ。
［１４］　多孔質基材と、前記多孔質基材の片面又は両面に設けられ、ポリフッ化ビニリ
デン系樹脂及び層状粘土鉱物を含む接着性多孔質層と、を備え、前記接着性多孔質層の重
量が前記多孔質基材の片面において０．５ｇ／ｍ２以上２．０ｇ／ｍ２以下である、非水
系二次電池用セパレータ。
［１５］　正極と、負極と、前記正極及び前記負極の間に配置された［１］～［１４］の
いずれか１つに記載の非水系二次電池用セパレータと、を備え、リチウムのドープ・脱ド
ープにより起電力を得る非水系二次電池。
［２１］　多孔質基材と、前記多孔質基材の片面又は両面に設けられ、ポリフッ化ビニリ
デン系樹脂及び層状粘土鉱物を含む接着性多孔質層と、を備え、前記接着性多孔質層の重
量が前記多孔質基材の片面において０．５ｇ／ｍ２以上２．０ｇ／ｍ２以下であり、前記
接着性多孔質層に含まれる前記ポリフッ化ビニリデン系樹脂と前記層状粘土鉱物の質量比
が９９．９：０．１～９０．０：１０．０である、非水系二次電池用セパレータ。
［２２］　前記層状粘土鉱物が、ヘクトライト、サポナイト、スチブンサイト、バイデラ
イト、モンモリロナイト及び膨潤性雲母からなる群より選ばれる少なくとも１種を含む、
［２１］に記載の非水系二次電池用セパレータ。
［２３］　前記層状粘土鉱物が、インターカレート剤による処理を施された層状粘土鉱物
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である、［２１］又は［２２］に記載の非水系二次電池用セパレータ。
［２４］　前記層状粘土鉱物が、有機オニウムイオンを層間に有する層状粘土鉱物である
、［２１］～［２３］のいずれか１つに記載の非水系二次電池用セパレータ。
［２５］　前記接着性多孔質層に含まれる前記ポリフッ化ビニリデン系樹脂と前記層状粘
土鉱物の質量比が９９．９：０．１～９５．０：５．０である、［２１］～［２４］のい
ずれか１つに記載の非水系二次電池用セパレータ。
［２６］　前記接着性多孔質層は、示差走査熱量測定を行って得た示差走査熱量曲線にお
いて、吸熱ピークの半値幅が１５℃以上３０℃以下である、［２１］～［２５］のいずれ
か１つに記載の非水系二次電池用セパレータ。
［２７］　前記多孔質基材と前記接着性多孔質層との間の剥離強度が０．２０Ｎ／１２ｍ
ｍ以上１．２０Ｎ／１２ｍｍ以下である、［２１］～［２６］のいずれか１つに記載の非
水系二次電池用セパレータ。
［２８］　前記非水系二次電池用セパレータのガーレ値から前記多孔質基材のガーレ値を
減算した値が、９０秒／１００ｃｃ以下である、［２１］～［２７］のいずれか１つに記
載の非水系二次電池用セパレータ。
［２９］　前記接着性多孔質層がさらに金属水酸化物粒子及び金属酸化物粒子からなる群
より選ばれる少なくとも１種の粒子を含み、前記接着性多孔質層における前記粒子の含有
量が、前記ポリフッ化ビニリデン系樹脂と前記粒子の合計量に対して１０質量％以上８０
質量％未満である、［２１］～［２８］のいずれか１つに記載の非水系二次電池用セパレ
ータ。
［３０］　正極と、負極と、前記正極及び前記負極の間に配置された［２１］～［２９］
のいずれか１つに記載の非水系二次電池用セパレータと、を備え、リチウムのドープ・脱
ドープにより起電力を得る非水系二次電池。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の実施形態によれば、ポリフッ化ビニリデン系樹脂を含む接着性多孔質層を備え
、電極とセパレータの十分な接着を実現できる熱プレスの温度範囲が広い非水系二次電池
用セパレータが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本開示の実施例及び比較例について、電極とセパレータの剥離強度と、熱プレス
温度との関係を示したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明の実施形態について説明する。これらの説明及び実施例は本発明を例示
するものであり、本発明の範囲を制限するものではない。
【００１５】
　本明細書において「～」を用いて示された数値範囲は、「～」の前後に記載される数値
をそれぞれ最小値及び最大値として含む範囲を示す。
【００１６】
　本明細書において「工程」との語は、独立した工程だけでなく、他の工程と明確に区別
できない場合であってもその工程の所期の目的が達成されれば、本用語に含まれる。
【００１７】
　本明細書において組成物中の各成分の量について言及する場合、組成物中に各成分に該
当する物質が複数種存在する場合には、特に断らない限り、組成物中に存在する当該複数
種の物質の合計量を意味する。
【００１８】
　本明細書において、「機械方向」とは、長尺状に製造される多孔質基材及びセパレータ
において長尺方向を意味し、「幅方向」とは、「機械方向」に直交する方向を意味する。
「機械方向」を「ＭＤ方向」ともいい、「幅方向」を「ＴＤ方向」ともいう。
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【００１９】
＜非水系二次電池用セパレータ＞
　本開示の非水系二次電池用セパレータ（「セパレータ」ともいう。）は、多孔質基材と
、前記多孔質基材の片面又は両面に設けられ、ポリフッ化ビニリデン系樹脂（「ＰＶＤＦ
系樹脂」ともいう。）を含む接着性多孔質層と、を備える。
【００２０】
　本開示のセパレータにおいて、接着性多孔質層は、セパレータの最外層として存在し、
電極と接着する層である。
【００２１】
　本開示のセパレータにおいて、接着性多孔質層は、Ｘ線回折法で測定して得たＸ線回折
スペクトルにおいて、ＰＶＤＦ系樹脂のα晶由来ピークの面積強度とＰＶＤＦ系樹脂のβ
晶由来ピークの面積強度との合計に占めるＰＶＤＦ系樹脂のβ晶由来ピークの面積強度の
割合｛＝ＰＶＤＦ系樹脂のβ晶由来ピークの面積強度÷（ＰＶＤＦ系樹脂のα晶由来ピー
クの面積強度＋ＰＶＤＦ系樹脂のβ晶由来ピークの面積強度）×１００｝が、１０％～１
００％である。
【００２２】
　本開示のＰＶＤＦ系樹脂のα晶由来ピークの面積強度とは、接着性多孔質層をＸ線回折
法で測定して得たＸ線回折スペクトルにおいて、２θ＝２０°付近に存在する（０２０）
面のピークの面積強度である。本開示のＰＶＤＦ系樹脂のβ晶由来ピークの面積強度とは
、接着性多孔質層をＸ線回折法で測定して得たＸ線回折スペクトルにおいて、２θ＝２０
．７°付近に存在する（１１０）面のピーク及び（２００）面のピークの合計面積強度で
ある。
【００２３】
　接着性多孔質層のＸ線回折スペクトルにおけるＰＶＤＦ系樹脂のβ晶由来ピークの面積
強度割合が１０％以上であると、ａ）電極とセパレータの十分な接着を実現できる熱プレ
スの温度範囲が広い、ｂ）接着性多孔質層の誘電率が高くなり、電解質の解離を促進する
、ｃ）接着性多孔質層の耐酸化性が向上する。これら観点からは、ＰＶＤＦ系樹脂のβ晶
由来ピークの面積強度割合は、１５％以上がより好ましく、２０％以上が更に好ましい。
電極とセパレータの接着の強さは、例えば、電極とセパレータとの間の剥離強度により評
価できる。本開示のセパレータにおいては、電極とセパレータとの間の剥離強度は、０．
２Ｎ／１５ｍｍ以上であることが好ましい。
【００２４】
　接着性多孔質層のＸ線回折スペクトルにおいて、ＰＶＤＦ系樹脂のα晶由来ピークが消
失し、ＰＶＤＦ系樹脂のβ晶由来ピークが現れている場合、ＰＶＤＦ系樹脂のβ晶由来ピ
ークの面積強度割合は１００％である。上記の観点からは、ＰＶＤＦ系樹脂のβ晶由来ピ
ークの面積強度割合は１００％であることが好ましいが、接着性多孔質層の生産性の観点
からは、９０％以下が好ましく、８０％以下がより好ましい。
【００２５】
　接着性多孔質層のＸ線回折スペクトルにおけるＰＶＤＦ系樹脂のβ晶由来ピークの面積
強度割合は、セパレータに電解液を含浸させずに熱プレス処理（本明細書において「ドラ
イヒートプレス」という。）を行う際において、電極とセパレータの十分な接着を実現で
きる熱プレスの温度範囲が広い観点から、３５％以下が好ましく、３０％以下がより好ま
しく、２５％以下が更に好ましい。
【００２６】
　接着性多孔質層のＸ線回折スペクトルにおけるＰＶＤＦ系樹脂のβ晶由来ピークの面積
強度割合は、例えば、下記の制御方法１）～６）によってＰＶＤＦ系樹脂のα型結晶から
β型結晶への転移を促進し、接着性多孔質層内にα型結晶とβ型結晶とが共存する結晶形
態を形成することで制御する。中でも、生産性、簡便性、コスト抑制の観点からは、制御
方法３）が好ましい。
【００２７】
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制御方法１）接着性多孔質層を成形するＰＶＤＦ系樹脂として、フッ化ビニリデンと、嵩
高い基を有するモノマー（例えば、トリフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン
）との共重合体を用いる。
【００２８】
制御方法２）接着性多孔質層を成形するための塗工液の溶剤を選択し、接着性多孔質層の
形成条件（例えば、塗工液の組成、塗工液の温度、凝固液の組成、凝固液の温度、乾燥温
度、熱処理の有無など）を調節する。
【００２９】
制御方法３）接着性多孔質層を成形するための塗工液に結晶形態制御剤を配合する。結晶
形態制御剤の大きさ、分散性、配合量等を調節する。
【００３０】
制御方法４）接着性多孔質層を成形するための塗工液に溶剤としてイオン液体を使用し、
ＰＶＤＦ系樹脂を結晶化させる条件（温度、時間、濃度等）を調節する。
【００３１】
制御方法５）接着性多孔質層を多孔質基材との共押出しにより形成する際、接着性多孔質
層内のＰＶＤＦ系樹脂を溶融及び結晶化させる。溶融及び結晶化の条件（温度、時間、圧
力等）を調節する。
【００３２】
制御方法６）接着性多孔質層を設けたセパレータを機械的に延伸する。セパレータを延伸
する際の、延伸温度と延伸倍率を調節する。
【００３３】
　本開示のセパレータは、接着性多孔質層のＸ線回折スペクトルにおけるＰＶＤＦ系樹脂
のβ晶由来ピークの面積強度割合が１０％～１００％であることにより、電極とセパレー
タの十分な接着を実現できる熱プレスの温度範囲を広げることが可能になる。本開示のセ
パレータは、電極との接着に優れるので、二次電池の充放電における電池内反応の均一性
を高め、電池性能を向上することができる。
【００３４】
　本開示のセパレータは、電極とセパレータの十分な接着を実現できる熱プレスの温度範
囲が広いことから、アルミラミネートフィルム製パックを外装材とする電池（所謂ソフト
パック電池）に好適である。本開示のセパレータによれば、充放電に伴う電極の膨張・収
縮や外部からの衝撃によって起り得る電極とセパレータとの間の隙間形成が抑制され、し
たがって、ソフトパック電池の品質安定性を向上することができる。
【００３５】
　本開示のセパレータが備える接着性多孔質層は、示差走査熱量測定（Differential Sca
nning Calorimetry、ＤＳＣ）を行って得た示差走査熱量曲線（ＤＳＣ曲線）において、
吸熱ピークの半値幅が１５℃～３０℃であることが好ましい。該吸熱ピークは、接着性多
孔質層に含まれる樹脂の融解によって現れる吸熱ピークと推測される。
【００３６】
　本開示において吸熱ピークの半値幅は、セパレータから接着性多孔質層を採取し、窒素
雰囲気下、昇温速度１０℃／ｍｉｎの条件でＤＳＣを行って得たＤＳＣ曲線から求める。
半値幅は、半値全幅（full width at half maximum）である。吸熱ピークの高さは、ピー
ク開始点とピーク終了点を結ぶベースラインからの高さである。ピーク開始点乃至ピーク
終了点の判断が難しいときは、ＤＳＣ曲線を微分し急激に変化し始める点をピーク開始点
乃至ピーク終了点とする。吸熱ピークが複数ある場合は、最大吸熱ピークの半値幅が１５
℃～３０℃であることが好ましい。
【００３７】
　接着性多孔質層のＤＳＣ曲線における吸熱ピークの半値幅が１５℃以上であると、セパ
レータと電極とを接着させる際の熱プレスの温度範囲がより広い。この観点から、吸熱ピ
ークの半値幅は、１８℃以上がより好ましく、２０℃以上が更に好ましい。一方、接着性
多孔質層のＤＳＣ曲線における吸熱ピークの半値幅が３０℃以下であると、接着性多孔質
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層の電解液に対する耐溶解性に優れる。この観点から、吸熱ピークの半値幅は、２７℃以
下がより好ましく、２５℃以下が更に好ましい。
【００３８】
　接着性多孔質層のＤＳＣ曲線における吸熱ピークの半値幅は、ＰＶＤＦ系樹脂の結晶形
態により制御できる。例えば、接着性多孔質層を成形するための塗工液に結晶形態制御剤
を配合し、ＰＶＤＦ系樹脂のα型結晶からβ型結晶への転移を促進し、接着性多孔質層内
にα型結晶とβ型結晶とが共存する結晶形態を形成することで、前記半値幅をブロード化
することができる。
【００３９】
　以下、本開示のセパレータが有する多孔質基材及び接着性多孔質層の詳細を説明する。
【００４０】
［多孔質基材］
　本開示において多孔質基材とは、内部に空孔ないし空隙を有する基材を意味する。この
ような基材としては、微多孔膜；繊維状物からなる、不織布、紙等の多孔性シート；など
が挙げられる。本開示においては、セパレータの薄膜化及び強度の観点から、微多孔膜が
好ましい。微多孔膜とは、内部に多数の微細孔を有し、これら微細孔が連結された構造と
なっており、一方の面から他方の面へと気体あるいは液体が通過可能となった膜を意味す
る。
【００４１】
　多孔質基材は、多孔質基材にシャットダウン機能を付与するため、熱可塑性樹脂を含む
ことが望ましい。シャットダウン機能とは、電池温度が高まった際に、構成材料が溶解し
て多孔質基材の孔を閉塞することによりイオンの移動を遮断し、電池の熱暴走を防止する
機能をいう。熱可塑性樹脂としては、融点２００℃未満の熱可塑性樹脂が好ましい。熱可
塑性樹脂としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル；ポリエチレ
ン、ポリプロピレン等のポリオレフィン；などが挙げられ、中でもポリオレフィンが好ま
しい。
【００４２】
　多孔質基材としては、ポリオレフィンを含む微多孔膜（「ポリオレフィン微多孔膜」と
いう。）が好ましい。ポリオレフィン微多孔膜としては、例えば、従来の電池セパレータ
に適用されているポリオレフィン微多孔膜が挙げられ、この中から十分な力学特性とイオ
ン透過性を有するものを選択することが好ましい。
【００４３】
　ポリオレフィン微多孔膜は、シャットダウン機能を発現する観点から、ポリエチレンを
含むことが好ましく、ポリエチレンの含有量としては、ポリオレフィン微多孔膜全体の質
量に対して９５質量％以上が好ましい。
【００４４】
　ポリオレフィン微多孔膜は、高温に曝されたときに容易に破膜しない程度の耐熱性を付
与するという観点からは、ポリエチレン及びポリプロピレンを含むポリオレフィン微多孔
膜が好ましい。このようなポリオレフィン微多孔膜としては、ポリエチレンとポリプロピ
レンが１つの層において混在している微多孔膜が挙げられる。該微多孔膜においては、シ
ャットダウン機能と耐熱性の両立という観点から、９５質量％以上のポリエチレンと５質
量％以下のポリプロピレンとを含むことが好ましい。また、シャットダウン機能と耐熱性
の両立という観点からは、ポリオレフィン微多孔膜が２層以上の積層構造を備え、少なく
とも１層はポリエチレンを含み、少なくとも１層はポリプロピレンを含む構造のポリオレ
フィン微多孔膜も好ましい。
【００４５】
　ポリオレフィン微多孔膜に含まれるポリオレフィンとしては、重量平均分子量（Ｍｗ）
が１０万～５００万のポリオレフィンが好ましい。ポリオレフィンのＭｗが１０万以上で
あると、十分な力学特性を確保できる。一方、ポリオレフィンのＭｗが５００万以下であ
ると、シャットダウン特性が良好であるし、膜の成形がしやすい。
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【００４６】
　ポリオレフィン微多孔膜は、例えば以下の方法で製造可能である。すなわち、溶融した
ポリオレフィン樹脂をＴ－ダイから押し出してシート化し、これを結晶化処理した後延伸
し、さらに熱処理をして微多孔膜とする方法である。または、流動パラフィンなどの可塑
剤と一緒に溶融したポリオレフィン樹脂をＴ－ダイから押し出し、これを冷却してシート
化し、延伸した後、可塑剤を抽出し熱処理をして微多孔膜とする方法である。
【００４７】
　繊維状物からなる多孔性シートとしては、熱可塑性樹脂の繊維状物からなる、不織布、
紙等の多孔性シートが挙げられる。
【００４８】
　多孔質基材の表面には、多孔質層を形成するための塗工液との濡れ性を向上させる目的
で、多孔質基材の性質を損なわない範囲で、各種の表面処理を施してもよい。表面処理と
しては、コロナ処理、プラズマ処理、火炎処理、紫外線照射処理等が挙げられる。
【００４９】
［多孔質基材の特性］
　多孔質基材の厚さは、良好な力学特性と内部抵抗を得る観点から、３μｍ～２５μｍが
好ましく、５μｍ～２０μｍがより好ましい。
【００５０】
　多孔質基材のガーレ値（ＪＩＳ　Ｐ８１１７：２００９）は、電池の短絡防止や十分な
イオン透過性を得る観点から、５０秒／１００ｃｃ～８００秒／１００ｃｃが好ましく、
５０秒／１００ｃｃ～４００秒／１００ｃｃがより好ましく、５０秒／１００ｃｃ～２５
０秒／１００ｃｃが更に好ましい。
【００５１】
　多孔質基材の空孔率は、適切な膜抵抗やシャットダウン機能を得る観点から、２０％～
６０％が好ましい。多孔質基材の空孔率は、下記の算出方法に従って求める。即ち、構成
材料がａ、ｂ、ｃ、…、ｎであり、各構成材料の質量がＷａ、Ｗｂ、Ｗｃ、…、Ｗｎ（ｇ
／ｃｍ２）であり、各構成材料の真密度がｄａ、ｄｂ、ｄｃ、…、ｄｎ（ｇ／ｃｍ３）で
あり、膜厚をｔ（ｃｍ）としたとき、空孔率ε（％）は以下の式より求められる。
ε＝｛１－（Ｗａ／ｄａ＋Ｗｂ／ｄｂ＋Ｗｃ／ｄｃ＋…＋Ｗｎ／ｄｎ）／ｔ｝×１００
【００５２】
　多孔質基材の突刺強度は、製造歩留まりを向上させる観点から、２００ｇ以上が好まし
い。多孔質基材の突刺強度は、カトーテック社ＫＥＳ－Ｇ５ハンディー圧縮試験器を用い
て、針先端の曲率半径０．５ｍｍ、突刺速度２ｍｍ／ｓｅｃの条件で突刺試験を行って測
定する最大突刺荷重（ｇ）を指す。
【００５３】
［接着性多孔質層］
　本開示において接着性多孔質層は、多孔質基材の片面又は両面に設けられ、少なくとも
ＰＶＤＦ系樹脂を含む多孔質層である。本開示において接着性多孔質層は、さらに、ＰＶ
ＤＦ系樹脂以外のその他の樹脂やフィラー等の他の成分を含んでもよい。
【００５４】
　本開示において接着性多孔質層は、内部に多数の微細孔を有し、これら微細孔が連結さ
れた構造となっており、一方の面から他方の面へと気体あるいは液体が通過可能となって
いる。
【００５５】
　本開示において接着性多孔質層は、多孔質基材の片面又は両面にセパレータの最外層と
して設けられ、セパレータと電極とを重ねてプレス又は熱プレスしたときに電極と接着す
る層である。
【００５６】
　接着性多孔質層は、多孔質基材の片面のみにあるよりも両面にある方が、電池のサイク
ル特性（容量維持率）が優れる観点から好ましい。接着性多孔質層が多孔質基材の両面に
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あると、セパレータの両面が接着性多孔質層を介して両電極とよく接着するからである。
【００５７】
［ポリフッ化ビニリデン系樹脂（ＰＶＤＦ系樹脂）］
　本開示のセパレータは、ＰＶＤＦ系樹脂を含む接着性多孔質層を最外層に備えることに
より、電極との接着に優れる。
【００５８】
　接着性多孔質層に含まれるＰＶＤＦ系樹脂としては、フッ化ビニリデンの単独重合体（
即ちポリフッ化ビニリデン）；フッ化ビニリデンと他の共重合可能なモノマーとの共重合
体（ポリフッ化ビニリデン共重合体）；これらの混合物；が挙げられる。フッ化ビニリデ
ンと共重合可能なモノマーとしては、例えば、テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオロ
プロピレン、トリフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン、フッ化ビニル、トリ
クロロエチレン等が挙げられ、１種類又は２種類以上を用いることができる。
【００５９】
　ＰＶＤＦ系樹脂としては、電極との接着性の観点からは、フッ化ビニリデンと少なくと
もヘキサフルオロプロピレンとを共重合した共重合体が好ましい。ヘキサフルオロプロピ
レンをフッ化ビニリデンと共重合することで、ＰＶＤＦ系樹脂の結晶性と耐熱性を適度な
範囲に制御できる。その結果、電極との接着処理の際に接着性多孔質層が流動することを
抑制することができる。該共重合としては、０．１モル％～１０モル％（好ましくは０．
５モル％～８モル％）のヘキサフルオロプロピレン由来の構造単位を含む共重合体が好ま
しい。
【００６０】
　ＰＶＤＦ系樹脂としては、β晶由来ピークの面積強度割合を制御する観点からは、フッ
化ビニリデンと、嵩高い基を有するモノマー（例えば、トリフルオロエチレン、クロロト
リフルオロエチレン）との共重合体が好ましい。
【００６１】
　ＰＶＤＦ系樹脂は、重量平均分子量（Ｍｗ）が３０万～３００万であることが好ましい
。ＰＶＤＦ系樹脂のＭｗが３０万以上であると、接着性多孔質層が電極との接着処理に耐
え得る力学特性を確保でき、充分な接着性が得られる。この観点からは、ＰＶＤＦ系樹脂
のＭｗは、５０万以上が好ましく、８０万以上がより好ましく、１００万以上が更に好ま
しい。一方、ＰＶＤＦ系樹脂のＭｗが３００万以下であると、接着性多孔質層を塗工成形
するための塗工液の粘度が高くなり過ぎず成形性及び結晶形成がよく、接着性多孔質層の
多孔化が良好である。この観点からは、ＰＶＤＦ系樹脂のＭｗは、２５０万以下がより好
ましく、２００万以下が更に好ましい。
【００６２】
　ＰＶＤＦ系樹脂を製造する方法としては、乳化重合や懸濁重合が挙げられる。市販のＰ
ＶＤＦ系樹脂を用いることも可能である。
【００６３】
　接着性多孔質層に含まれるＰＶＤＦ系樹脂の含有量は、接着性多孔質層に含まれる全樹
脂の総量に対して、９５質量％以上が好ましく、より好ましくは９７質量％以上、更に好
ましくは９８質量％以上、更に好ましくは９９質量％以上、特に好ましくは１００質量％
である。
【００６４】
［ＰＶＤＦ系樹脂以外の樹脂］
　本開示において接着性多孔質層は、ＰＶＤＦ系樹脂以外の他の樹脂を含んでもよい。
【００６５】
　ＰＶＤＦ系樹脂以外の他の樹脂としては、アクリル系樹脂、フッ素系ゴム、スチレン－
ブタジエン共重合体、ビニルニトリル化合物（アクリロニトリル、メタクリロニトリル等
）の単独重合体又は共重合体、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシアルキルセルロ
ース、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール、ポリビニルピロリドン、ポリエー
テル（ポリエチレンオキサイド、ポリプロピレンオキサイド等）などが挙げられる。
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【００６６】
　アクリル系樹脂としては、例えば、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸
イソプロピル、アクリル酸ｎ－ブチル、アクリル酸２－エチルヘキシル、アクリル酸２－
ヒドロキシエチル、アクリル酸ヒドロキシプロピル等のアクリル酸エステルを単独重合し
た又は共重合した重合体；メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸イソ
プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸イソブチル、メタクリル酸ｎ－ヘキシル、
メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸ラウリル、メタクリル酸２－ヒドロキシエチ
ル、メタクリル酸ヒドロキシプロピル、メタクリル酸ジエチルアミノエチル等のメタクリ
ル酸エステルを単独重合した又は共重合した重合体；少なくとも１種のアクリル酸エステ
ルと少なくとも１種のメタクリル酸エステルとの共重合体；アクリル酸エステル及びメタ
クリル酸エステルから選ばれる少なくとも１種と、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル
アミド、Ｎ－メチロールアクリルアミド、ジアセトンアクリルアミド等から選ばれる少な
くとも１種とを共重合した共重合体；が挙げられる。中でも、アクリル系樹脂としては、
ポリメタクリル酸メチル樹脂（Polymethyl methacrylate、ＰＭＭＡ）が好ましい。ＰＭ
ＭＡは、メタクリル酸メチルが単独重合した重合体でもよく、メタクリル酸メチル以外の
他のモノマーが共重合した共重合体でもよく、共重合される他のモノマーとしては、アク
リル酸メチル、アクリル酸、及びメタクリル酸から選ばれる少なくとも１種が好ましい。
【００６７】
　アクリル系樹脂は、重量平均分子量（Ｍｗ）が３０万～３００万であることが好ましい
。アクリル系樹脂のＭｗが３０万以上であると、接着性多孔質層の力学特性がより優れ電
極への接着性が優れる。一方、アクリル系樹脂のＭｗが３００万以下であると、接着性多
孔質層を塗工成形するための塗工液の粘度が高くなり過ぎず成形性及び結晶形成がよく、
接着性多孔質層の多孔化が良好である。アクリル系樹脂の重量平均分子量は、より好まし
くは３０万～２００万である。
【００６８】
［結晶形態制御剤］
　本開示において接着性多孔質層は、ＰＶＤＦ系樹脂の結晶形態を制御し、β晶由来ピー
クの面積強度割合を制御する観点から、結晶形態制御剤を含有することが好ましい。本開
示において結晶形態制御剤とは、ＰＶＤＦ系樹脂の結晶形態を制御することができる化学
物質である。
【００６９】
　結晶形態制御剤としては、有機フィラー、無機フィラーが挙げられる。無機フィラーは
、シランカップリング剤等により表面修飾されたものでもよい。結晶形態制御剤は、１種
を単独で使用しても２種以上を組み合わせて使用してもよい。結晶形態制御剤としては、
アスペクト比が大きい有機フィラー又無機フィラーが好ましく、例えば、カーボンナノチ
ューブ、層状粘土鉱物が好ましく、層状粘土鉱物がより好ましい。結晶形態制御剤のアス
ペクト比は、５～１０００が好ましく、１０～５００がより好ましい。
【００７０】
［層状粘土鉱物］
　結晶形態制御剤の一例として、層状構造を有する無機化合物である粘土鉱物、いわゆる
、層状粘土鉱物が挙げられる。本開示において接着性多孔質層は、ＰＶＤＦ系樹脂の結晶
形態を制御し、β晶由来ピークの面積強度割合を制御する観点から、層状粘土鉱物を含有
することが好ましい。
【００７１】
　本開示のセパレータは、セパレータのハンドリング性の観点から、接着性多孔質層に層
状粘土鉱物を含むことが好ましい。接着性多孔質層に含まれるＰＶＤＦ系樹脂は帯電しや
すいので異物を静電的に吸着しやすく、セパレータのハンドリング性が損なわれることが
あるが、層状粘土鉱物がＰＶＤＦ系樹脂中に含まれると接着性多孔質層の帯電が抑制され
、結果、セパレータのハンドリング性に優れる。
【００７２】
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　層状粘土鉱物としては、例えば、層状ケイ酸塩（Ｓｉ－Ａｌ系、Ｓｉ－Ｍｇ系、Ｓｉ－
Ａｌ－Ｍｇ系、Ｓｉ－Ｃａ系等）が挙げられる。接着性多孔質層に含まれる層状粘土鉱物
は、単層の状態であってもよく多層の状態であってもよい。
【００７３】
　層状粘土鉱物は、陽イオン交換能を有し、さらに層間に水を取り込んで膨潤する性質を
示すものが好ましく、好適なものとしてスメクタイト型粘土鉱物及び膨潤性雲母が挙げら
れる。
【００７４】
　スメクタイト型粘土鉱物としては、ヘクトライト、サポナイト、スチブンサイト、バイ
デライト、モンモリロナイト（これらは天然のものであっても化学的に合成したものであ
ってもよい）、及びこれらの置換体、誘導体又は混合物が挙げられる。膨潤性雲母として
は、化学的に合成し、層間にＬｉイオン又はＮａイオンを有する合成膨潤性雲母、及びこ
れらの置換体、誘導体又は混合物が挙げられる。
【００７５】
　層状粘土鉱物としては、層状粘土鉱物の粒子がインターカレート剤による処理を施され
た層状粘土鉱物が好ましく、インターカレート剤としては、有機オニウムイオンを含む化
合物が好ましい。層状粘土鉱物の粒子を、有機オニウムイオンを含む化合物で処理するこ
とにより、層状粘土鉱物の層間に存在する陽イオンが有機オニウムイオンで交換され、層
状粘土鉱物の層間に有機オニウムイオンがイオン結合によって保持される。有機オニウム
イオンを層間に有する層状粘土鉱物（本明細書において「有機オニウムイオン変性層状粘
土鉱物」ということがある。）は、ＰＶＤＦ系樹脂中での分散性に優れるので、ａ）接着
性多孔質層の高次構造の均一性を上げ、電極に対する接着性多孔質層の接着をより強める
、ｂ）接着性多孔質層の帯電をより抑制する、ｃ）ＰＶＤＦ系樹脂のα型結晶からβ型結
晶への転移を促進する、と推測される。
【００７６】
　インターカレート剤として用いられる有機オニウムイオンを含む化合物は、下記の式（
１）で表される化学構造を有する第４級アンモニウムイオン（即ちカチオン）とアニオン
との塩（所謂、第４級アンモニウム化合物）から選ばれることが好ましい。
【００７７】
【化１】

【００７８】
　式（１）中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４は、それぞれ独立に、炭素数１～３０のアルキ
ル基又は－(ＣＨ２ＣＨ２Ｏ)ｎＨで表されるヒドロキシポリオキシエチレン基（ｎは１～
３０の整数）である。Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４は、炭素数１～３０のアルキル基が好ま
しく、炭素数１～１８のアルキル基がより好ましい。
【００７９】
　インターカレート剤として好ましい第４級アンモニウム化合物としては、例えば、ドデ
シルトリメチルアンモニウムクロライド、テトラデシルトリメチルアンモニウムクロライ
ド、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド、オクタデシルトリメチルアンモニ
ウムクロライド、オレイルトリメチルアンモニウムクロライド、ジドデシルジメチルアン
モニウムクロライド、ジテトラデシルジメチルアンモニウムクロライド、ジヘキサデシル
ジメチルアンモニウムクロライド、ジオクタデシルジメチルアンモニウムクロライド、ジ
オレイルジメチルアンモニウムクロライド、ドデシルジエチルベンジルアンモニウムクロ
ライド、テトラデシルジメチルベンジルアンモニウムクロライド、ヘキサデシルジメチル
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ベンジルアンモニウムクロライド、オクタデシルジメチルベンジルアンモニウムクロライ
ド、オレイルジメチルベンジルクロライド、トリオクチルメチルアンモニウムクロライド
、ヒドロキシポリオキシプロピレンメチルジエチルアンモニウムクロライド、ヒドロキシ
ポリオキシエチレンドデシルジメチルアンモニウムクロライド、ヒドロキシポリオキシエ
チレンテトラデシルジメチルアンモニウムクロライド、ヒドロキシポリオキシエチレンヘ
キサデシルジメチルアンモニウムクロライド、ヒドロキシポリオキシエチレンオクタデシ
ルジメチルアンモニウムクロライド、ヒドロキシポリオキシエチレンオレイルジメチルア
ンモニウムクロライド、ジヒドロキシポリオキシエチレンドデシルメチルアンモニウムク
ロライド、ビス（ヒドロキシポリオキシエチレン）テトラデシルメチルアンモニウムクロ
ライド、ビス（ヒドロキシポリオキシエチレン）ヘキサデシルメチルアンモニウムクロラ
イド、ビス（ヒドロキシポリオキシエチレン）オクタデシルメチルアンモニウムクロライ
ド、ビス（ヒドロキシポリオキシエチレン）オレイルメチルアンモニウムクロライド等が
挙げられる。勿論、インターカレート剤として使用される第４級アンモニウム化合物は、
これらに限定されるものではない。
【００８０】
　層状粘土鉱物粒子の有機オニウムイオンを含む化合物による処理方法としては、層状粘
土鉱物１質量部と、有機オニウムイオンを含む化合物１質量部～１０質量部とを水中で混
合した後、この混合物を乾燥する方法が挙げられる。水の使用量（質量基準）は、層状粘
土鉱物の１倍～１００倍であることが好ましい。混合するときの温度は、３０℃～７０℃
であることが好ましく、混合時間は０．５時間～２時間であることが好ましい。乾燥手段
としては、熱風乾燥、真空乾燥、凍結乾燥等の一般的な手法を用いることができ、限定は
されない。
【００８１】
　層状粘土鉱物は、一般的に、アスペクト比の大きな板状粒子である。層状粘土鉱物のア
スペクト比は、ＰＶＤＦ系樹脂の結晶形態を制御する機能を発揮しやすい観点から、５～
１０００が好ましく、１０～５００がより好ましい。層状粘土鉱物の長軸長は、１．０μ
ｍ以下が好ましく、０．５μｍ以下がより好ましく、０．３μｍ以下が更に好ましい。
【００８２】
　接着性多孔質層に含まれる層状粘土鉱物の平均層厚は、５００ｎｍ以下であることが好
ましく、２００ｎｍ以下であることがより好ましく、１５０ｎｍ以下であることが更に好
ましい。層状粘土鉱物の平均層厚が５００ｎｍ以下であることにより、接着性多孔質層の
多孔構造の不均一性が抑えられ、二次電池の負荷特性がより向上する。
【００８３】
　接着性多孔質層に含まれる層状粘土鉱物の平均層厚とは、接着性多孔質層の断面を電子
顕微鏡により観察し、任意に選んだ２０個の層状粘土鉱物について測定した層厚の平均値
を指す。接着性多孔質層に含まれる層状粘土鉱物の平均層厚は、塗工液の調製に用いる層
状粘土鉱物の粒径および添加量により制御できる。
【００８４】
　接着性多孔質層に含まれるＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の質量比は、９９．９：０．
１～９０．０：１０．０であることが好ましい。層状粘土鉱物の質量比は、ＰＶＤＦ系樹
脂の結晶形態の制御の観点、及び接着性多孔質層の帯電を抑制する観点から、０．１以上
が好ましく、０．２以上がより好ましく、０．５以上が更に好ましく、１．０以上が更に
好ましい。層状粘土鉱物の質量比は、多孔質基材と接着性多孔質層との間の剥離強度の観
点、及びセパレータの水分量を抑制する観点からは、１０．０以下が好ましく、５．０以
下がより好ましく、４．０以下が更に好ましく、３．０以下が更に好ましい。
【００８５】
　したがって、接着性多孔質層に含まれるＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の質量比は、９
９．９：０．１～９０．０：１０．０が好ましく、９９．９：０．１～９５．０：５．０
がより好ましく、９９．８：０．２～９５．０：５．０が更に好ましく、９９．８：０．
２～９６．０：４．０が更に好ましく、９９．５：０．５～９６．０：４．０が更に好ま
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しく、９９．０：１．０～９６．０：４．０が更に好ましく、９９．０：１．０～９７．
０：３．０が更に好ましい。
【００８６】
　本開示のセパレータの一実施形態は、多孔質基材と、多孔質基材の片面又は両面に設け
られた、ＰＶＤＦ系樹脂及び層状粘土鉱物を含む接着性多孔質層と、を備え、接着性多孔
質層の重量が多孔質基材の片面において０．５ｇ／ｍ２～２．０ｇ／ｍ２であるセパレー
タである。該実施形態は、電極との接着に優れ且つハンドリング性に優れる。
【００８７】
［その他添加物］
　本開示においては、接着性多孔質層は、セパレータの滑り性や耐熱性を向上させる目的
で、無機物又は有機物からなるフィラーやその他添加物を含んでいてもよい。その場合、
本開示の効果を阻害しない程度の含有量や粒子サイズとすることが好ましい。
【００８８】
　フィラー含有量は、ＰＶＤＦ系樹脂及びフィラーの合計量に対して８０質量％未満であ
ることが好ましく、８０質量％未満であることにより、電極に対する接着性多孔質層の接
着性が向上し電池性能が向上する。上記の観点から、フィラー含有量は、ＰＶＤＦ系樹脂
及びフィラーの合計量に対して７０質量％以下がより好ましく、６５質量％以下が更に好
ましく、６０質量％以下が更に好ましい。接着性多孔質層にフィラーが含まれる場合、フ
ィラー含有量は、ＰＶＤＦ系樹脂及びフィラーの合計量に対して１０質量％以上が好まし
く、２０質量％以上がより好ましく、３０質量％以上が更に好ましい。
【００８９】
　フィラーの平均粒子径は、０．０１μｍ～１０μｍであることが好ましい。その下限値
としては０．１μｍ以上がより好ましく、上限値としては５μｍ以下がより好ましい。
【００９０】
　フィラーの粒度分布は、０．１μｍ＜ｄ９０－ｄ１０＜３μｍであることが好ましい。
ここで、ｄ１０は、小さな粒子側から起算した重量累積粒度分布において、累積１０％の
粒子径（μｍ）を表し、ｄ９０は、累積９０％の粒子径（μｍ）を表す。粒度分布の測定
は、例えば、レーザー回折式粒度分布測定装置（シスメックス社マスターサイザー２００
０）を用い、分散媒としては水を用い、分散剤として非イオン性界面活性剤Ｔｒｉｔｏｎ
　Ｘ－１００を微量用いる方法が挙げられる。
【００９１】
［無機フィラー］
　本開示における無機フィラーとしては、電解液に対して安定であり、且つ、電気化学的
に安定な無機フィラーが好ましい。
【００９２】
　無機フィラーとしては、例えば、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、水酸化カ
ルシウム、水酸化クロム、水酸化ジルコニウム、水酸化セリウム、水酸化ニッケル、水酸
化ホウ素等の金属水酸化物；シリカ、アルミナ、ジルコニア、酸化マグネシウム等の金属
酸化物；炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム等の炭酸塩；硫酸バリウム、硫酸カルシウム
等の硫酸塩；などの粒子が挙げられる。無機フィラーは、金属水酸化物粒子及び金属酸化
物粒子の少なくとも一種を含むことが好ましく、難燃性付与や除電効果の観点から、金属
水酸化物粒子の少なくとも一種を含むことがより好ましく、水酸化マグネシウム粒子を含
むことが更に好ましい。これらの無機フィラーは、１種を単独で使用しても２種以上を組
み合わせて使用してもよい。無機フィラーは、シランカップリング剤等により表面修飾さ
れたものでもよい。
【００９３】
　無機フィラーの粒子形状には制限はなく、球に近い形状でもよく、板状の形状でもよい
が、電池の短絡抑制の観点からは、板状の粒子や、凝集していない一次粒子であることが
好ましい。
【００９４】
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　接着性多孔質層に無機フィラー（好ましくは金属水酸化物粒子及び金属酸化物粒子から
選ばれる少なくとも一種、より好ましくは金属水酸化物粒子の少なくとも一種）が含まれ
る場合、無機フィラー含有量は、ＰＶＤＦ系樹脂及び無機フィラーの合計量に対して、１
０質量％以上が好ましく、２０質量％以上がより好ましく、３０質量％以上が更に好まし
く、８０質量％未満が好ましく、７０質量％以下がより好ましく、６５質量％以下が更に
好ましく、６０質量％以下が更に好ましい。
【００９５】
［有機フィラー］
　本開示における有機フィラーとしては、例えば、架橋ポリメタクリル酸メチル等の架橋
アクリル系樹脂、架橋ポリスチレンなどが挙げられ、架橋ポリメタクリル酸メチルが好ま
しい。
【００９６】
　本開示における接着性多孔質層は、界面活性剤等の分散剤、湿潤剤、消泡剤、ｐＨ調整
剤などの添加剤を含んでいてもよい。分散剤は、接着性多孔質層を形成するための塗工液
に、分散性、塗工性及び保存安定性を向上させる目的で添加される。湿潤剤、消泡剤、ｐ
Ｈ調整剤は、接着性多孔質層を形成するための塗工液に、例えば、多孔質基材とのなじみ
をよくする目的、塗工液へのエア噛み込みを抑制する目的、又はｐＨ調整の目的で添加さ
れる。
【００９７】
［接着性多孔質層の特性］
　本開示において接着性多孔質層の重量は、電池の負荷特性の観点から、多孔質基材の片
面において０．５ｇ／ｍ２～２．０ｇ／ｍ２であることが好ましい。前記重量が多孔質基
材の片面において０．５ｇ／ｍ２以上であると、セパレータと電極との接着が良好であり
、電池の負荷特性に優れる。一方、前記重量が多孔質基材の片面において２．０ｇ／ｍ２

以下であると、セパレータのイオン透過性に優れ、電池の負荷特性に優れる。
【００９８】
　上記の観点から、接着性多孔質層の重量は、多孔質基材の片面において、０．７５ｇ／
ｍ２～２．０ｇ／ｍ２であることがより好ましく、１．０ｇ／ｍ２～２．０ｇ／ｍ２であ
ることが更に好ましい。接着性多孔質層の重量は、多孔質基材の両面の合計としては１．
０ｇ／ｍ２～４．０ｇ／ｍ２であることが好ましく、１．５ｇ／ｍ２～４．０ｇ／ｍ２で
あることがより好ましく、２．０ｇ／ｍ２～４．０ｇ／ｍ２であることが更に好ましい。
【００９９】
　接着性多孔質層が多孔質基材の両面に設けられている場合、一方の面における接着性多
孔質層の重量と、他方の面における接着性多孔質層の重量との重量差は、両面合計の接着
性多孔質層の重量に対して２０質量％以下であることが好ましい。前記重量差が２０質量
％以下であると、セパレータがカールしにくいので、ハンドリング性がより向上する。
【０１００】
　接着性多孔質層の厚さは、多孔質基材の片面において、０．５μｍ～４μｍであること
が好ましい。前記厚さが０．５μｍ以上であると、電極に対する接着性が良好であり、電
池のサイクル特性が向上する観点から好ましい。この観点からは、接着性多孔質層の厚さ
は、多孔質基材の片面において、１μｍ以上であることがより好ましい。一方、前記厚さ
が４μｍ以下であると、セパレータのイオン透過性が良好であることにより電池の負荷特
性が優れ、また、セパレータの幅方向における熱膨張率を０％超１０％以下の範囲に制御
しやすい。これらの観点からは、接着性多孔質層の厚さは、多孔質基材の片面において、
３μｍ以下であることがより好ましく、２．５μｍ以下であることが更に好ましい。
【０１０１】
　本開示において接着性多孔質層は、イオン透過性の観点から十分に多孔化された構造で
あることが好ましい。具体的には、空孔率が３０％～８０％であることが好ましい。空孔
率が８０％以下であると、電極と接着させるプレス工程に耐え得る力学特性を確保でき、
また表面開口率が高くなり過ぎず、十分に強い接着を確保するのに適している。一方、空
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孔率が３０％以上であると、イオン透過性が良好になる観点から好ましい。本開示におけ
る接着性多孔質層の空孔率の求め方は、多孔質基材の空孔率の求め方と同様である。
【０１０２】
　接着性多孔質層は、平均孔径が１０ｎｍ～２００ｎｍであることが好ましい。平均孔径
が２００ｎｍ以下であると、孔の不均一性が抑えられ、接着点が均等に散在し、電極に対
する接着性がより向上する観点から好ましい。また、平均孔径が２００ｎｍ以下であると
、イオンの移動の均一性が高くサイクル特性及び負荷特性がより向上する観点から好まし
い。一方、平均孔径が１０ｎｍ以上であると、接着性多孔質層に電解液を含浸させたとき
、接着性多孔質層を構成する樹脂が膨潤して孔を閉塞しイオン透過性が阻害されることが
起きにくい。
【０１０３】
　本開示において、接着性多孔質層の平均孔径（ｎｍ）は、すべての孔が円柱状であると
仮定し、以下の式によって算出する。
　　　ｄ＝４Ｖ／Ｓ
　式中、ｄは接着性多孔質層の平均孔径（直径）、Ｖは接着性多孔質層１ｍ２当たりの空
孔体積、Ｓは接着性多孔質層１ｍ２当たりの空孔表面積を表す。
　接着性多孔質層１ｍ２当たりの空孔体積Ｖは、接着性多孔質層の空孔率から算出する。
接着性多孔質層１ｍ２当たりの空孔表面積Ｓは、以下の方法で求める。
　まず、多孔質基材の比表面積（ｍ２／ｇ）とセパレータの比表面積（ｍ２／ｇ）とを、
窒素ガス吸着法にＢＥＴ式を適用することにより、窒素ガス吸着量から算出する。これら
の比表面積（ｍ２／ｇ）にそれぞれの目付（ｇ／ｍ２）を乗算して、それぞれの１ｍ２当
たりの空孔表面積を算出する。そして、多孔質基材１ｍ２当たりの空孔表面積をセパレー
タ１ｍ２当たりの空孔表面積から減算して、接着性多孔質層１ｍ２当たりの空孔表面積Ｓ
を算出する。
【０１０４】
［非水系二次電池用セパレータの特性］
　本開示のセパレータの厚さは、電池のエネルギー密度及び出力特性の観点からは、３０
μｍ以下が好ましく、２５μｍ以下がより好ましい。本開示のセパレータの厚さは、機械
的強度の観点からは、５μｍ以上が好ましく、１０μｍ以上がより好ましい。
【０１０５】
　本開示のセパレータの突刺強度は、２５０ｇ～１０００ｇが好ましく、３００ｇ～６０
０ｇがより好ましい。セパレータの突刺強度の測定方法は、多孔質基材の突刺強度の測定
方法と同様である。
【０１０６】
　本開示のセパレータの空孔率は、電極との接着性、ハンドリング性、イオン透過性、及
び力学特性の観点から、３０％～６０％が好ましい。本開示におけるセパレータの空孔率
の求め方は、多孔質基材の空孔率の求め方と同様である。
【０１０７】
　本開示のセパレータのガーレ値（ＪＩＳ　Ｐ８１１７：２００９）は、機械強度と膜抵
抗のバランスがよい観点から、５０秒／１００ｃｃ～８００秒／１００ｃｃが好ましく、
５０秒／１００ｃｃ～４００秒／１００ｃｃがより好ましく、１００秒／１００ｃｃ～３
００秒／１００ｃｃが更に好ましい。
【０１０８】
　本開示のセパレータは、イオン透過性の観点から、セパレータ（多孔質基材上に接着性
多孔質層を形成した状態）のガーレ値から多孔質基材のガーレ値を減算した値が、９０秒
／１００ｃｃ以下であることが好ましく、８０秒／１００ｃｃ以下であることがより好ま
しく、７０秒／１００ｃｃ以下であることが更に好ましい。前記値が９０秒／１００ｃｃ
以下であることで、接着性多孔質層が緻密になり過ぎずイオン透過性が良好に保たれ、優
れた電池特性が得られる。前記値の下限は、特に制限はなく、０秒／１００ｃｃ以上であ
る。
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【０１０９】
　本開示において、接着性多孔質層と多孔質基材との間の剥離強度は、電極との接着性及
びイオン透過性の観点から、０．２０Ｎ／１２ｍｍ～１．２０Ｎ／１２ｍｍが好ましい。
前記剥離強度が０．２０Ｎ／１２ｍｍ以上であると、接着性多孔質層と多孔質基材との接
着に優れ、その結果、電極とセパレータとの接着性が良好となる。この観点から、前記剥
離強度は、０．２０Ｎ／１２ｍｍ以上が好ましく、０．２５Ｎ／１２ｍｍ以上がより好ま
しい。前記剥離強度が１．２０Ｎ／１２ｍｍ以下であると、セパレータのイオン透過性に
優れる。この観点から、前記剥離強度は、１．２０Ｎ／１２ｍｍ以下が好ましく、１．１
０Ｎ／１２ｍｍ以下がより好ましく、１．００Ｎ／１２ｍｍ以下が更に好ましく、０．５
０Ｎ／１２ｍｍ以下が更に好ましい。
【０１１０】
　本開示のセパレータの膜抵抗は、電池の負荷特性の観点から、１ｏｈｍ・ｃｍ２～１０
ｏｈｍ・ｃｍ２が好ましい。ここで膜抵抗とは、セパレータに電解液を含浸させたときの
抵抗値であり、交流法にて測定される。膜抵抗の値は電解液の種類、温度によって異なる
が、上記の値は電解液として１ｍｏｌ／Ｌ　ＬｉＢＦ４－プロピレンカーボネート：エチ
レンカーボネート（質量比１：１）を用い、２０℃にて測定した値である。
【０１１１】
　本開示のセパレータの曲路率は、イオン透過性の観点から、１．５～２．５が好ましい
。セパレータの曲路率は、下記の式により求める値である。
　　τ＝｛（Ｒ×ε／１００）／（ｒ×ｔ）｝１／２

　式中、τはセパレータの曲路率、Ｒは電解液を含浸させたときのセパレータの膜抵抗（
ｏｈｍ・ｃｍ２）、ｒは電解液の比抵抗（ｏｈｍ・ｃｍ）、εはセパレータの空孔率（％
）、ｔはセパレータの膜厚（ｃｍ）を表す。電解液としては、１ｍｏｌ／Ｌ　ＬｉＢＦ４

－プロピレンカーボネート：エチレンカーボネート（質量比１：１）を用いる。膜抵抗の
測定は、２０℃にて行う。
【０１１２】
　本開示のセパレータの帯電性は、ＪＩＳ Ｌ１０９４：１９９７に記載の半減期測定法
により確認できる。ただし、セパレータの使用環境はドライ環境であることから、その環
境を想定して帯電性を確認することが望ましい。本開示においては、露点－５０℃の環境
下で試料を１時間以上放置して調湿した後、露点－５０℃の環境下で測定された半減期を
帯電性の指標とする。良好なハンドリング性を確保するためには、このような方法で測定
された半減期は小さいほど好ましく、半減期が小さいほど帯電防止効果が高いことを意味
する。本開示では、接着多孔質層に層状粘土鉱物を含むことで飛躍的に帯電防止効果が向
上する。
【０１１３】
　本開示のセパレータに含まれる水分量（質量基準）は１０００ｐｐｍ以下が好ましい。
セパレータの水分量が少ないほど、電池を構成した場合に電解液と水との反応を抑えるこ
とができ、電池内でのガス発生を抑えることができ、電池のサイクル特性が向上する。こ
の観点から、セパレータに含まれる水分量（質量基準）は８００ｐｐｍ以下がより好まし
く、５００ｐｐｍ以下が更に好ましい。
【０１１４】
［非水系二次電池用セパレータの製造方法］
　本開示のセパレータは、例えば、少なくともＰＶＤＦ系樹脂を含む塗工液を多孔質基材
上に塗工し塗工層を形成し、次いで塗工層に含まれるＰＶＤＦ系樹脂を固化させることで
、接着性多孔質層を多孔質基材上に形成する方法で製造される。具体的には、接着性多孔
質層は、例えば、以下の湿式塗工法によって形成することができる。以下は、接着性多孔
質層に結晶形態制御剤を含む実施形態を例に説明する。
【０１１５】
　湿式塗工法は、（ｉ）ＰＶＤＦ系樹脂及び結晶形態制御剤（好ましくは層状粘土鉱物）
を溶媒に溶解又は分散させて塗工液を調製する塗工液調製工程、（ii）塗工液を多孔質基
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材の片面又は両面に塗工して塗工層を形成する塗工工程、（iii）塗工層を凝固液に接触
させてＰＶＤＦ系樹脂を固化させ、多孔質基材の片面又は両面にＰＶＤＦ系樹脂及び結晶
形態制御剤（好ましくは層状粘土鉱物）を含有する接着性多孔質層を備えた複合膜を得る
凝固工程、（iv）複合膜を水洗する水洗工程、及び（ｖ）複合膜から水を除去する乾燥工
程、を行って、多孔質基材上に接着性多孔質層を形成する製膜法である。本開示のセパレ
ータに好適な湿式塗工法の詳細は、以下のとおりである。
【０１１６】
（ｉ）塗工液調製工程
　塗工液調製工程は、ＰＶＤＦ系樹脂及び結晶形態制御剤（好ましくは層状粘土鉱物）を
含有する塗工液を調製する工程である。塗工液は、例えば、ＰＶＤＦ系樹脂を溶媒に溶か
し、さらに結晶形態制御剤（好ましくは層状粘土鉱物）を分散させて調製する。
【０１１７】
　塗工液の調製に用いる、ＰＶＤＦ系樹脂を溶かす溶媒（以下、「良溶媒」ともいう。）
としては、Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、ジメ
チルホルムアミド等の極性アミド溶媒が好適に用いられる。
【０１１８】
　良好な多孔構造を有する多孔質層を形成する観点から、相分離を誘発させる相分離剤を
良溶媒に混合することが好ましい。相分離剤としては、水、メタノール、エタノール、プ
ロピルアルコール、ブチルアルコール、ブタンジオール、エチレングリコール、プロピレ
ングリコール、トリプロピレングリコール等が挙げられる。相分離剤は、塗工に適切な粘
度が確保できる範囲で良溶媒と混合することが好ましい。
【０１１９】
　塗工液の調製に用いる溶媒としては、良好な多孔構造を形成する観点から、良溶媒を６
０質量％以上、相分離剤を４０質量％以下含む混合溶媒が好ましい。
【０１２０】
　塗工液における樹脂の濃度は、良好な多孔構造を形成する観点から、塗工液の質量に対
して１質量％～２０質量％であることが好ましい。
【０１２１】
　接着性多孔質層にフィラーやその他の成分を含有させる場合は、塗工液中にフィラーや
その他の成分を溶解又は分散させればよい。塗工液における層状粘土鉱物及びフィラーの
合計濃度は、塗工液の質量に対して０．０１質量％～２０質量％であることが好ましい。
【０１２２】
　塗工液は、界面活性剤等の分散剤、増粘剤、湿潤剤、消泡剤、ｐＨ調整剤等を含有して
いてもよい。これらの添加剤は、非水系二次電池の使用状況において電気化学的に安定で
電池内反応を阻害しないものであれば、残存するものであってもよい。
【０１２３】
（ii）塗工工程
　塗工工程は、多孔質基材の片面又は両面に、塗工液を塗工して塗工層を形成する工程で
ある。多孔質基材への塗工液の塗工は、マイヤーバー、ダイコーター、リバースロールコ
ーター、グラビアコーターなど従来の塗工手段を適用してよい。接着性多孔質層を多孔質
基材の両面に形成する場合、塗工液を両面同時に基材へ塗工することが生産性の観点から
好ましい。
【０１２４】
（iii）凝固工程
　凝固工程は、塗工層を凝固液に接触させて、相分離を誘発しつつＰＶＤＦ系樹脂を固化
させる工程である。凝固工程は、具体的には、塗工層を有する多孔質基材を凝固液に浸漬
させることが好ましく、凝固液の入った槽（凝固槽）を通過させることがより好ましい。
【０１２５】
　凝固液は、塗工液の調製に用いた良溶媒及び相分離剤と、水とから構成されるのが一般
的である。良溶媒と相分離剤の混合比は、塗工液の調製に用いた混合溶媒の混合比に合わ
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せるのが生産上好ましい。凝固液中の水の含有量は４０質量％～９０質量％であることが
、多孔構造の形成および生産性の観点から適切である。水の含有量を制御することで相分
離速度を調節することができ、接着性多孔質層におけるＰＶＤＦ系樹脂の結晶構造を制御
することができる。凝固液の温度は例えば２０℃～５０℃である。
【０１２６】
（iv）水洗工程
　水洗工程は、複合膜に含まれている溶媒（塗工液を構成する溶媒、及び、凝固液を構成
する溶媒）を除去する目的で行われる工程である。水洗工程は、具体的には、複合膜を水
浴の中を搬送することによって行うことが好ましい。水洗用の水の温度は、例えば０℃～
７０℃である。
【０１２７】
（ｖ）乾燥工程
　乾燥工程は、水洗工程の後、複合膜から水を除去する工程である。乾燥方法は、限定は
なく、例えば、複合膜を発熱部材に接触させる方法；温度及び湿度を調整したチャンバー
内に複合膜を搬送する方法；複合膜に熱風をあてる方法；などが挙げられる。
【０１２８】
　接着性多孔質層は、上述した湿式塗工法以外にも、乾式塗工法でも製造し得る。乾式塗
工法とは、少なくともＰＶＤＦ系樹脂を含有する塗工液を多孔質基材に塗工し、この塗工
層を乾燥させて溶媒を揮発除去することにより接着性多孔層を得る方法である。ただし、
乾式塗工法は湿式塗工法と比べて多孔層が緻密になりやすいので、良好な多孔構造を得ら
れる観点から湿式塗工法の方が好ましい。
【０１２９】
　接着性多孔質層のβ晶由来ピークの面積強度割合及び吸熱ピークの半値幅を制御する目
的で、（iv）水洗工程又は（ｖ）乾燥工程の前後に延伸工程を設けてもよい。延伸温度は
２０℃～１３０℃が好ましく、延伸倍率は１．０１倍～１．１０倍が好ましい。
【０１３０】
＜非水系二次電池＞
　本開示の非水系二次電池は、リチウムのドープ・脱ドープにより起電力を得る非水系二
次電池であり、正極と、負極と、本開示の非水系二次電池用セパレータとを備える。ドー
プとは、吸蔵、担持、吸着、又は挿入を意味し、正極等の電極の活物質にリチウムイオン
が入る現象を意味する。
【０１３１】
　本開示の非水系二次電池は、例えば、負極と正極とがセパレータを介して対向した電池
素子が電解液と共に外装材内に封入された構造を有する。本開示の非水系二次電池は、非
水電解質二次電池、特にリチウムイオン二次電池に好適である。
【０１３２】
　本開示の非水系二次電池の一実施形態は、ＰＶＤＦ系樹脂及び層状粘土鉱物を含む接着
性多孔質層を備えたセパレータを備える。該実施形態の非水系二次電池は、セパレータの
接着性多孔質層が、ＰＶＤＦ系樹脂を含むことにより電極との接着に優れ且つ層状粘土鉱
物を含むことにより帯電しにくいため、電池の内部抵抗の低減が図られており、電池出力
に優れる。
【０１３３】
　本開示の非水系二次電池の一実施形態は、多孔質基材と、多孔質基材の片面又は両面に
設けられた、ＰＶＤＦ系樹脂及び層状粘土鉱物を含む接着性多孔質層と、を備え、接着性
多孔質層の重量が多孔質基材の片面において０．５ｇ／ｍ２～２．０ｇ／ｍ２であるセパ
レータを備える。該実施形態の非水系二次電池は、電極とセパレータとの接着性が優れる
結果、充放電における電池内反応が均一化され、負荷特性に優れる。
【０１３４】
　以下、本開示の非水系二次電池が備える正極、負極、電解液及び外装材の態様例を説明
する。
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【０１３５】
　正極は、正極活物質及びバインダ樹脂を含む活物質層が集電体上に成形された構造とし
てよい。活物質層は、さらに導電助剤を含んでもよい。正極活物質としては、例えばリチ
ウム含有遷移金属酸化物等が挙げられ、具体的にはＬｉＣｏＯ２、ＬｉＮｉＯ２、ＬｉＭ
ｎ１／２Ｎｉ１／２Ｏ２、ＬｉＣｏ１／３Ｍｎ１／３Ｎｉ１／３Ｏ２、ＬｉＭｎ２Ｏ４、
ＬｉＦｅＰＯ４、ＬｉＣｏ１／２Ｎｉ１／２Ｏ２、ＬｉＡｌ１／４Ｎｉ３／４Ｏ２等が挙
げられる。バインダ樹脂としては、例えばＰＶＤＦ系樹脂などが挙げられる。導電助剤と
しては、例えばアセチレンブラック、ケッチェンブラック、黒鉛粉末等の炭素材料が挙げ
られる。集電体としては、例えば厚さ５μｍ～２０μｍの、アルミ箔、チタン箔、ステン
レス箔等が挙げられる。
【０１３６】
　本開示のセパレータの一実施形態によれば、接着性多孔質層が耐酸化性に優れるため、
接着性多孔質層を非水系二次電池の正極側に配置することで、正極活物質として、４．２
Ｖ以上の高電圧で作動可能なＬｉＭｎ１／２Ｎｉ１／２Ｏ２、ＬｉＣｏ１／３Ｍｎ１／３

Ｎｉ１／３Ｏ２等を適用しやすい。
【０１３７】
　負極は、負極活物質及びバインダ樹脂を含む活物質層が集電体上に成形された構造とし
てよい。活物質層は、さらに導電助剤を含んでもよい。負極活物質としては、リチウムを
電気化学的に吸蔵し得る材料が挙げられ、具体的には例えば、炭素材料；ケイ素、スズ、
アルミニウム等とリチウムとの合金；などが挙げられる。バインダ樹脂としては、例えば
ＰＶＤＦ系樹脂、スチレン－ブタジエン共重合体などが挙げられる。導電助剤としては、
例えばアセチレンブラック、ケッチェンブラック、黒鉛粉末等の炭素材料が挙げられる。
集電体としては、例えば厚さ５μｍ～２０μｍの、銅箔、ニッケル箔、ステンレス箔等が
挙げられる。また、上記の負極に代えて、金属リチウム箔を負極として用いてもよい。
【０１３８】
　電解液は、リチウム塩を非水系溶媒に溶解した溶液である。リチウム塩としては、例え
ばＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＣｌＯ４等が挙げられる。非水系溶媒としては、例えば
エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、フルオロエチレンカーボネート、ジフ
ルオロエチレンカーボネート、ビニレンカーボネート等の環状カーボネート；ジメチルカ
ーボネート、ジエチルカーボネート、エチルメチルカーボネート、及びそのフッ素置換体
等の鎖状カーボネート；γ－ブチロラクトン、γ－バレロラクトン等の環状エステル；な
どが挙げられ、これらは単独で用いても混合して用いてもよい。電解液としては、環状カ
ーボネートと鎖状カーボネートとを質量比（環状カーボネート：鎖状カーボネート）２０
：８０～４０：６０で混合し、リチウム塩を０．５ｍｏｌ／Ｌ～１．５ｍｏｌ／Ｌ溶解し
たものが好適である。
【０１３９】
　外装材としては、金属缶やアルミラミネートフィルム製パック等が挙げられる。電池の
形状は角型、円筒型、コイン型等があるが、本開示のセパレータはいずれの形状にも好適
である。
【０１４０】
　本開示の非水系二次電池の製造方法としては、セパレータに電解液を含浸させて熱プレ
ス処理（本明細書において「ウェットヒートプレス」という。）を行って電極に接着させ
ることを含む製造方法；セパレータに電解液を含浸させずに熱プレス処理（本明細書にお
いて「ドライヒートプレス」という。）を行って電極に接着させることを含む製造方法；
が挙げられる。
【０１４１】
　本開示の非水系二次電池は、正極と負極との間に本開示のセパレータを配置した積層体
を製造した後、この積層体を用いて、例えば下記の１）～３）の製造方法により製造でき
る。
【０１４２】
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製造方法１）積層体に熱プレス（ドライヒートプレス）して電極とセパレータとを接着し
た後、外装材（例えばアルミラミネートフィルム製パック。以下同じ）に収容し、そこに
電解液を注入し、外装材の上からさらに積層体を熱プレス（ウェットヒートプレス）し、
電極とセパレータとの接着と、外装材の封止とを行う。
【０１４３】
製造方法２）積層体を外装材に収容し、そこに電解液を注入し、外装材の上から積層体を
熱プレス（ウェットヒートプレス）し、電極とセパレータとの接着と、外装材の封止とを
行う。
【０１４４】
製造方法３）積層体に熱プレス（ドライヒートプレス）して電極とセパレータとを接着し
た後、外装材に収容し、そこに電解液を注入し、外装材の封止を行う。
【０１４５】
　積層体を製造する際において、正極と負極との間にセパレータを配置する方式は、正極
、セパレータ、負極をこの順に少なくとも１層ずつ積層する方式（所謂スタック方式）で
もよく、正極、セパレータ、負極、セパレータをこの順に重ね、長さ方向に捲き回す方式
でもよい。
【０１４６】
　上記１）～３）の製造方法における熱プレスの条件としては、ドライヒートプレス及び
ウェットヒートプレスそれぞれ、プレス圧は０．１ＭＰａ～２０ＭＰａが好ましく、温度
は６０℃～１３０℃（好ましくは７０℃～１１０℃）が好ましい。
【０１４７】
　本開示のセパレータは、最外層に接着性多孔質層を有することにより、電極と重ねるこ
とによって接着することが可能である。そのため、電池の製造過程において、プレスを施
すことは必須ではないが、電極とセパレータとの接着を強める観点からは、プレスを施す
ことが好ましい。さらに電極とセパレータとの接着を強める観点からは、プレスは、加熱
しながら加圧（熱プレス）する方法が好ましい。
【実施例】
【０１４８】
　以下に実施例を挙げて、本開示のセパレータ及び非水系二次電池をさらに具体的に説明
する。以下の実施例に示す材料、使用量、割合、処理手順等は、本開示の趣旨を逸脱しな
い限り適宜変更することができる。したがって、本開示のセパレータ及び非水系二次電池
の範囲は、以下に示す具体例により限定的に解釈されるべきものではない。
【０１４９】
＜測定方法、評価方法＞
　実施例及び比較例で適用した測定方法及び評価方法は、以下のとおりである。
【０１５０】
［樹脂の重量平均分子量］
　樹脂の重量平均分子量は、ゲル浸透クロマトグラフィー分析装置（日本分光社ＧＰＣ－
９００）を用い、カラムに東ソー社ＴＳＫｇｅｌ　ＳＵＰＥＲ ＡＷＭ－Ｈを２本用い、
溶媒にＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミドを使用し、温度４０℃、流量１０ｍｌ／ｍｉｎの条
件で、ポリスチレン換算の分子量として測定した。
【０１５１】
［膜厚］
　多孔質基材及びセパレータの膜厚（μｍ）は、接触式の厚み計（ミツトヨ社ＬＩＴＥＭ
ＡＴＩＣ）にて２０点を測定し、これを平均することで求めた。測定端子は直径５ｍｍの
円柱状の端子を用い、測定中に７ｇの荷重が印加されるように調整した。
【０１５２】
［接着性多孔質層の重量］
　接着性多孔質層の重量（ｇ／ｍ２）は、セパレータの目付から多孔質基材の目付を減算
することにより、両面の合計の重量を求めた。目付（１ｍ２当たりの重量）は、セパレー
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タ乃至多孔質基材を１０ｃｍ×３０ｃｍに切り出して重量を測定し、重量を面積で除する
ことで求めた。
【０１５３】
［ＰＶＤＦ系樹脂のβ晶由来ピークの面積強度割合］
　セパレータから接着性多孔質層を剥離し、粉末状の試料１００ｍｇを得て、下記のとお
りＸ線回折測定を実施した。
・測定装置：試料水平型強力Ｘ線回折測定装置、リガク社ＲＩＮＴ－ＴＴＲ III
・Ｘ線源：Ｃｕ－Ｋα（λ＝１．５４１８Å）、回転対陰極、出力５０ｋＶ×３００ｍＡ
（１５ｋＷ）
・平行ビーム光学系：発散スリット（ＤＳ）１ｍｍ、発散縦制限スリット（ＨＳ）１０ｍ
ｍ、散乱スリット（ＳＳ）開放、受光スリット（ＲＳ）開放。粉末回折用の長尺スリット
を使用。
・測定条件：２θ／θ走査、走査角（２θ）１８°～２３°、ステップスキャン測定（Ｆ
Ｔ測定）、ステップ幅０．０１°、４秒走査。Ｓｉ無反射板を使用。
【０１５４】
　Ｘ線回折測定の結果を、粉末Ｘ線回折パターン解析ソフトウェア（リガク社ＪＡＤＥ６
．５）を使用し解析した。ポリフッ化ビニリデン（即ち、フッ化ビニリデンの単独重合体
）のα晶のピーク位置（２θ＝２０°）及びβ晶のピーク位置（２θ＝２０．７°）に基
き、ピークの分離及び帰属の決定を行った。α晶由来ピークの面積強度（２θ＝２０°付
近に存在する（０２０）面のピークの面積強度）と、β晶由来ピークの面積強度（２θ＝
２０．７°付近に存在する（１１０）面のピーク及び（２００）面のピークの合計面積強
度）から、下記の式に従ってβ晶由来ピークの面積強度割合を求めた。
【０１５５】
β晶由来ピークの面積強度割合［％］＝β晶由来ピークの面積強度÷（α晶由来ピークの
面積強度＋β晶由来ピークの面積強度）×１００
【０１５６】
［接着性多孔質層の吸熱ピークの半値幅］
　セパレータから接着性多孔質層を剥離し、粉末状の試料５ｍｇを得た。示差走査熱量計
（ＴＡインスツルメンツ・ジャパン社Ｑ２０）により、基準物質としてアルミナ粉末を用
いて、窒素雰囲気下、昇温速度１０℃／ｍｉｎの条件で測定を行い、ＤＳＣ曲線を得た。
該ＤＳＣ曲線から、吸熱ピークの半値幅を求めた。
【０１５７】
［多孔質基材と接着性多孔質層との間の剥離強度］
　セパレータの一方の接着性多孔質層表面に幅１２ｍｍ、長さ１５ｃｍの粘着テープ（Ｓ
ｃｏｔｃｈ社、品番５５０Ｒ－１２）を貼り、セパレータを粘着テープの幅及び長さに合
わせてカットし測定サンプルとした。粘着テープをセパレータに貼る際、長さ方向をセパ
レータのＭＤ方向に一致させた。なお、粘着テープは、一方の接着性多孔質層を剥がすた
めの支持体として用いたものである。測定サンプルを、温度２３±１℃、相対湿度５０±
５％の雰囲気中に２４時間以上放置し、同じ雰囲気中で以下の測定を行った。
【０１５８】
　粘着テープを直下の接着性多孔質層と共に１０ｃｍ程度剥がし、粘着テープ及び接着性
多孔質層の積層体（１）と、多孔質基材及びもう一方の接着性多孔質層の積層体（２）と
に１０ｃｍ程度分離した。積層体（１）の端部をテンシロン（オリエンテック社ＲＴＣ－
１２１０Ａ）の上部チャックに固定し、積層体（２）の端部をテンシロンの下部チャック
に固定した。測定サンプルを重力方向につるして、引張角度（測定サンプルに対する積層
体（１）の角度）が１８０°になるようにした。引張速度２０ｍｍ／ｍｉｎで積層体（１
）を引っ張り、多孔質基材から積層体（１）が剥離する際の荷重を測定した。測定開始１
０ｍｍから４０ｍｍまでの荷重を０．４ｍｍ間隔で採取し、その平均を剥離強度（Ｎ／１
２ｍｍ）とした。
【０１５９】
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［帯電性（帯電減衰半減期）］
　ＪＩＳ Ｌ１０９４：１９９７に記載の半減期測定法にて、帯電電荷減衰度測定装置（
シシド静電気社オネストメーターアナライザーＶ１）を用いて、セパレータの帯電減衰半
減期（秒）を測定した。測定は、試料を露点－５０℃のドライルーム内に１日放置して調
湿し、放置後の試料に対して露点－５０℃のドライルーム内で行った。
【０１６０】
［ガーレ値］
　多孔質基材及びセパレータのガーレ値（秒／１００ｃｃ）は、ＪＩＳ　Ｐ８１１７：２
００９に従い、ガーレ式デンソメータ（東洋精機社Ｇ－Ｂ２Ｃ）を用いて測定した。セパ
レータのガーレ値から多孔質基材のガーレ値を減算した値を「Δガーレ値」として表２に
示す。
【０１６１】
［電極とセパレータの剥離強度（１）］
　正極活物質であるコバルト酸リチウム粉末８９．５ｇ、導電助剤であるアセチレンブラ
ック４．５ｇ、及びバインダであるポリフッ化ビニリデン６ｇを、ポリフッ化ビニリデン
の濃度が６質量％となるようにＮ－メチル－ピロリドンに溶解し、双腕式混合機にて攪拌
し、正極用スラリーを作製した。この正極用スラリーを厚さ２０μｍのアルミ箔の片面に
塗布し、乾燥後プレスして、正極活物質層を有する正極を得た。
【０１６２】
　上記で得た正極（片面塗工）とアルミ箔（厚さ２０μｍ）をそれぞれ幅１．５ｃｍ、長
さ７ｃｍにカットし、以下の実施例及び比較例で得た各セパレータを幅１．８ｃｍ、長さ
７．５ｃｍにカットした。正極－セパレータ－アルミ箔の順に積層して積層体を作製した
。該積層体に電解液（１ｍｏｌ／Ｌ　ＬｉＢＦ４－エチレンカーボネート：プロピレンカ
ーボネート［質量比１：１］）を浸み込ませて、アルミラミネートフィルム製のパック中
に収容した。次いで、真空シーラーを用いてパック内を真空状態にし、熱プレス機を用い
てパックごと積層体を熱プレスして、正極とセパレータとの接着を行った。熱プレスの条
件は、下記のとおりとした。
・荷重：１ＭＰａ。
・熱プレス温度：７０℃から１３０℃に亘り５℃きざみで変化させた。
・熱プレス時間：２分間。
【０１６３】
　熱プレス後、パックを開封し積層体を取り出し、積層体からアルミ箔を取り除いたもの
を測定サンプルとした。測定サンプルの正極の無塗工面を金属板に両面テープで固定し、
金属板をテンシロン（エー・アンド・デイ社ＳＴＢ－１２２５Ｓ）の下部チャックに固定
した。この際、測定サンプルの長さ方向が重力方向になるように、金属板をテンシロンに
固定した。セパレータを下部の端から２ｃｍ程度正極から剥がして、その端部を上部チャ
ックに固定し、引張角度（測定サンプルに対するセパレータの角度）が１８０°になるよ
うにした。引張速度２０ｍｍ／ｍｉｎでセパレータを引っ張り、正極からセパレータが剥
離する際の荷重を測定した。測定開始１０ｍｍから４０ｍｍまでの荷重を０．４ｍｍ間隔
で採取し、平均を算出し、電極とセパレータの剥離強度（Ｎ／１５ｍｍ）とした。
【０１６４】
　図１に示すように、縦軸が電極とセパレータの剥離強度、横軸が熱プレス温度であるグ
ラフ上に測定値をプロットし、隣り合うプロット同士を直線で結び、剥離強度が０．２Ｎ
／１５ｍｍ以上である温度範囲の下限値、上限値、及び下限値と上限値との差（温度幅）
を求めた。剥離強度（１）に関して、剥離強度が０．２Ｎ／１５ｍｍ以上である熱プレス
温度の範囲を「ウェット接着温度範囲」という。
【０１６５】
［電極とセパレータの剥離強度（２）］
　前記［電極とセパレータの剥離強度（１）］における正極作製と同様にして正極を作製
した。正極（片面塗工）とアルミ箔（厚さ２０μｍ）をそれぞれ幅１．５ｃｍ、長さ７ｃ
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ｍにカットし、以下の実施例及び比較例で得た各セパレータを幅１．８ｃｍ、長さ７．５
ｃｍにカットした。正極－セパレータ－アルミ箔の順に積層して積層体を作製し、該積層
体をアルミラミネートフィルム製のパック中に収容した。次いで、真空シーラーを用いて
パック内を真空状態にし、熱プレス機を用いてパックごと積層体を熱プレスして、正極と
セパレータとの接着を行った。熱プレスの条件は、下記のとおりとした。
・荷重：１ＭＰａ。
・熱プレス温度：７０℃から１３０℃に亘り５℃きざみで変化させた。
・熱プレス時間：２分間。
【０１６６】
　熱プレス後、パックを開封し積層体を取り出し、積層体からアルミ箔を取り除いたもの
を測定サンプルとした。この測定試料を用い、前記［電極とセパレータの剥離強度（１）
］の測定と同じ方法で、電極とセパレータの剥離強度（Ｎ／１５ｍｍ）を測定した。そし
て、図１に示すように、縦軸が電極とセパレータの剥離強度、横軸が熱プレス温度である
グラフ上に測定値をプロットし、隣り合うプロット同士を直線で結び、剥離強度が０．０
２Ｎ／１５ｍｍ以上である温度範囲の下限値、上限値、及び下限値と上限値との差（温度
幅）を求めた。剥離強度（２）に関して、剥離強度が０．０２Ｎ／１５ｍｍ以上である熱
プレス温度の範囲を「ドライ接着温度範囲」という。
【０１６７】
［電池の製造歩留まり］
－正極の作製－
　前記［電極とセパレータの剥離強度（１）］における正極作製と同様にして正極を作製
した。
【０１６８】
－負極の作製－
　負極活物質である人造黒鉛３００ｇ、バインダであるスチレン－ブタジエン共重合体の
変性体を４０質量％含む水溶性分散液７．５ｇ、増粘剤であるカルボキシメチルセルロー
ス３ｇ、及び適量の水を双腕式混合機にて攪拌し、負極用スラリーを作製した。この負極
用スラリーを負極集電体である厚さ１０μｍの銅箔に塗布し、乾燥後プレスして、負極活
物質層を有する負極を得た。
【０１６９】
－電池の作製－
　以下の実施例及び比較例で得た各セパレータ（幅１０８ｍｍ）を２枚用意して重ね、Ｍ
Ｄ方向の一端をステンレス製の巻芯に巻きつけた。２枚のセパレータの間にリードタブを
溶接した正極（幅１０６．５ｍｍ）をはさみ、一方のセパレータ上にリードタブを溶接し
た負極（幅１０７ｍｍ）を配置し、この積層体を巻回して、巻回電極体を連続的に６０個
作製した。得られた巻回電極体を、アルミラミネートフィルム製パック中に収容し電解液
（１ｍｏｌ／Ｌ　ＬｉＰＦ６－エチレンカーボネート：エチルメチルカーボネート［質量
比３：７］）を浸み込ませ、真空シーラーを用いて封入した。次いで、巻回電極体及び電
解液を収容したアルミラミネートフィルム製パックに対して、熱プレス機により熱プレス
を行い、電池を得た。熱プレスの条件は、下記のとおりとした。
・荷重：１ＭＰａ。
・熱プレス温度：表２に示す３通りの温度。温度ごとに２０個ずつ作製した。
・熱プレス時間：２分間。
【０１７０】
－試験－
　電池に対して１００サイクルの充放電を行った。この試験において、充電は０．５Ｃ且
つ４．２Ｖの定電流定電圧充電とし、放電は０．５Ｃ且つ２．７５Ｖカットオフの定電流
放電とした。１００サイクルの充放電後、電池を解体し、負極上に析出しているリチウム
デンドライトを観察した。リチウムデンドライトが観察されない場合を合格と判断し、リ
チウムデンドライトが観察された場合を不合格と判断した。そして、合格した電池の個数
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割合（％）を算出し、下記のとおり分類した。
Ａ：合格した個数割合が１００％である。
Ｂ：合格した個数割合が９５％以上１００％未満である。
Ｃ：合格した個数割合が９５％未満である。
【０１７１】
［電極とセパレータの剥離強度（３）］
　前記［電極とセパレータの剥離強度（１）］における正極作製と同様にして正極を作製
した。正極（片面塗工）とアルミ箔（厚さ２０μｍ）をそれぞれ幅１．５ｃｍ、長さ７ｃ
ｍにカットし、以下の実施例及び比較例で得た各セパレータを幅１．８ｃｍ、長さ７．５
ｃｍにカットした。正極－セパレータ－アルミ箔の順に積層して積層体を作製した。該積
層体に電解液（１ｍｏｌ／Ｌ　ＬｉＢＦ４－エチレンカーボネート：プロピレンカーボネ
ート［質量比１：１］）を浸み込ませて、アルミラミネートフィルム製のパック中に収容
した。次いで、真空シーラーを用いてパック内を真空状態にし、熱プレス機を用いてパッ
クごと積層体を熱プレスして、正極とセパレータとの接着を行った。熱プレスの条件は、
下記のとおりとした。
・荷重：１ＭＰａ。
・熱プレス温度：表２に示す温度。
・熱プレス時間：２分間。
【０１７２】
　熱プレス後、パックを開封し積層体を取り出し、積層体からアルミ箔を取り除いたもの
を測定サンプルとした。この測定試料を用い、前記［電極とセパレータの剥離強度（１）
］の測定と同じ方法で、電極とセパレータの剥離強度（Ｎ／１５ｍｍ）を測定した。
【０１７３】
［電池の負荷特性］
－正極の作製－
　前記［電極とセパレータの剥離強度（１）］における正極作製と同様にして正極を作製
した。
【０１７４】
－負極の作製－
　前記［電池の製造歩留まり］における負極作製と同様にして負極を作製した。
【０１７５】
－電池の作製－
　正極と負極にリードタブを溶接し、正極、以下の実施例及び比較例で得た各セパレータ
、負極の順に積層し、積層体を作製した。アルミラミネートフィルム製のパック中に、前
記積層体を挿入し、さらに電解液（１ｍｏｌ／Ｌ　ＬｉＰＦ６－エチレンカーボネート：
エチルメチルカーボネート［質量比３：７］）を注入し、積層体に電解液を浸み込ませた
。次いで、真空シーラーを用いて前記パック内を真空状態にして仮封止し、前記パックご
と前記積層体の積層方向に熱プレス機を用いて熱プレスを行い、これにより、電極とセパ
レータとの接着と、パックの封止とを行った。熱プレスの条件は、下記のとおりとした。
・荷重：電極１ｃｍ２当たり１０ｋｇ。
・熱プレス温度：表２に示す［剥離強度（３）］における熱プレス温度と同じ。
・熱プレス時間：２分間。
【０１７６】
－試験－
　２５℃の環境下、電池に充放電を行い、０．２Ｃで放電した際の放電容量と、２Ｃで放
電した際の放電容量とを測定し、後者を前者で除して得られた値（％）を負荷特性とした
。充電条件は０．２Ｃ、４．２Ｖの定電流定電圧充電８時間とし、放電条件は２．７５Ｖ
カットオフの定電流放電とした。
【０１７７】
＜セパレータの作製＞
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［実施例１］
　溶媒にＰＶＤＦ系樹脂及び層状粘土鉱物を溶解又は分散して塗工液を調製した。塗工液
を多孔質基材の両面に等量塗工し、凝固液に浸漬して固化させ複合膜を得た。次いで、複
合膜を水洗及び乾燥して、多孔質基材の両面に接着性多孔質層が形成されたセパレータを
得た。材料の詳細は下記のとおりである。
【０１７８】
・溶媒：ジメチルアセトアミドとトリプロピレングリコールの混合液、混合比（質量比）
８０：２０。
・ＰＶＤＦ系樹脂：フッ化ビニリデン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体、重量平均分
子量１１３万、ヘキサフルオロプロピレン含有量２．４モル％。
・層状粘土鉱物：ルーセンタイトＳＥＮ（片倉コープアグリ社）、有機オニウムイオン変
性ヘクトライト、アスペクト比３０。
・塗工液：ＰＶＤＦ系樹脂の濃度が５．０質量％、ＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の含有
量比（質量比）９９：１。
・多孔質基材：ポリエチレン微多孔膜、膜厚９μｍ、空孔率４０％、ガーレ値１５２秒／
１００ｃｃ。
・凝固液：ジメチルアセトアミドとトリプロピレングリコールと水の混合液、混合比（質
量比）３０：８：６２、温度４０℃。
【０１７９】
［実施例２］
　塗工液に含まれるＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の含有量比を９８：２に変更した以外
は実施例１と同様にして、ポリエチレン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成されたセ
パレータを得た。
【０１８０】
［実施例３］
　塗工液に含まれるＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の含有量比を９５：５に変更した以外
は実施例１と同様にして、ポリエチレン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成されたセ
パレータを得た。
【０１８１】
［比較例７］
　溶媒にＰＶＤＦ系樹脂を溶解して塗工液を調製した。塗工液を多孔質基材の両面に等量
塗工し、６０℃で１２分間乾燥した後、凝固液に浸漬して固化させ複合膜を得た。次いで
、複合膜を水洗及び乾燥して、多孔質基材の両面に接着性多孔質層が形成されたセパレー
タを得た。材料の詳細は下記のとおりである。
【０１８２】
・溶媒：ジメチルアセトアミドとトリプロピレングリコールの混合液、混合比（質量比）
８０：２０。
・ＰＶＤＦ系樹脂：フッ化ビニリデン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体、重量平均分
子量１１３万、ヘキサフルオロプロピレン含有量２．４モル％。
・塗工液：ＰＶＤＦ系樹脂の濃度が５．０質量％。
・多孔質基材：ポリエチレン微多孔膜、膜厚９μｍ、空孔率４０％、ガーレ値１５２秒／
１００ｃｃ。
・凝固液：ジメチルアセトアミドとトリプロピレングリコールと水の混合液、混合比（質
量比）３０：８：６２、温度４０℃。
【０１８３】
［比較例１］
　層状粘土鉱物を添加せずに塗工液を作製した以外は実施例１と同様にして、ポリエチレ
ン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成されたセパレータを得た。
【０１８４】
［実施例５］
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　溶媒にＰＶＤＦ系樹脂及び層状粘土鉱物を溶解又は分散して塗工液を調製した。塗工液
を多孔質基材の両面に等量塗工し、凝固液に浸漬して固化させ複合膜を得た。次いで、複
合膜を水洗及び乾燥して、多孔質基材の両面に接着性多孔質層が形成されたセパレータを
得た。材料の詳細は下記のとおりである。
【０１８５】
・溶媒：ジメチルアセトアミドとトリプロピレングリコールの混合液、混合比（質量比）
８０：２０。
・ＰＶＤＦ系樹脂：フッ化ビニリデン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体、重量平均分
子量１１３万、ヘキサフルオロプロピレン含有量２．４モル％。
・層状粘土鉱物：ルーセンタイトＳＴＮ（片倉コープアグリ社）、有機オニウムイオン変
性ヘクトライト、アスペクト比３０。
・塗工液：ＰＶＤＦ系樹脂の濃度が３．８質量％、ＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の含有
量比（質量比）９９：１。
・多孔質基材：ポリエチレン微多孔膜、膜厚９μｍ、空孔率４０％、ガーレ値１５２秒／
１００ｃｃ。
・凝固液：ジメチルアセトアミドとトリプロピレングリコールと水の混合液、混合比（質
量比）３０：８：６２、温度４０℃。
【０１８６】
［実施例６］
　塗工液に含まれるＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の含有量比を９８：２に変更した以外
は実施例５と同様にして、ポリエチレン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成されたセ
パレータを作製した。
【０１８７】
［実施例７］
　塗工液に含まれるＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の含有量比を９６：４に変更した以外
は実施例５と同様にして、ポリエチレン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成されたセ
パレータを作製した。
【０１８８】
［比較例２］
　層状粘土鉱物を添加せずに塗工液を作製した以外は実施例５と同様にして、ポリエチレ
ン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成されたセパレータを作製した。剥離強度（１）
は基準値以上にならなかった。剥離強度（１）の最高値を表２に示す。
【０１８９】
［実施例８］
　溶媒にＰＶＤＦ系樹脂及び層状粘土鉱物を溶解又は分散して塗工液を調製した。塗工液
を多孔質基材の両面に等量塗工し、凝固液に浸漬して固化させ複合膜を得た。次いで、複
合膜を水洗及び乾燥して、多孔質基材の両面に接着性多孔質層が形成されたセパレータを
得た。材料の詳細は下記のとおりである。
【０１９０】
・溶媒：ジメチルアセトアミドとトリプロピレングリコールの混合液、混合比（質量比）
８０：２０。
・ＰＶＤＦ系樹脂：フッ化ビニリデン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体、重量平均分
子量１９３万、ヘキサフルオロプロピレン含有量１．１モル％。
・層状粘土鉱物：ルーセンタイトＳＥＮ（片倉コープアグリ社）、有機オニウムイオン変
性ヘクトライト、アスペクト比３０。
・塗工液：ＰＶＤＦ系樹脂の濃度が３．８質量％、ＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の含有
量比（質量比）９９：１。
・多孔質基材：ポリエチレン微多孔膜、膜厚９μｍ、空孔率４０％、ガーレ値１５２秒／
１００ｃｃ。
・凝固液：ジメチルアセトアミドとトリプロピレングリコールと水の混合液、混合比（質
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量比）３０：８：６２、温度４０℃。
【０１９１】
［実施例９］
　塗工液に含まれるＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の含有量比を９８：２に変更した以外
は実施例８と同様にして、ポリエチレン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成されたセ
パレータを得た。
【０１９２】
［実施例１０］
　塗工液に含まれるＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の含有量比を９６：４に変更した以外
は実施例８と同様にして、ポリエチレン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成されたセ
パレータを作製した。
【０１９３】
［実施例１１］
　塗工液に含まれるＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の含有量比を９４：６に変更した以外
は実施例８と同様にして、ポリエチレン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成されたセ
パレータを作製した。
【０１９４】
［実施例１２］
　塗工液に含まれるＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の含有量比を９２：８に変更した以外
は実施例８と同様にして、ポリエチレン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成されたセ
パレータを作製した。
【０１９５】
［比較例８］
　塗工量を変更した以外は実施例８と同様にして、ポリエチレン微多孔膜の両面に接着性
多孔質層が形成されたセパレータを作製した。
【０１９６】
［比較例９］
　塗工量を変更した以外は実施例８と同様にして、ポリエチレン微多孔膜の両面に接着性
多孔質層が形成されたセパレータを作製した。剥離強度（１）及び剥離強度（２）共に基
準値以上にならなかった。剥離強度（１）及び剥離強度（２）の最高値を表２に示す。
【０１９７】
［実施例１５］
　層状粘土鉱物をルーセンタイトＳＴＮ（片倉コープアグリ社、有機オニウムイオン変性
ヘクトライト、アスペクト比３０）に変更した以外は実施例８と同様にして、ポリエチレ
ン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成されたセパレータを作製した。
【０１９８】
［実施例１６］
　塗工量を変更した以外は実施例１５と同様にして、ポリエチレン微多孔膜の両面に接着
性多孔質層が形成されたセパレータを作製した。
【０１９９】
［実施例１７］
　塗工液に含まれるＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の含有量比を９８：２に変更した以外
は実施例１５と同様にして、ポリエチレン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成された
セパレータを作製した。
【０２００】
［実施例１８］
　塗工液に含まれるＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の含有量比を９６：４に変更した以外
は実施例１５と同様にして、ポリエチレン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成された
セパレータを得た。
【０２０１】
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［実施例１９］
　塗工液に含まれるＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の含有量比を９２：８に変更した以外
は実施例１５と同様にして、ポリエチレン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成された
セパレータを得た。
【０２０２】
［実施例２０］
　層状粘土鉱物をルーセンタイトＳＰＮ（片倉コープアグリ社、有機オニウムイオン変性
ヘクトライト、アスペクト比３０）に変更した以外は実施例８と同様にして、ポリエチレ
ン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成されたセパレータを作製した。
【０２０３】
［実施例２１］
　層状粘土鉱物をソマシフＭＥＥ（片倉コープアグリ社、フッ素化マイカ、アスペクト比
５０）に変更した以外は実施例８と同様にして、ポリエチレン微多孔膜の両面に接着性多
孔質層が形成されたセパレータを作製した。
【０２０４】
［実施例２２］
　層状粘土鉱物をソマシフＭＴＥ（片倉コープアグリ社、有機オニウムイオン変性膨潤性
雲母、アスペクト比５０）に変更した以外は実施例８と同様にして、ポリエチレン微多孔
膜の両面に接着性多孔質層が形成されたセパレータを作製した。
【０２０５】
［実施例２３］
　溶媒に２種のＰＶＤＦ系樹脂及び層状粘土鉱物を溶解又は分散して塗工液を調製した。
塗工液を多孔質基材の両面に等量塗工し、凝固液に浸漬して固化させ複合膜を得た。次い
で、複合膜を水洗及び乾燥して、多孔質基材の両面に接着性多孔質層が形成されたセパレ
ータを得た。材料の詳細は下記のとおりである。
【０２０６】
・溶媒：ジメチルアセトアミドとトリプロピレングリコールの混合液、混合比（質量比）
８０：２０。
・ＰＶＤＦ系樹脂Ａ：フッ化ビニリデン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体、重量平均
分子量１９３万、ヘキサフルオロプロピレン含有量１．１モル％。
・ＰＶＤＦ系樹脂Ｂ：フッ化ビニリデン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体、重量平均
分子量４７万、ヘキサフルオロプロピレン含有量４．８モル％。
・層状粘土鉱物：ルーセンタイトＳＴＮ（片倉コープアグリ社）、有機オニウムイオン変
性ヘクトライト、アスペクト比３０。
・塗工液：ＰＶＤＦ系樹脂の濃度が５．０質量％、ＰＶＤＦ系樹脂ＡとＰＶＤＦ系樹脂Ｂ
の含有量比（質量比）５０：５０、ＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の含有量比（質量比）
９９：１。
・多孔質基材：ポリエチレン微多孔膜、膜厚９μｍ、空孔率４０％、ガーレ値１５２秒／
１００ｃｃ。
・凝固液：ジメチルアセトアミドとトリプロピレングリコールと水の混合液、混合比（質
量比）３０：８：６２、温度４０℃。
【０２０７】
［比較例３］
　層状粘土鉱物を添加せずに塗工液を作製した以外は実施例２３と同様にして、ポリエチ
レン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成されたセパレータを作製した。
【０２０８】
［比較例４］
　層状粘土鉱物を添加せずに塗工液を作製した以外は実施例８と同様にして、ポリエチレ
ン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成されたセパレータを作製した。
【０２０９】



(30) JP 6178939 B2 2017.8.9

10

20

30

［比較例５］
　溶媒にＰＶＤＦ系樹脂及び層状粘土鉱物を混合し、直径０．６５ｍｍのビーズミルを用
いて分散処理を行い、さらにアルミナを添加して分散処理を行い、塗工液を調製した。塗
工液を多孔質基材の片面に塗工し、乾燥させ、水に１５分間浸漬し相分離させた後、熱風
をあてて乾燥して、多孔質基材の片面に接着性多孔質層（層厚２．２５μｍ）が形成され
たセパレータを得た。材料の詳細は下記のとおりである。本例は、電極とセパレータの剥
離強度（１）～（３）のいずれの試験においても、電極と接着しなかった。
【０２１０】
・溶媒：Ｎ－メチル－２－ピロリドン。
・ＰＶＤＦ系樹脂：フッ化ビニリデン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体、重量平均分
子量１９３万、ヘキサフルオロプロピレン含有量１．１モル％。
・層状粘土鉱物：ソマシフＭＥＥ（片倉コープアグリ社）、フッ素化マイカ、アスペクト
比５０。
・無機粒子：平均粒径５００ｎｍのアルミナ。
・塗工液：ＰＶＤＦ系樹脂の濃度が４．０質量％、ＰＶＤＦ系樹脂と層状粘土鉱物の含有
量比（質量比）９５：５、アルミナ含有量がＰＶＤＦ系樹脂の１０倍（質量基準）。
・多孔質基材：ポリエチレン微多孔膜、膜厚９μｍ、空孔率４０％、ガーレ値１５２秒／
１００ｃｃ。
【０２１１】
［実施例２４］
　塗工液に水酸化マグネシウム粒子（協和化学工業社キスマ５Ｐ、平均粒子径０．８μｍ
、ＢＥＴ比表面積６．８ｍ２／ｇ）を添加し、ＰＶＤＦ系樹脂と水酸化マグネシウム粒子
の含有量比が４０：６０である塗工液を作製した以外は実施例１５と同様にして、ポリエ
チレン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成されたセパレータを作製した。
【０２１２】
［比較例６］
　層状粘土鉱物を添加せずに塗工液を作製した以外は実施例２４と同様にして、ポリエチ
レン微多孔膜の両面に接着性多孔質層が形成されたセパレータを作製した。剥離強度（２
）は基準値以上にならなかった。剥離強度（２）の最高値を表２に示す。
【０２１３】
　各実施例及び比較例のセパレータの物性及び評価結果を表１と表２に示す。
【０２１４】
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【表１】

【０２１５】
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【表２】

【０２１６】
　実施例１、実施例２及び比較例１について、電極とセパレータの剥離強度（１）と熱プ
レス温度との関係を図１に示す。実施例１においては、ウェット接着温度範囲（剥離強度
が０．２Ｎ／１５ｍｍ以上である熱プレス温度の範囲）の下限値は８２℃、上限値は９５
℃、その温度幅は１３℃である。実施例２においては、ウェット接着温度範囲の下限値は
８３℃、上限値は９７℃、その温度幅は１４℃である。比較例１においては、ウェット接
着温度範囲の下限値は８３℃、上限値は９３℃、その温度幅は１０℃である。接着性多孔
質層におけるＰＶＤＦ系樹脂のβ晶由来ピークの面積強度割合が１０％～１００％の範囲
である本実施形態は、ウェット接着温度範囲が広い。
【０２１７】
　２０１５年３月２４日に出願された日本国出願番号第２０１５－６１５７０号の開示は
、その全体が参照により本明細書に取り込まれる。２０１５年６月１日に出願された日本
国出願番号第２０１５－１１１４６１号の開示は、その全体が参照により本明細書に取り
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込まれる。
【０２１８】
　本明細書に記載された全ての文献、特許出願、及び技術規格は、個々の文献、特許出願
、及び技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記された場合と同程度
に、本明細書中に参照により取り込まれる。

【図１】
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