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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウムイオンの吸蔵放出が可能な正極と、リチウムイオンの吸蔵放出が可能な負極と
、リチウムイオン伝導性の非水電解液とを含み、
活物質の粒径が５μｍ以下であり、
活物質層の厚さが２０～８０μｍであり、
前記非水電解液の電解質濃度が１．５～２．５ｍｏｌ／ｌであることを特徴とするリチウ
ムイオン二次電池。
【請求項２】
　前記正極の活物質がリチウムマンガン酸化物であることを特徴とする請求項１に記載の
リチウムイオン二次電池。
【請求項３】
　前記電解質はＬｉＰＦ６、またはＬｉＢＦ４であることを特徴とする請求項１または２
に記載のリチウムイオン二次電池。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はリチウムイオン二次電池に関し、より詳しくは、出力密度が向上したリチウムイ
オン二次電池に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
各種電子機器および電動機器の電源として、長時間連続して使用でき、再充電可能な各種
二次電池の研究が進められてきた。中でも、ニッケル・カドミウム蓄電池やニッケル・水
素蓄電池など民生品として適用されている二次電池と比較して、高エネルギー密度、高出
力密度の実現が可能である等の特性を有するリチウムイオン二次電池は、活発な研究開発
がなされ、携帯電話、カムコーダー、ノート型パソコン等の携帯用電子機器の電源として
実用化されている。
【０００３】
また、地球環境汚染および地球温暖化の問題に適応するものとして電気自動車やハイブリ
ッド自動車への関心が高まっており、これらの動力源としてリチウムイオン二次電池の適
用が期待されている。自動車などへの適用にあたって、リチウムイオン二次電池は、高出
力密度を得るために電池を複数個直列に結合して組電池を形成したときの制御が容易であ
り、安定性に優れるといった利点も有している。
【０００４】
リチウムイオン二次電池における重要な特性としてはエネルギー密度、出力密度、サイク
ル特性等があり、特開平１１－３１４９８号公報、特開平１１－２９７３５４号公報、特
開平１１－３２９４０９号公報にはリチウムイオン二次電池のこれらの特性を改善する技
術が開示されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
特開平１１－３１４９８号公報には、電極の活物質の比表面積および空隙率を調整するこ
とにより容量およびサイクル特性を向上させる技術が開示されている。しかしながら、電
極の活物質の比表面積および空隙率の関係について考察されいるだけで、活物質粒径、電
極厚み、空隙率の相互作用については十分な考察がされていなかった。このため、電極厚
みや粒径の条件によっては十分な出力密度が得られず、また、電極の活物質の比表面積お
よび空隙率のみの調整では二次電池の性能向上に限界があった。
【０００６】
特開平１１－２９７３５４号公報には電解質濃度を規定する技術が開示されているが、活
物質粒径や電極厚みと電解質濃度との相関関係が記載されていなかった。このため、活物
質粒径や電極厚みの条件によっては電解質濃度を大きくしても電解液のリチウムイオン伝
導度が低下するため効果的に出力密度を向上させることができなかった。
【０００７】
また、特開平１１－３２９４０９号公報には、電極の活物質の塗布厚さと活物質の粒径と
を規定することによりリチウムイオン二次電池の出力密度を向上させる技術が開示されて
いる。しかしながら、高出力密度を重視する構成であるため、エネルギー密度が低下する
問題点があった。
【０００８】
本発明は、このような従来の種々の問題を勘案し、鋭意検討することにより完成されたも
のであり、出力密度が向上したリチウムイオン二次電池を提供することを目的とするもの
である。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するための本発明は、リチウムイオンの吸蔵放出が可能な正極と、リチ
ウムイオンの吸蔵放出が可能な負極と、リチウムイオン伝導性の非水電解液とを含み、活
物質の粒径が５μｍ以下であり、活物質層の厚さが２０～８０μｍであり、前記非水電解
液の電解質濃度が１．５～２．５ｍｏｌ／ｌであることを特徴とするリチウムイオン二次
電池である。
【００２１】
【発明の効果】
　以上のように構成された本発明によれば、活物質の粒径および活物質層の厚さを所定の
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範囲に規定し、かつ非水電解液の電解質濃度を所定の範囲に規定することにより、出力密
度を向上させることができる。
【００２９】
【発明の実施の形態】
まず、本発明のリチウムイオン二次電池の一般的な形態について説明する。
【００３０】
リチウムイオン二次電池は、リチウムイオンの吸蔵放出が可能な材料からなる正極および
負極と、リチウムイオン伝導性のある非水電解質とを含む、充放電可能な電池であり、正
極および負極は直接接触してショートしないようにセパレーターで分離される。正極およ
び負極は、通常は正極集電体および負極集電体の両面に正極活物質および負極活物質を塗
布形成することによって作製され、正極－セパレーター－負極－セパレーターの順に幾層
にも積層した構造や、この順序に積層されたシートを渦巻き状に巻き取ったいわゆるジェ
リーロールタイプなどの電極素子構造をとることができる。
【００３１】
正極活物質としては、リチウム金属酸化物、リチウム金属酸化物の一部を他の元素で置換
した複合酸化物、マンガン酸化物など各種公知の正極活物質を適宜使用することができる
。具体的には、リチウム金属酸化物としてはＬｉＣｏＯ2、ＬｉＮｉＯ2、ＬｉＭｎＯ2、
ＬｉＭｎ2Ｏ4、ＬｉXＦｅＯY、ＬｉXＶYＯZ等が挙げられ、リチウム金属酸化物の一部を
他の元素で置換した複合酸化物としてはＬｉXＣｏYＭZＯ2（ＭはＭｎ、Ｎｉ、Ｖなど）や
ＬｉXＭｎYＭZＯ2（ＭはＬｉ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｃｏなど）等が挙げられ、マンガン酸
化物としてはλ－ＭｎＯ2、ＭｎＯ2とＶ2Ｏ5の複合体、三成分複合酸化物であるＭｎＯ2

・ｘＶ2Ｏ5（０＜ｘ≦０．３）等が挙げられる。
【００３２】
負極活物質としては、ハードカーボン、ソフトカーボン、グラファイト、活性炭などの炭
素材料、ＳｎＢXＰYＯZ、Ｎｂ2Ｏ5、ＬｉＴｉXＯY、ＬｉＦｅXＮY、ＬｉＭｎXＮYなどの
金属酸化物などを単独または混合して使用できる。ここで、ハードカーボンとは３０００
℃で熱処理しても黒鉛化しない炭素材料をいい、ソフトカーボンとは２８００～３０００
℃で熱処理した際に黒鉛化する炭素材料をいう。なお、ハードカーボンの製造には、フラ
ン樹脂、０．６～０．８のＨ／Ｃ原子比を有する石油ピッチに酸素架橋した有機材料など
を出発原料とする方法など各種公知の技術を用いることができ、ソフトカーボンの製造に
は、石炭、高分子化合物（ポリ塩化ビニル樹脂、ポリビニルアセテート、ポリビニルブチ
ラートなど）、ピッチ等を出発原料とする方法など各種公知の技術を用いることができる
。
【００３３】
上記正極活物質および負極活物質を正極集電体および負極集電体上に形成して正極および
負極を作製する際にも各種公知の技術を使用できる。例えば、正極を製造する際には、正
極活物質を溶媒中でバインダーと混合してペースト状にし、このペーストを正極集電体に
コーティングし、乾燥する方法を用いることができる。負極も同様に、負極活物質を溶媒
中でバインダーと混合してペースト状にし、このペーストを負極集電体にコーティングし
、乾燥する方法を用いることができ、通常集電体の両面にコーティングが施される。なお
、カーボンブラック、グラファイト、アセチレンブラック等の導電剤をペースト中に加え
てもよい。活物質とバインダーとの混合割合は、電極の形状に合わせて適宜決定すること
が好ましく、コーティングには各種公知の方法を用いることができる。
【００３４】
集電体は、リチウムイオン二次電池に使用されている各種公知の材料を用いることができ
、具体的には、正極集電体としてはアルミニウム箔などが、負極集電体としては銅箔など
が挙げられる。
【００３５】
バインダーとしては、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリテトラフルオロエチレン
などを挙げることができ、溶媒としてはバインダーを溶解させる各種極性溶媒が使用でき
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る。具体的には、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、メチルホルムアミド、
Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）などが挙げられる。なお、バインダーとしてポリフッ化
ビニリデンを使用した場合はＮ－メチルピロリドンを用いることが好ましい。
【００３６】
非水電解液としては、リチウムイオン伝導性のある各種溶液が好ましく、エチレンカーボ
ネート（ＥＣ）、プロピレンカーボネート（ＰＣ）、ブチレンカーボネート（ＢＣ）等の
環状炭酸エステルを単体または適宜組み合わせて使用することができる。また、電気伝導
度を高くし、かつ適切な粘度を有する電解液を得るため、ジメチルカーボネート（ＤＭＣ
）、ジエチルカーボネート（ＤＥＣ）、γ－ブチルラクトン、γ－バレロラクトン、酢酸
エチル、プロピオン酸メチル等を併用してもよい。
【００３７】
非水電解液中の電解質としては、ＬｉＰＦ6、ＬｉＢＦ4、ＬｉＣｌＯ4、ＬｉＡｓＦ6、Ｌ
ｉＣＦ3ＳＯ3などが挙げられる。
【００３８】
セパレーターとしては、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのポリオレフィン系樹脂の微
多孔膜などを使用できる。
【００３９】
本発明に係る二次電池を製造する際には上記した正極、負極、非水電解液、セパレーター
を適宜組み合わせて製造することができる。また、電池缶、電池形状などについても、公
知の各種材質、形状を適用することができる。
【００４０】
以下、本願に係る発明について詳細に説明する。
【００４１】
本願の第１の発明は、リチウムイオンの吸蔵放出が可能な正極と、リチウムイオンの吸蔵
放出が可能な負極と、リチウムイオン伝導性の非水電解液とを含むリチウムイオン二次電
池において、活物質の粒径を５μｍ以下、より好ましくは１μｍ以下、活物質層の厚さを
２０～８０μｍ、より好ましくは２０～３０μｍに規定するものである。なお、本発明に
おいて活物質層とは集電体上に形成されてなる活物質を含む層をいい、例えば上述したよ
うに溶媒中で活物質、バインダー等の各種組成物を混合することにより作製されたペース
トを集電体表面にコーティングし、乾燥することにより形成された層をいい、通常の方法
に従って集電体の両面に活物質層が形成されたときは、両活物質層それぞれについて本発
明の規定を適用することが好ましい。また、本発明において粒径とは平均粒径を指すもの
である。
【００４２】
活物質の粒径が大きいと、大電流放電時は膜厚方向の電極内電解液中のリチウムイオンの
輸送よりも活物質粒子内のリチウムイオン拡散が律速段階となってしまい、出力密度低下
の原因となる。従って、活物質の粒径は５μｍ以下であることが好ましい。なお、活物質
の粒径の下限値は特に規定するものではないが、実際的には０．１μｍ以上であることが
適当である。また、膜厚が２０μｍより小さいと活物質量の不足により出力密度が小さく
なり好ましくなく、膜厚が８０μｍを超えると、内部抵抗が増し出力密度が小さくなるた
め好ましくない。
【００４３】
上述した、活物質の粒径が５μｍ以下といった活物質粒径が小さい条件下では、大電流放
電時は膜厚方向の電極内電解液中のリチウムイオンの輸送が律速段階になっていると考え
られる。よって空隙率を大きくすると電極内の電解液量が増え、膜厚方向の電極内電解液
中のリチウムイオンの輸送力が増し、より出力密度を向上させることができる。しかし、
空隙率が５０％未満だと活物質の量に対応した電解液量が確保できないため、抵抗が増大
し出力密度が低下する。このため空隙率は５０％以上であることが好ましい。また、空隙
率が６０％を超えると活物質量の不足、すなわち電極表面積の減少により出力密度が徐々
に低下していくため、空隙率は５０～６０％であることがより好ましい。



(5) JP 4626105 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

【００４４】
逆に、活物質粒径が５μｍよりも大きい条件下では、活物質粒子内のリチウムイオン拡散
が律速段階となっているため、空隙率を増加させる、すなわち電極内電解液量を増加させ
ても出力密度の向上は図れず、活物質の量が減少するため却って出力密度が低下する。
【００４５】
このように空隙率を規定することによる出力密度の向上を図るためには、活物質層の膜厚
は２０μｍ以上あることが好ましい。これは、膜厚が薄いと膜厚方向の電極内電解液中の
リチウムイオン輸送の影響が小さく、空隙率の影響が小さくなるためである。
【００４６】
また、活物質層は空隙率の異なる２層の活物質層が積層された構造とすることもできる。
空隙率の異なる２層構造とすることにより、エネルギー密度を犠牲にせずに、出力密度を
向上させることができる。具体的には、セパレーター側の活物質層の空隙率を大きくし、
集電体側の活物質層の空隙率を小さくすることが好ましい。セパレーター付近の活物質層
の空隙率を大きくすることにより、セパレーター付近の電解液量を増加することができ、
リチウムイオンの輸送力を高めることができる。また、集電体付近の空隙率を小さくする
ことにより、集電体付近の活物質の利用率を向上させることができる。このような特性を
考慮して、活物質内拡散と電解液中輸送とのバランスをとることにより出力密度を効果的
に向上されることが可能となる。また、エネルギー密度は、活物質層の平均空隙率および
活物質量に影響されるため、適宜調整することによりエネルギー密度を犠牲にせずに出力
密度を向上させることができる。例えば、１層構造（空隙率５０％、厚さ６０μｍ）の電
極と、２層構造（集電体側の空隙率４０％、厚さ３０μｍ；セパレーター側の空隙率６０
％、厚さ３０μｍ）の電極のエネルギー密度は等しくなる。これらの２電極の、平均空隙
率および活物質量が等しいからである。
【００４７】
なお、空隙率の異なる２層の活物質層は、厚さがそれぞれ２０～３０μｍが好ましく、２
０～２５μｍがより好ましく、２層の活物質層の厚さが異なっていてもよい。活物質層の
厚さが３０μｍより大きいとエネルギー密度が小さくなる傾向があり、３０μｍ以下であ
ると集電体側の活物質層の利用率が向上するからである。集電体側の活物質層の空隙率は
、３０％以上、５０％未満が好ましく、４０％以上、５０％未満がより好ましい。セパレ
ータ側の活物質層の空隙率は、５０～６０％が好ましく、５０～５５％がより好ましい。
空隙率をこの範囲に調整することで、より大きな効果を得ることができる。
【００４８】
本願の第２の発明は、活物質粒径の異なる２層の活物質層からなることを特徴とするリチ
ウムイオン二次電池である。このような構成により出力密度の向上が図れる。
【００４９】
大電流放電時は膜厚方向の電極内電解液中のリチウムイオンの輸送が律速段階になり、集
電体付近の電極活物質が有効に利用できず、出力密度が低下する原因となる。この問題を
解決するために、電極のセパレーター付近の活物質の粒径を大きくすることが好ましい。
これによりセパレーター付近の電極表面積が減少し、セパレーター付近の活物質の利用率
が低下し、リチウムイオンが集電体付近まで輸送されやすくすることができる。このため
、集電体付近の電極活物質の利用率が向上し、トータルとしては、電極活物質の利用率が
向上する、すなわち出力密度が向上する。また、１層構造の電池と２層構造の電池との全
体での活物質量が等しくなるように適宜調節することによりエネルギー密度を犠牲にせず
に出力密度を向上させることができる。
【００５０】
また、２層構造をとることによる効果は、電極のセパレーター付近の活物質の粒径を大き
くし、セパレーター付近の活物質の利用率を低下させることによって発現するものである
。したがって、セパレーター側の活物質層の厚さが必要以上に厚いとセパレーター付近の
活物質の利用率が向上してしまい、本発明の効果が小さくなるので好ましくない。また集
電体側の活物質層の厚さについても、必要以上に厚いと出力密度が低下するため好ましく
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ない。このため、それぞれ活物質層の厚さは３０μｍ以下であることが好ましく、２５μ
ｍ以下であることがより好ましい。活物質層の厚さの下限値は、エネルギー密度の低下を
防ぐためそれぞれ２０μｍであることが好ましい。活物質層の厚さが２０μｍ未満である
と、電池における集電体等の重量比率が大きくなるからである。
【００５１】
また、活物質粒径の異なる２層の活物質層は、集電体側の活物質層の活物質粒径が５μｍ
以上またはセパレーター側の活物質層の活物質粒径が５μｍ未満であると、本発明の出力
密度を向上させる効果が少なくなるので好ましくない。集電体側の活物質粒径の下限値は
特に限られるものではないが、実際的には０．１μｍ以上であることが適当である。また
、セパレーター側の活物質層の活物質粒径の上限は、活物質粒径が活物質層の厚さより大
きくならない範囲で適宜選択することが好ましい。上記観点から、集電体側の活物質層の
活物質粒径は０．１μｍ以上、５μｍ未満が好ましく、１μｍ以上、５μｍ未満がより好
ましい。セパレータ側の活物質層の活物質粒径は５～２０μｍが好ましく、５～１０μｍ
がより好ましい。
【００５２】
なお、活物質の粒径は出発原料の粒径、または分級により調整することができ、空隙率は
活物質と導電剤を含むペーストを集電体に塗布し、乾燥した後、プレスするときの圧力を
変化させることにより調整できる。
【００５３】
上記説明においては、２層構造を例にとって説明したが、３層以上の多層構造においても
活物質層の空隙率、活物質の粒径、および活物質層の厚さを調整することにより本発明の
効果を得ることが可能である。
【００５４】
多層構造は、まず、１層目を集電体上に塗布形成し、その上に２層目を塗布形成する方法
により順次ｎ層まで塗布形成することができる他、異なる大きさを持つ粒子の沈降速度の
差異を利用して多層構造にすることも可能である。
【００５５】
なお、本発明の前記第１の発明および第２の発明においては、高い出力密度を得る観点か
ら、正極活物質はリチウムマンガン酸化物であることが好ましい。マンガンはコバルトや
ニッケルに比べてはるかに安価であり、資源的にも豊富であるため製造コストの点からも
好ましい。リチウムマンガン酸化物の具体例としては、ＬｉＭｎＯ2、ＬｉＭｎ2Ｏ4が挙
げられる。
【００５６】
また、本発明のリチウムイオン二次電池において、より出力密度を向上させるためには、
前記第１の発明および第２の発明において、非水電解液の電解質濃度が１．０～３．０ｍ
ｏｌ／ｌであることが好ましく、１．５～２．５ｍｏｌ／ｌであることがより好ましい。
このような範囲の電解質濃度を使用することにより活物質内拡散と電解液中輸送とのバラ
ンスをとることができ好適な出力密度が得られる。
【００５７】
活物質粒径が小さい、または空隙率が大きな条件下では大電流放電時は膜厚方向の電極内
電解液中のリチウムイオンの輸送が律速段階になる。よって電解質濃度を大きくすると、
濃度分極が抑えられ、膜厚方向の電極内電解液中のリチウムイオンの輸送力が増し、出力
密度が向上する。電解質濃度が３．０ｍｏｌ／ｌを超えると電解液のリチウムイオン伝導
度の影響があらわれ出力密度が低下するため好ましくなく、電解質濃度が１．０ｍｏｌ／
ｌ未満であると、電池の内部抵抗が増加するため好ましくない。また、電解質濃度を１．
５～２．５ｍｏｌ／ｌの範囲に調製することにより、放電時の電圧を高くかつ安定させる
ことができる。
【００５８】
活物質の粒径と電解質濃度との関係も出力密度に影響を及ぼしうる。すなわち、活物質の
粒径が５μｍより大きい条件下では、大電流放電時は膜厚方向の電極内電解液中のリチウ
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ムイオンの輸送よりも、活物質粒子内のリチウムイオン拡散が律速段階になる。このため
、電解液濃度の影響は少なく、電解質の濃度を上げても出力密度がそれほど向上しない。
よって、活物質層が２層以上の多層構造であるときは、集電体側の活物質層の活物質粒径
を５μｍ未満にすることが好ましい。
【００５９】
また、電解質は、電気伝導率の高い化合物を使用することにより出力密度を向上させる観
点からＬｉＰＦ6、またはＬｉＢＦ4であることが好ましい。
【００６０】
なお、本発明においては活物質の粒径はふるい分け試験や沈降法などの各種粒度分布を測
定する方法、空隙率は構成材料の比重、活物質層厚さはマイクロメーターによりそれぞれ
測定することができる。
【００６１】
【実施例】
　１．活物質粒径、活物質層厚さ、および空隙率の出力密度に及ぼす影響調査
　＜参考例１＞
　正極活物質として平均粒径３μｍのリチウムマンガン酸化物（ＬｉＭｎＯ２）を用いた
。この活物質の比表面積は約３ｍ２／ｇであった。この粒径３μｍの活物質７５質量％と
、導電剤としてアセチレンブラック１０質量％と、バインダーとしてＰＶＤＦ１５質量％
とを、ＮＭＰ中で混合しアルミ箔（集電体）上に塗布し、活物質層厚さ６０μｍで活物質
層の空隙率が異なる複数の正極を作製した。空隙率は溶剤の量、乾燥条件や、電極のプレ
スにより調整した。負極活物質には金属リチウムを用い、電解液には１ＭのＬｉＰＦ６を
溶解させたＰＣとＤＭＣとの混合物（体積比１：１）を用いて正極の活物質層の空隙率が
異なる複数のリチウムイオン二次電池を製造した。
【００６２】
　＜比較例１＞
　平均粒径が３０μｍである以外は参考例１と同様の方法により空隙率の異なる複数のリ
チウムイオン二次電池を作製した。
【００６３】
　＜比較例２＞
　活物質層厚さが１０μｍである以外は参考例１と同様の方法により空隙率の異なる複数
のリチウムイオン二次電池を作製した。
【００６４】
　図１に参考例１、比較例１および比較例２の空隙率と出力密度（空隙率４０％の出力密
度を１としたときの相対値）との関係を示す。参考例１の電池の出力密度は空隙率５０～
６０％で最大になったのに対し、比較例１および比較例２の電池は空隙率が大きくなるほ
ど出力密度は低下した。
【００６５】
　２．活物質層を空隙率の異なる２層構造にすることの影響調査
　＜参考例２＞
　正極活物質として平均粒径３μｍのリチウムマンガン酸化物（ＬｉＭｎＯ２）を用いた
。この活物質の比表面積は約３ｍ２／ｇであった。この粒径３μｍの活物質７５質量％と
、導電剤としてアセチレンブラック１０質量％と、バインダーとしてＰＶＤＦ１５質量％
とを、ＮＭＰ中で混合しアルミ箔（集電体）上に塗布し、活物質層の空隙率が４０％で活
物質層厚さ３０μｍの正極を作製した。この正極に、同様の正極活物質組成物を塗布し、
活物質層の空隙率が６０％で活物質層厚さ３０μｍの活物質層を積層した。空隙率は溶剤
の量、乾燥条件や電極のプレスにより調整した。このようにして活物質層の厚さ６０μｍ
の正極を製造し、負極活物質には金属リチウムを用い、電解液には１ＭのＬｉＰＦ６を溶
解させたＰＣとＤＭＣとの混合物（体積比１：１）を用いてリチウムイオン二次電池を製
造した。
【００６６】
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　＜参考例３＞
　正極活物質として平均粒径３μｍのリチウムマンガン酸化物（ＬｉＭｎＯ２）を用いた
。この活物質の比表面積は約３ｍ２／ｇであった。この粒径３μｍの活物質７５質量％と
、導電剤としてアセチレンブラック１０質量％と、バインダーとしてＰＶＤＦ１５質量％
とを、ＮＭＰ中で混合しアルミ箔（集電体）上に塗布し、活物質層の空隙率が５０％で活
物質層厚さ６０μｍの正極を作製した。空隙率は溶剤の量、乾燥条件や、電極のプレスに
より調整した。負極活物質には金属リチウムを用い、電解液には１ＭのＬｉＰＦ６を溶解
させたＰＣとＤＭＣとの混合物（体積比１：１）を用いてリチウムイオン二次電池を製造
した。
【００６７】
　＜参考例４＞
　正極活物質として平均粒径３μｍのリチウムマンガン酸化物（ＬｉＭｎＯ２）を用いた
。この活物質の比表面積は約３ｍ２／ｇであった。この粒径３μｍの活物質７５質量％と
、導電剤としてアセチレンブラック１０質量％と、バインダーとしてＰＶＤＦ１５質量％
とを、ＮＭＰ中で混合しアルミ箔（集電体）上に塗布し、活物質層の空隙率が４０％で活
物質層厚さ２０μｍの正極を作製した。この正極に、同様の正極活物質組成物を塗布し、
活物質層の空隙率が６０％で活物質層厚さ４０μｍの活物質層を積層した。空隙率は溶剤
の量、乾燥条件や電極のプレスにより調整した。このようにして活物質層の厚さ６０μｍ
の正極を製造し、負極活物質には金属リチウムを用い、電解液には１ＭのＬｉＰＦ６を溶
解させたＰＣとＤＭＣとの混合物（体積比１：１）を用いてリチウムイオン二次電池を製
造した。
【００６８】
　図２に参考例２～４の電池の出力密度（参考例３の出力密度を１としたときの相対値）
を示す。出力密度は活物質層を２層構造とすることにより向上した。また、２層構造とし
た場合は各活物質層の厚さを３０μｍ以下としたとき、より効果的に出力密度を向上させ
ることができた。
【００６９】
　また、図３に参考例２～４の電池のエネルギー密度（参考例３のエネルギー密度を１と
したときの相対値）を示す。参考例２と参考例３のエネルギー密度は等しかった。これは
、参考例２と参考例３の平均空隙率が等しく、正極活物質量が等しいためである。参考例
４は活物質層が１層構造である参考例３に比べて、出力密度は向上したが、エネルギー密
度の点では劣った。
【００７０】
　３．活物質層を活物質粒径の異なる２層構造にすることの影響調査
　＜参考例５＞
　正極活物質として平均粒径３μｍおよび９μｍの２種類のリチウムマンガン酸化物（Ｌ
ｉＭｎＯ２）を用いた。この平均粒径３μｍの活物質７５質量％と、導電剤としてアセチ
レンブラック１０質量％と、バインダーとしてＰＶＤＦ１５質量％とを、ＮＭＰ中で混合
しアルミ箔（集電体）上に塗布し、活物質層厚さ３０μｍの正極を作製した。この正極に
、平均粒径９μｍの活物質を用いて同様にして厚さ３０μｍの活物質層を積層した。この
ようにして活物質層の厚さ６０μｍの正極を製造し、負極活物質には金属リチウムを用い
、電解液には１ＭのＬｉＰＦ６を溶解させたＰＣとＤＭＣとの混合物（体積比１：１）を
用いてリチウムイオン二次電池を製造した。
【００７１】
　＜参考例６＞
　正極活物質として平均粒径３μｍのリチウムマンガン酸化物（ＬｉＭｎＯ２）を用いて
、参考例５と同様の方法で活物質層厚さ６０μｍの正極を作製し、負極活物質には金属リ
チウムを用い、電解液には１ＭのＬｉＰＦ６を溶解させたＰＣとＤＭＣとの混合物（体積
比１：１）を用いてリチウムイオン二次電池を製造した。
【００７２】
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　図４に参考例５および参考例６の出力密度（参考例６の出力密度を１としたときの相対
値）を示す。粒径の異なる２層構造とした参考例５の方がより高い出力密度を示した。ま
た、図５に参考例５および参考例６のエネルギー密度（参考例６のエネルギー密度を１と
したときの相対値）を示す。参考例５および参考例６ではエネルギー密度が等しかった。
これは、参考例５と参考例と６の正極活物質の量が等しいためである。
【００７３】
４．活物質粒径が異なる２層構造における活物質層厚さの影響調査
＜比較例３＞
正極活物質として平均粒径３μｍおよび９μｍの２種類のリチウムマンガン酸化物（Ｌｉ
ＭｎＯ2）を用いた。この平均粒径３μｍの活物質７５質量％と、導電剤としてアセチレ
ンブラック１０質量％と、バインダーとしてＰＶＤＦ１５質量％とを、ＮＭＰ中で混合し
アルミ箔（集電体）上に塗布し、活物質層厚さ２０μｍの正極を作製した。この正極に、
平均粒径９μｍの活物質を用いて同様にして厚さ４０μｍの活物質層を積層した。このよ
うにして活物質層の厚さ６０μｍの正極を製造し、負極活物質には金属リチウムを用い、
電解液には１ＭのＬｉＰＦ6を溶解させたＰＣとＤＭＣとの混合物（体積比１：１）を用
いてリチウムイオン二次電池を製造した。
【００７４】
　図６に比較例３および前記参考例６の出力密度（比較例３の出力密度を１としたときの
相対値）を示す。比較例３の出力密度が低いのはセパレーター側の活物質層の活物質粒径
が大きいためセパレーター付近の活物質の利用率が低下し、かつセパレーター側の活物質
層の厚さを大きくしたため集電体付近の活物質の利用率も低下したためである。また、図
７に比較例３および前記参考例６のエネルギー密度（比較例３のエネルギー密度を１とし
たときの相対値）を示す。比較例３と参考例６とではエネルギー密度が等しかった。これ
は、比較例３と参考例６との正極活物質量が等しいためである。
【００７５】
５．活物質粒径および電解質濃度の出力密度への影響調査
＜実施例７＞
正極活物質として平均粒径３μｍのリチウムマンガン酸化物（ＬｉＭｎＯ2）を用いた。
この粒径３μｍの活物質７５質量％と、導電剤としてアセチレンブラック１０質量％と、
バインダーとしてＰＶＤＦ１５質量％とを、ＮＭＰ中で混合しアルミ箔（集電体）上に塗
布し、活物質層厚さ６０μｍの正極を作製した。負極活物質には金属リチウムを用い、電
解液には濃度の異なるＬｉＰＦ6を溶解させたＰＣとＤＭＣとの混合物（体積比１：１）
を用いて複数のリチウムイオン二次電池を製造した。
【００７６】
＜比較例４＞
正極活物質として平均粒径３０μｍのリチウムマンガン酸化物（ＬｉＭｎＯ2）を用いた
以外は実施例７と同様の方法でリチウムイオン二次電池を製造した。
【００７７】
図８に実施例７および比較例４の電解質濃度と出力密度（電解質濃度が１ｍｏｌ／ｌのと
きの出力密度を１としたときの相対値）との関係を示す。実施例７は電解質濃度２ｍｏｌ
／ｌのとき出力密度が最大となった。これに対して、比較例４は電解質濃度を大きくして
も出力密度の向上は見られなかった。
【００７８】
６．活物質層の厚さおよび電解質濃度の出力密度への影響調査
＜実施例８＞
正極活物質として平均粒径３μｍのリチウムマンガン酸化物（ＬｉＭｎＯ2）を用いた。
この粒径３μｍの活物質７５質量％と、導電剤としてアセチレンブラック１０質量％と、
バインダーとしてＰＶＤＦ１５質量％とを、ＮＭＰ中で混合しアルミ箔（集電体）上に塗
布し、活物質層厚さの異なる正極を複数作製した。負極活物質には金属リチウムを用い、
電解液には濃度２ｍｏｌ／ｌのＬｉＢＦ4を溶解させたＰＣとＤＭＣとの混合物（体積比
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１：１）を用いて正極の活物質層の厚さが異なる複数のリチウムイオン二次電池を製造し
た。
【００７９】
　＜参考例９＞
　電解液に１ｍｏｌ／ｌのＬｉＢＦ４を用いた以外は実施例８と同様の方法でリチウムイ
オン二次電池を製造した。
【００８０】
　図９に実施例８および参考例９の活物質層厚さと出力密度（参考例９の活物質層厚さが
１００μｍのときの出力密度を１としたときの相対値）との関係を示す。電解質および電
解質濃度が好適な実施例８の出力密度が約２倍高かった。
【００８１】
　上記実施例７および８、参考例１～６および９、ならびに比較例１～４の構成を表１～
６に示す。
【００８２】
【表１】

【００８３】
【表２】

【００８４】
【表３】

【００８５】
【表４】

【００８６】
【表５】
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【００８７】
【表６】

【図面の簡単な説明】
【図１】　空隙率と出力密度との関係を示すグラフである。
【図２】　参考例と出力密度との関係を示すグラフである。
【図３】　参考例とエネルギー密度との関係を示すグラフである。
【図４】　参考例の出力密度を示すグラフである。
【図５】　参考例のエネルギー密度を示すグラフである。
【図６】　参考例および比較例の出力密度を示すグラフである。
【図７】　参考例および比較例のエネルギー密度を示すグラフである。
【図８】　電解質濃度と出力密度との関係を示すグラフである。
【図９】　活物質層厚さと出力密度との関係を示すグラフである。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】
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