
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウムメタルに吸着可能なエチレンオキシドチェーンを有し、重量平均分子量が２０
０ないし２０００であるポリマー吸着剤、
　ヨウ化アルミニウム、りん酸アルミニウム、硫酸アルミニウム、アルミニウムトリフレ
ート、ヨウ化マグネシウム、マグネシウムクロライド、マグネシウムブロマイド、過塩素
酸マグネシウム、六フッ化りん酸マグネシウム、マグネシウムトリフレートよりなるグル
ープから選択される１つまたは２つ以上の混合物であるリチウムと反応して合金を形成で
きる物質、
　リチウム塩及び有機溶媒を含

であ
ることを特徴とするリチウム２次電池用有機電解液。
【請求項２】
　前記 吸着剤は、ポリエチレンオキシド、ポリエチレングリコールモノメチルエ
ーテル、ポリエチレングリコールジメチルエーテル、ポリエチレングリコールモノメチル
アクリレート及びポリエチレングリコールジメチルアクリレートよりなるグループから選
択される１つまたは２つ以上の混合物であることを特徴とする請求項１に記載のリチウム
２次電池用有機電解液。
【請求項３】
　前記ポリエチレングリコールジメチルエーテルの添加量が全体電解液１００重量部当り
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み、
　前記ポリマー吸着剤の添加量が全体電解液１００重量部当り０．１ないし１重量部

ポリマー



０．２ないし１重量部であることを特徴とする請求項２に記載のリチウム２次電池用有機
電解液。
【請求項４】
　前記ポリエチレングリコールジメチルエーテルの重量平均分子量が１０００ないし２０
００であることを特徴とする請求項２に記載のリチウム２次電池用有機電解液。
【請求項５】
　前記リチウムと反応して合金を形成できる物質の添加量が全体電解液１００重量部当り
０．０１ないし０．３重量部であることを特徴とする請求項１に記載のリチウム２次電池
用有機電解液。
【請求項６】
　

【請求項７】
　前記ヨウ化アルミニウムの添加量が全体電解液１００重量部当り０．０５ないし０．３
重量部であることを特徴とする請求項１ に記載のリチウム２次電池用有機電解液
。
【請求項８】
　前記ポリエチレングリコールジメチルエーテルの添加量が全体電解液１００重量部当り
０．２９重量部であり、前記ヨウ化アルミニウムの添加量が０．１７重量部であることを
特徴とする請求項１ないし７のうち何れか１項に記載のリチウム２次電池用有機電解液。
【請求項９】
　前記リチウム塩は、ＬｉＰＦ６ 、ＬｉＢＦ４ 、ＬｉＣｌＯ４ 、Ｌｉ（ＣＦ３ ＳＯ２ ）２

、ＬｉＣＦ３ ＳＯ３ 、ＬｉＳｂＦ６ 及びＬｉＡｓＦ６ よりなるグループから選択される何
れか１つであることを特徴とする請求項１ に記載のリチウム２次電池用有機電解
液。
【請求項１０】
　前記リチウム塩の濃度は、０．４ないし１．５Ｍであることを特徴とする請求項１

に記載のリチウム２次電池用有機電解液。
【請求項１１】
　前記有機溶媒は、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、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、テトラヒドロフラン、スルホ
ラン、２－メチルヒドロフラン、γ－ブチロラクトン、アセトン、アセトニトリル、Ｎ－
メチル－２－ピロリドン、ジグライム、ジエチレングリコールジエチルエーテル、トリグ
ライム、トリエチレングリコールジエチルエーテル、１、３－ジオキソラン、４、５－ジ
エチル－ジオキソラン、４、５－ジメチル－ジオキソラン、４－メチル－１、３－ジオキ
ソラン、４－エチル－１、３－ジオキソラン、２－フルオロベンゼン、３－フルオロベン
ゼン、４－フルオロベンゼン、ジメトキシエタン、ジエトキシエタン及びこれらの混合物
よりなるグループから選択される何れか１つであることを特徴とする請求項１ に
記載のリチウム２次電池用有機電解液。
【請求項１２】
　請求項１ないし１１のうち何れか１項に記載の電解液を使用して製造されることを特徴
とするリチウム２次電池。
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リチウムメタルに吸着可能なエチレンオキシドチェーンを有し、重量平均分子量が２０
０ないし２０００であるポリマー吸着剤、
　ヨウ化アルミニウム、りん酸アルミニウム、硫酸アルミニウム、アルミニウムトリフレ
ート、ヨウ化マグネシウム、マグネシウムクロライド、マグネシウムブロマイド、過塩素
酸マグネシウム、六フッ化りん酸マグネシウム、マグネシウムトリフレートよりなるグル
ープから選択される１つまたは２つ以上の混合物であるリチウムと反応して合金を形成で
きる物質、
　リチウム塩及び有機溶媒を含み、
　前記リチウムと反応して合金を形成できる物質の添加量が全体電解液１００重量部当り
０．０１ないし０．３重量部であることを特徴とするリチウム２次電池用有機電解液。

または６

または６

また
は６

または６



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はリチウム電池に係り、特にリチウム金属表面に安定的に吸着してリチウムの充放
電時に電流分布を均一にし、リチウムイオンのイオン伝導度を高めてリチウム電池の寿命
を向上させる有機電解液及びこれを採用したリチウム電池に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、カムコーダ、携帯用通信機器、携帯用コンピュータ等の各種小型携帯電子機器の小
型・軽量化が要求されるにつれて駆動電源の電池の軽薄短小化及び高容量化に対する要求
が高まっており、これに対する研究が活発に進行しつつある。現在商用化されて使われて
いるリチウムイオン２次電池は陰極活物質として炭素を、陽極物質として転移金属酸化物
（主にＬｉＣｏＯ 2）を使用している。このうち、陰極物質が炭素の場合、理論的容量が
３７２ｍＡ／ｇであってリチウム金属を直接使用する場合（３８６０ｍＡ／ｇ）に比べて
非常に低い値を示す。
【０００３】
現在リチウムイオン電池の陰極材料としては炭素を用いているが、リチウムメタル電池は
炭素の代わりにリチウムメタルを直接使用している。このように陰極活物質として炭素の
代わりにリチウムメタルを使用した場合、相当な体積及び重さの減少をもたらす。これが
リチウムメタル電池の最大の長所であり、現在２次電池の研究対象がリチウムメタル電池
に変わっていっていることもかかる理由からである。しかし、リチウムメタル電池は、サ
イクルによる急激な容量減少、充放電時の体積の変化、電池の安定性などの問題点を有し
ているが、これらの原因は全て充放電時の樹枝状リチウムの成長によるものである。リチ
ウムメタルを陰極として使用した２次電池は全ての金属のうち最小密度（０．５３ｇ／ｃ
ｍ 2）、最高電位差（－３．０４５Ｖ　ｖｓ　ＳＨＥ：ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｈｙｄｒｏｇ
ｅｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）及び最高の重さ当り容量（３８６０ｍＡｈ／ｇ）を有しつつ
も前記のような問題点により現在まで商用化されていないのが実情である。
【０００４】
したがって、前記充電時に樹枝状リチウムが成長する問題を解決するための研究が活発に
進行しつつある。リチウムの安定化方法は、保護膜の形成によって樹枝状リチウム成長を
抑制させる物理的な方法と化学的な方法による抑制方法とに大別されうる。下記非特許文
献１に記載のＢｅｓｅｎｈａｒｄらはリチウム沈殿物の形態が表面フィルムの化学的組成
、物理的構造に大きく依存するということを明らかにした。すなわち、表面フィルムの物
理的、化学的な不均一が樹枝状リチウムの形成を引き起こすということである。
【０００５】
最近、下記非特許文献２に記載の吉尾らは、このようなリチウム陰極の非可逆性を改善す
るためにリチウムメタルの表面状態を制御して可逆性を高めようとする研究を進めた。こ
れら研究は主に電解液やリチウムメタル自体に添加剤を適用してリチウム表面の性質を改
善しようとするものである。例えば、添加剤として二酸化炭素、２－メチルフラン、ヨウ
化マグネシウム、ベンゼン、ピリジン、ヒドロフラン、界面活性剤などを添加して緻密で
薄くかつ均一な表面層を人為的に作って表面性質を改善した。このような研究は、リチウ
ムメタル表面に均一でかつリチウムイオンの伝導性が高い保護膜層を形成して均一な電流
分布を誘導して樹枝状リチウムの形成を防ぐことにその目的がある。
【０００６】
下記非特許文献３に記載の直井らは、ポリエチレングリコールジメチルエーテル（ＰＥＧ
ＤＭＥ）内部の螺旋状エチレンオキシドチェーン中心部分がリチウムの充放電時にリチウ
ムイオンの経路として作用する原理を用いてＰＥＧＤＭＥをリチウムメタルの表面に吸着
させて充放電時に均一な保護膜を保つという研究結果を報告した。また、下記非特許文献
４に記載の石川らは、ヨウ化アルミニウム（ＡｌＩ 3）やヨウ化マグネシウム（ＭｇＩ 2）
を有機電解質内に添加してリチウムとの合金化を通じて樹枝状リチウムの成長を抑制して
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充放電効率を増加させうるという研究結果を発表した。
【０００７】
しかし、このような努力をしても、繰り返される充放電、含浸時間によって均一な表面フ
ィルムを保つのに限界があって、単独で使用する場合にはそのサイクルの効率面で満足で
きるほどの効果が得られない。
【０００８】
【非特許文献１】
Ｊ．ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｏａｎａｌ．Ｃｈｅｍ　１９７６，６８，１
【非特許文献２】
３７ t h　Ｂａｔｔｅｒｙ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　ｉｎ　ｊａｐａｎ，１９９６
【非特許文献３】
Ｋ．Ｎａｏｉ　ｅｔ．ａｌ．，Ｊ．ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，１４７，
８１３（２０００）
【非特許文献４】
Ｍ．Ｉｓｈｉｋａｗａ　ｅｔ．Ａｌ．，Ｊ．ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍ．，４７３，
２７９（２０００）
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、本発明の第１の技術的課題は、均一で安定した保護被膜を形成することによ
って繰り返される充放電時にも高いリチウムの充放電効率を保てる電解液を提供するとこ
ろにある。
【００１０】
また、本発明の第２の技術的課題は、前記有機電解液を採用して充放電効率に優れたリチ
ウム２次電池を提供するところにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　前記第１の技術的課題を解決するために本発明は、リチウムメタルに吸着可能なエチレ
ンオキシドチェーンを有し、重量平均分子量が２００ないし２０００であるポリマー吸着
剤、ヨウ化アルミニウム、りん酸アルミニウム、硫酸アルミニウム、アルミニウムトリフ
レート、ヨウ化マグネシウム、マグネシウムクロライド、マグネシウムブロマイド、過塩
素酸マグネシウム、六フッ化りん酸マグネシウム、マグネシウムトリフレートよりなるグ
ループから選択される１つまたは２つ以上の混合物であるリチウムと反応して合金を形成
できる物質、リチウム塩及び有機溶媒を含

であることを特徴とするリチウム２次電池用有機
電解液 。
　また、本発明は、

【００１２】
　前記 吸着剤は、ポリエチレンオキシド、ポリエチレングリコールモノメチルエ
ーテル、ＰＥＧＤＭＥ、ポリエチレングリコールモノメチルアクリレート及びポリエチレ
ングリコールジメチルアクリレートよりなるグループから選択される１つまたは２つ以上
の混合物であることが望ましい。
【００１３】
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み、前記ポリマー吸着剤の添加量が全体電解液
１００重量部当り０．１ないし１重量部

である
リチウムメタルに吸着可能なエチレンオキシドチェーンを有し、重量

平均分子量が２００ないし２０００であるポリマー吸着剤、ヨウ化アルミニウム、りん酸
アルミニウム、硫酸アルミニウム、アルミニウムトリフレート、ヨウ化マグネシウム、マ
グネシウムクロライド、マグネシウムブロマイド、過塩素酸マグネシウム、六フッ化りん
酸マグネシウム、マグネシウムトリフレートよりなるグループから選択される１つまたは
２つ以上の混合物であるリチウムと反応して合金を形成できる物質、リチウム塩及び有機
溶媒を含み、前記リチウムと反応して合金を形成できる物質の添加量が全体電解液１００
重量部当り０．０１ないし０．３重量部であることを特徴とするリチウム２次電池用有機
電解液である。

ポリマー



本発明の一実施例によれば、前記ポリマー吸着剤の添加量は、全体電解液１００重量部当
り０．１ないし１重量部であることが望ましく、これはポリマー吸着剤０．５ないし５ｍ
Ｍに該当する。添加量が０．１重量部以下である場合には、リチウムメタルとの吸着性に
劣って均一な吸着が難しく、１重量部以上では電解液の粘度が高まって抵抗体として作用
してリチウムイオンの伝導度を減少させるという短所がある。
【００１４】
また、ＰＥＧＤＭＥ（ＰＥＧＤＭＥ）の添加量は全体電解液１００重量部当り０．２ない
し１重量部であることが望ましく、これはＰＥＧＤＭＥ　１．００ｍＭないし５．００ｍ
Ｍに該当する値である。
【００１５】
本発明の他の実施例によれば、前記ポリマー吸着剤の重量平均分子量は２００ないし２０
００であることが望ましい。分子量が２００以下である場合にはリチウムメタルとの吸着
性が落ちるという短所があり、２０００以上である時には電解液の粘度が高まってリチウ
ムイオンの伝導度が低くなるという短所がある。
【００１６】
本発明の望ましい実施例によれば、前記ＰＥＧＤＭＥの重量平均分子量は１０００ないし
２０００であることが望ましい。
【００１８】
本発明の一実施例によれば、前記リチウムと反応して合金を形成できる物質の添加量は全
体電解液１００重量部当り０．０１ないし０．３重量部であることが望ましく、これはリ
チウムと反応して合金を形成できる物質１００ないし３０００ｐｐｍに該当する値である
。添加量が０．０１重量部以下ではリチウムメタルとの合金形成が難しく、０．３重量部
以上では生成された合金が厚くなるために反応性が非常に低くなるという問題点がある。
【００１９】
また、前記リチウムと反応して合金を形成できる物質がヨウ化アルミニウムである場合の
添加量は全体電解液１００重量部当り０．０５ないし０．３重量部、すなわち５００ない
し３０００ｐｐｍであることが望ましい。
【００２０】
本発明の望ましい実施例によれば前記ＰＥＧＤＭＥの添加量は全体電解液１００重量部当
り０．２９重量部であり（１．４５ｍＭ）、前記ヨウ化アルミニウムの添加量は全体電解
液１００重量部当り０．１７重量部（１７１８ｐｐｍ）であることがさらに望ましい。
【００２１】
本発明に係る電解液組成物のうち前記リチウム塩は、ＬｉＰＦ 6、ＬｉＢＦ 4、ＬｉＣｌＯ

4、Ｌｉ（ＣＦ 3ＳＯ 2） 2、ＬｉＣＦ 3ＳＯ 3、ＬｉＳｂＦ 6及びＬｉＡｓＦ 6よりなるグルー
プから選択される何れか１つであることが望ましく、前記リチウム塩の濃度は０．４ない
し１．５Ｍであることが望ましい。
【００２２】
本発明に係る電解液組成物のうち前記有機溶媒は、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）、ジエチルカーボネート
（ＤＥＣ）、エチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、ス
ルホラン、２－メチルヒドロフラン及びγ－ブチロラクトン、アセトン、アセトニトリル
、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、ジグライム（ジエチレングリコールジメチル
エーテル：ＤＧＭ）、ジエチレングリコールジエチルエーテル、トリグライム（トリエチ
レングリコールジメチルエーテル：ＴＧＭ）、トリエチレングリコールジエチルエーテル
、１、３－ジオキソラン（ＤＯＸ）、４、５－ジエチル－ジオキソラン、４、５－ジメチ
ル－ジオキソラン、４－メチル－１、３－ジオキソラン、４－エチル－１、３－ジオキソ
ラン、２－フルオロベンゼン、３－フルオロベンゼン、４－フルオロベンゼン、ジメトキ
シエタン（ＤＭＥ）、ジエトキシエタン及びこれらの混合物よりなるグループから選択さ
れる何れか１つであることが望ましい。
【００２３】
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本発明は前記第２の技術的課題を達成するためにリチウムメタルに吸着可能なエチレンオ
キシドチェーンを有するポリマー吸着剤、リチウムと反応して合金を形成できる物質、リ
チウム塩及び有機溶媒を含むことを特徴とするリチウム２次電池用有機電解液を採用した
リチウム２次電池を提供する。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明をさらに詳細に説明する。
【００２５】
本発明において使われるエチレンオキシドチェーンを有するポリマー吸着剤はリチウム金
属の充放電時に均一な表面を保つためのものであって、前述したようにＰＥＧＤＭＥを使
用することが最も望ましく、この場合にはエチレンオキシドの末端基がリチウムメタルと
反応しても伝導性に優れた被膜を形成可能にする。一方、吸着効果及び流動効果を考慮す
るとき、前記ＰＥＧＤＭＥの添加量は全体電解液１００重量部当り０．２ないし１重量部
であることが望ましい。
【００２６】
前述したように本発明において、リチウムと反応して合金を形成させうる物質としては、
ヨウ化アルミニウムを使用することが最も望ましく、これは溶液内に解離しやすく、陰イ
オンが固体電解質被膜に良い効果を与えるからである。一方、前記ヨウ化アルミニウムの
添加量は全体電解液１００重量部当り０．０５ないし０．３重量部であることが望ましい
。
【００２７】
本発明に係る電解液はリチウム塩と有機溶媒を含む。リチウム塩は格子エネルギーが小さ
く解離度が大きくてイオン伝導度が良好で、熱安定性及び耐酸化性に優れるものを使用す
ることが望ましく、これらを単独または選択的混合物として使用でき、リチウム塩の濃度
は０．４Ｍないし１．５Ｍが望ましい。有機電解液内でリチウム塩のイオン伝導度は前記
範囲で最も高く現れるからである。
【００２８】
また、前記有機溶媒はイオンの解離度を高めてイオンの伝導を円滑にするために誘電率（
極性）が高く、低粘度を有するだけでなく、リチウム金属に対する反応性が小さいものを
使用しなければならないが、一般に高誘電率、高粘度を有する溶媒と低誘電率、低粘度を
有する溶媒とで構成された２種以上の混合溶液を使用することが望ましい。
【００２９】
一般にリチウム２次電池の充放電挙動は表面に形成される被膜の性質により大きい影響を
受ける。リチウムの充放電効率を向上させるために多様なリチウム塩及び溶媒に対する研
究が行われ、添加物に対する効果も報告されている。しかし、このような努力にも拘らず
リチウムメタル最大の問題点である樹枝状リチウム形成の問題点はまだも解決されておら
ず、添加剤を通じたリチウムメタルの安定化もその結果がまだ陰極としてリチウムメタル
を使用するには多くの問題点を有している。
【００３０】
本発明の有機電解液に添加される添加組成は既存の発明物に比べてリチウムの充放電効率
に非常に優れ、リチウム金属電池だけでなく、リチウムイオン電池、リチウムポリマー電
池及びサルファを陽極として採用する電池等に適用できる。
【００３１】
以下、前述した有機電解液を使用する本発明に係るリチウム２次電池のうちリチウムイオ
ン電池及びリチウムポリマー電池について詳しく説明する。
【００３２】
まず、カソード活物質、導電剤、結合剤及び溶媒を混合してカソード活物質組成物を準備
する。このカソード活物質組成物をアルミニウム集電体上に直接コーティング及び乾燥し
てカソード極板を準備する。または前記カソード活物質組成物を別の支持体上にキャステ
ィングした後、この支持体から剥離して得たフィルムをアルミニウム集電体上にラミネー
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ションしてカソード極板を製造することも可能である。
【００３３】
前記カソード活物質としては、リチウム含有金属酸化物として、特にＬｉＮｉ 1 - xＣｏ xＭ

yＯ 2，（Ｘ＝０－０．２，Ｍ＝Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ，Ｌａ，Ｙ＝０．００１ないし０
．０２），ＬｉＣｏＯ 2、ＬｉＭｎ xＯ 2 x，ＬｉＮｉ 1 - xＭｎ xＯ 2 x（ｘ＝１、２）等を使用
することが望ましい。そして、導電剤としてはカーボンブラックを使用することが望まし
く、結合剤としてはビニリデンフルオライド／ヘキサフルオロプロピレンコポリマー、ポ
リビニリデンフルオライド、ポリアクリロニトリル、ポリメチルメタクリレート、ポリテ
トラフルオロエチレンまたはその混合物を使用することが望ましい。この時、カソード活
物質、導電剤、結合剤及び溶媒の含量はリチウム２次電池で通用する量である。
【００３４】
前述したカソード極板製造時と同様に、アノード活物質、導電剤、結合剤及び溶媒を混合
してアノード活物質組成物を製造し、これを銅集電体に直接コーティングしたり、別の支
持体上にキャスティングしてこの支持体から剥離させたアノード活物質フィルムを銅集電
体にラミネーションしたりしてアノード極板を得る。アノード活物質としては、リチウム
金属、リチウム合金または炭素材を用いるが、その中でもメソフェーズ球形粒子を使用し
、これを炭化させて得た炭素物質、または繊維型メソフェーズピッチファイバを使用し、
これを炭化及び黒鉛化させて得た繊維型黒鉛であることが望ましい。また、アノード活物
質組成物において導電剤、結合剤及び溶媒はカソードの場合と同一に使われ、場合によっ
ては前記カソード電極活物質組成物及びアノード電極活物質組成物に可塑剤をさらに付加
して電極板内に気孔を形成することもある。
【００３５】
一方、セパレータとしては、リチウム２次電池に通用するものであればどれでも使用でき
る。すなわち、リチウムイオン電池の場合にはポリエチレン、ポリプロピレンのような巻
取り可能なセパレータを使用し、リチウムポリマー電池の場合には有機電解液含浸能力に
優れたセパレータを用いるが、このようなセパレータは下記方法によって製造可能である
。
【００３６】
すなわち、高分子樹脂、充填剤、可塑剤及び溶媒を混合してセパレータ組成物を準備する
。このセパレータ組成物を電極上に直接コーティング及び乾燥してセパレータフィルムを
形成し、または前記セパレータ組成物を支持体上にキャスティング及び乾燥した後、前記
支持体から剥離させたセパレータフィルムを電極上にラミネーションして形成しうる。
【００３７】
前記高分子樹脂は特に限定されないが、電極板の結合剤に使われる物質を全て使用できる
。ここにはビニリデンフルオライド／ヘキサフルオロプロピレンコポリマー、ポリビニリ
デンフルオライド、ポリアクリロニトリル、ポリメチルメタクリレート及びその混合物を
使用できる。その中でも、特にヘキサフルオロプロピレン含量が８ないし２５重量％であ
るビニリデンフルオライド－ヘキサフルオロプロピレンコポリマーを使用することが望ま
しい。
【００３８】
前述したようなカソード極板とアノード極板との間にセパレータを配置して電池構造体を
形成する。このような電池構造体をワインディングし、また、折曲して円筒形電池ケース
やまたは角形電池ケースに入れた後、本発明の有機電解液を注入すればリチウムイオン電
池が完成する。または前記電池構造体をバイセル構造に積層した後、これを有機電解液に
含浸させ、得られた結果物をパウチに入れて密封すればリチウムポリマー電池が完成する
。
【００３９】
本発明の添加剤として使われたエチレンオキシドチェーンを有するポリマーの基本作動メ
カニズムを図１に示した。内部のエチレンオキシドチェーン内にリチウムイオンが優先的
に配置されており、このような内部螺旋形イオンチェーン中心部がリチウムの充放電時に
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リチウムイオンの経路として作用する。リチウム金属表面の前方に吸着されているポリマ
ー添加剤は充放電時に可逆的に着脱を反復し、均一な表面を保ってリチウムメタルを安定
化させる役割をする。
【００４０】
本発明に添加剤として使われたリチウム合金を形成できる物質のうち、金属イオンはリチ
ウムイオンと反応してリチウム陰極表面にリチウム合金被膜を形成することによって、樹
枝状リチウムの成長を防ぐ役割をする。また、前記リチウム合金を形成できる物質のうち
金属イオン成分以外の解離された陰イオンは固体電解質被膜内に含浸されてリチウムイオ
ンのイオン伝導度を高める役割も行う。
【００４１】
前述したようにエチレンオキシドチェーンを有するポリマー及びリチウム合金を形成でき
る物質を最適の組成比で混合した電解液を電池に適用する場合、均一で安定した保護被膜
を形成すると同時にリチウムの充放電効率が既存のものに比べて非常に向上する。
【００４２】
【実施例】
以下、望ましい実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明がこれにより限定され
るものではない。
【００４３】
下記実施例において使われたＬｉＰＦ 6、ＬｉＳＯ 3ＣＦ 3は日本・橋本株式会社の電池試
薬級製品を精製せずに使用し、有機電解液の製造時に使われた溶媒はＭｅｒｃｋ社の電池
試薬級製品であり、あらゆる実験はアルゴンガス（９９．９９９９％以上）雰囲気下で実
施した。
【００４４】
＜実施例１＞
電解液を保管するプラスチック容器に１．１５ＭのＬｉＰＦ 6溶液を作れる含量のＬｉＰ
Ｆ 6を入れた後、ＥＣ／ＤＭＣ／ＥＭＣ／ＰＣ混合溶媒（体積比４：３：３：１）を入れ
てよく混ぜて前記リチウム金属塩を溶解させた。次いで、全体電解液を基準に重量平均分
子量が２０００であるＰＥＧＤＭＥ０．２重量部（１ｍＭ）、ヨウ化アルミニウム０．０
５重量部（５００ｐｐｍ）を添加して有機電解液を製造した。
【００４５】
＜実施例２＞
ＰＥＧＤＭＥ０．２９重量部（１．４５ｍＭ）、ヨウ化アルミニウム０．１７重量部（１
７１８ｐｐｍ）を添加したことを除いては実施例１と同じ方法で有機電解液を製造した。
【００４６】
＜実施例３＞
ＰＥＧＤＭＥ１重量部（５ｍＭ）、ヨウ化アルミニウム０．３重量部（３０００ｐｐｍ）
を添加したことを除いては実施例１と同じ方法で有機電解液を製造した。
【００４７】
＜実施例４＞
ＰＥＧＤＭＥの代りに重量平均分子量１０００であるポリエチレングリコールジメチルア
クリレート０．２重量部（１ｍＭ）を使用したことを除いては実施例２と同じ方法で有機
電解液を製造した。
【００４８】
＜実施例５＞
ヨウ化アルミニウムの代りにヨウ化マグネシウム０．０５重量部（５００ｐｐｍ）を使用
したことを除いては実施例２と同じ方法で有機電解液を製造した。
【００４９】
＜比較例１＞
混合有機電解液にヨウ化アルミニウムを添加していないことを除いては実施例１と同じ方
法で電解液を製造した。
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【００５０】
＜比較例２＞
混合有機電解液にＰＥＧＤＭＥを添加していないことを除いては実施例１と同じ方法で電
解液を製造した。
【００５１】
前記実施例１～５及び比較例１～２によって製造された有機電解液の充放電効率特性を評
価した。この時、前記特性は次のような方法によって評価した。
【００５２】
陽極及び陰極はリチウム金属を使用し、セパレータは旭化成製品を使用し、前記で製造さ
れた有機電解液を適用してコインセル（２０１６）を製造した後、充放電テストを行い、
その充放電効率を下記表１に示した。
【００５３】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５４】
前記表１に示されたように、本発明に係る電解液を採用した電池の充放電効率がＰＥＧＤ
ＭＥ単独添加（比較例１）またはヨウ化アルミニウム単独添加（比較例２）電解液を採用
した電池より優秀であることが分かる。また、実施例２の場合が充放電効率面で最も高い
ということが分かり、これは図３に示したように実験計画法を通じて確認した最適の組成
に対する結果と一致した。すなわち、本発明の最適の組成は、ＰＥＧＤＭＥ０．２９重量
部（１４５ｍＭ）、ヨウ化アルミニウム０．１７重量部（１７１８ｐｐｍ）であると示さ
れ、実施例２の電解液を採用した電池の容量を測定して図３に示した。
【００５５】
また、ＰＥＧＤＭＥの添加量を変化させ、それによるサイクル寿命特性を測定して本発明
の実施例２の電解液を採用した電池のサイクル寿命特性と比較して図４に示した。本発明
に係る電解液を採用した場合にサイクル寿命特性に優れるということが分かる。
【００５６】
図５は、ヨウ化アルミニウムの添加量を変化させ、それによるサイクル寿命特性を測定し
て本発明の実施例２の電解液を採用した電池のサイクル寿命特性と比較したものである。
その結果を通じて本発明に係る電解液を採用した場合にサイクル寿命特性が向上されるこ
とが分かる。
【００５７】
また、前記実施例２及び比較例１～２の電解液を採用した電池を、１００回の充放電サイ
クルを経た後、ＳＥＭ写真を通じて陰極表面を観察した結果を図６ないし図８に示した。
本発明の実施例２は比較例より均一で安定した保護被膜が形成されることが分かる。
【００５８】
＜実施例６＞
ＤＯＸ／ＴＧＭ（体積比１：１）にＬｉＰＦ 6を溶解させ１ＭのＬｉＰＦ 6溶液を製造した
後、ＰＥＧＤＭＥ０．２９重量部（１４５ｍＭ）、ヨウ化アルミニウム０．１７重量部（
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１７１８ｐｐｍ）を添加した有機電解液を製造した。
【００５９】
＜比較例３＞
ＤＯＸ／ＤＧＭ／ＤＭＥ／ＳＵＬ（体積比５：２：２：１）にＬｉＳＯ 3ＣＦ 3を溶解させ
て１ＭのＬｉＳＯ 3ＣＦ 3溶液を製造し、添加剤としてＰＥＧＤＭＥ０．２９重量部（１４
５ｍＭ）のみを使用して有機電解液を製造した。
【００６０】
＜比較例４＞
添加剤としてヨウ化アルミニウム０．１７重量部（１７１８ｐｐｍ）のみを使用したこと
を除いては比較例３と同じ方法で有機電解液を製造した。
【００６１】
＜比較例５＞
添加剤を使用しないことを除いては比較例３と同じ方法で有機電解液を製造した。
【００６２】
陽極としてサルファを、陰極としてリチウム金属を使用し、セパレータとしては旭化成製
品を使用し、前記実施例６及び比較例３ないし５により製造された有機電解液を使用して
電池を製造し、前記電池の充放電効率を測定して下記表２に示した。
【００６３】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６４】
前記表２に示されたように、本発明に係る電解液を採用したサルファ電池の充放電効率は
ＰＥＧＤＭＥ単独添加（比較例３）、ヨウ化アルミニウム単独添加（比較例４）または添
加剤を入れていない場合（比較例５）より優秀であることが分かる。
【００６５】
前記実施例１～５及び比較例１～２によって得られた有機電解液を使用した電池の充放電
寿命特性を評価するためにリチウムポリマー電池を次の通り製造した。
【００６６】
リチウムニッケルコバルトオキシド、カーボンブラックとビニリデンフルオライド－ヘキ
サフルオロプロピレンコポリマー及びＮ－メチルピロリドンを混合してカソード活物質組
成物を準備した後、これをアルミニウムホイルにコーティングした。次いで、前記結果物
を乾燥し、これを圧延及び切断してカソードを製造した。
【００６７】
これと別途に、黒鉛粉末、ビニリデンフルオライド－ヘキサフルオロプロピレンコポリマ
ー及びＮ－メチルピロリドンを混合してアノード活物質組成物を準備した後、これを銅ホ
イル上にコーティングした。次いで、前記結果物を乾燥した後、これを圧延及び切断して
アノードを製造した。
【００６８】
次いで、アセトン６０ｍｌにｅｌｆ－ａｔｏｃｈｅｍ社から商品名Ｋｙｎａｒ２８０１で
購入可能なビニリデンフルオライド／ヘキサフルオロプロピレン共重合体６ｇを溶解させ
た後、シリカ４ｇを２時間攪拌しつつ均一に混合し、ｎ－ブタノール２０ｍｌを加えて２
４時間攪拌して高分子マトリックス組成物を製造した。この高分子マトリックス組成物を
支持体上にキャスティングして６０℃で乾燥して高分子マトリックスを製造した。
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【００６９】
次いで、製造された陽極板、高分子マトリックス及び陰極板を順次にラミネーティングし
て電極構造剤を製造した。次いで、電極構造体を熱風乾燥器で１０５℃に乾燥した後にＵ
ＢＥ社から商品名ＵＢＥ３Ａで購入可能なエチレンカーボネート、ジメレンカーボネート
及びジメチルエチルカーボネートが３：３：４の重量比にて混合された溶媒にＬｉＰＦ 6

が１．３Ｍの濃度で含まれた電解液に浸漬させて電極構造体内に電解液を含浸させてリチ
ウムポリマー電池を完成した。
【００７０】
前述したように製造したリチウムポリマー電池に対して放電容量と３００回の充放電実験
後の放電容量を測定して初期放電容量に対応して示した。放電容量と充放電寿命特性は１
Ａ容量の充放電器（Ｍａｃｃｏｒ社製品）を利用し、充電及び放電は各々２５℃及び１Ｃ
で実施し、充電電圧は２．７５ないし４．２Ｖであった。
【００７１】
前記方法によって実施例１～５及び比較例１～２によって製造された有機電解液を採用し
た電池性能テスト結果を下記表３に示した。
【００７２】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７３】
表３に示されているように実施例１～５は比較例１～２より高率（２Ｃ）放電容量の効率
が優秀であるということが分かった。
【００７４】
【発明の効果】
本発明によって製造されたリチウム２次電池用有機電解液は、リチウムイオン電池、リチ
ウムポリマー電池及びリチウム金属を陰極として使用するリチウム金属ポリマー電池等全
ての電池に適用可能であり、特にリチウム金属ポリマー電池においてリチウム金属の安定
化及びリチウムのイオン伝導度を高める役割をするので、サイクル特性が向上し、充放電
効率が既存の電解液に比べて非常に優秀である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るＰＥＧＤＭＥが添加された電解液と陰極界面での反応メカニズムを
示す。
【図２】本発明に係るＰＥＧＤＭＥとヨウ化アルミニウムの組成によるリチウムの充放電
効率を示す。
【図３】実施例２の電解液を採用した電池の容量をテストした結果を示す。
【図４】従来のＰＥＧＤＭＥの添加量によるサイクル寿命特性と本発明の実施例２の電解
液を採用した電池のサイクル寿命特性とを示す。
【図５】従来のヨウ化アルミニウムの添加量によるサイクル寿命特性と本発明の実施例２
の電解液を採用した電池のサイクル寿命特性とを示す。
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【図６】実施例２の電解液を採用した電池に対して１００回の充放電後の電池の陰極表面
に対するＳＥＭ写真を示す図を比較した結果を示す。
【図７】比較例１の電解液を採用した電池に対して１００回の充放電後の電池の陰極表面
に対するＳＥＭ写真を示す図を比較した結果を示す。
【図８】比較例２の電解液を採用した電池に対して１００回の充放電後の電池の陰極表面
に対するＳＥＭ写真を示す図を比較した結果を示す。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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