
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式Ｌｉｙ Ｎｉ１ － ｚ Ｍ 'ｚ Ｏ２ （式中、０．０５≦ｙ≦１．２である。また、０≦ｚ
≦０．５である。そして、Ｍ 'はＦｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｂ、Ｇａ
、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒからなる群より選ばれる一種以上である。）で表さ
れるニッケル酸リチウム粒子の表面が、オリビン型結晶構造を有する一般式Ｌｉｘ ＭＰＯ

４ （式中、０．０５≦ｘ≦１．２である。また、ＭはＦｅ，Ｍｎ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｃｕ，Ｚ
ｎ，Ｍｇからなる群より選ばれる一種以上である。）で表されるオリビン化合物で被覆さ
れてなること
を特徴とする正極活物質。
【請求項２】
正極活物質 上記オリビン化合物の 比率

範囲であること
を特徴とする請求項１記載の正極活物質。
【請求項３】
上記オリビン化合物の平均粒子径が、上記ニッケル酸リチウムの平均粒子径の１／２以下
であること
を特徴とする請求項１記載の正極活物質。
【請求項４】
上記オリビン化合物の被覆厚さが０．１μｍ～１０μｍの範囲であること
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全体の質量 Aにおける、 質量 Bの B/Aが５％～５０％
の



を特徴とする請求項１記載の正極活物質。
【請求項５】
正極活物質を備えた正極と、リチウム金属、リチウム合金またはリチウムをドープ、脱ド
ープすることが可能な材料を含有する負極と、非水電解質とを備え、
上記正極活物質は、一般式Ｌｉｙ Ｎｉ１ － ｚ Ｍ 'ｚ Ｏ２ （式中、０．０５≦ｙ≦１．２で
ある。また、０≦ｚ≦０．５である。そして、Ｍ 'はＦｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ａ
ｌ、Ｓｎ、Ｂ、Ｇａ、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒからなる群より選ばれる一種以
上である。）で表されるニッケル酸リチウム粒子の表面がオリビン型結晶構造を有する一
般式Ｌｉｘ ＭＰＯ４ （式中、０．０５≦ｘ≦１．２である。また、ＭはＦｅ，Ｍｎ，Ｃｏ
，Ｎｉ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｍｇからなる群より選ばれる一種以上である。）で表されるオリビ
ン化合物で被覆されてなること
を特徴とする非水電解質二次電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、リチウムを可逆的にドープ及び脱ドープ可能な正極活物質、これを用いた非水
電解質二次電池に関する。
【０００２】
【従来の技術】
リチウムイオン電池二次電池の正極材料として広く一般に使用されているコバルト酸リチ
ウムＬｉＣｏＯ２ に比べ、より高い充放電容量が得られる活物質としてニッケル酸リチウ
ムＬｉｙ Ｎｉ１ － ｚ Ｍ’ｚ Ｏ２ （式中、０．０５≦ｙ≦１．２、０≦ｚ≦０．５である。
また、Ｍ’はＦｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｂ、Ｇａ、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、
Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒからなる群より選ばれた一種以上である。）が知られている。
【０００３】
このようなニッケル酸リチウムにおいては、コバルト酸リチウムの放電容量が１５０ｍＡ
ｈ／ｇ程度であるのに対して、１８０～２００ｍＡｈ／ｇ程度の放電容量が得られる。ま
た、ニッケル酸リチウムの原材料であるニッケルの価格はコバルトに比べ安価であるため
、ニッケル酸リチウムはコスト面においてもコバルト酸リチウムよりも優れている。さら
に、原料の供給安定性はニッケルの方がコバルトよりも良く、原料の供給安定性の面でも
ニッケル酸リチウムの方がコバルト酸リチウムよりも優れている。
【０００４】
しかしながら、このようなニッケル酸リチウムは、前述のような長所を有する一方で、従
来のコバルト酸リチウムに比べて充電状態での安定性が低いという短所がある。これは充
電時に生成する４価のＮｉイオンの不安低さに起因して、結晶構造の安定性が低く、電解
液との反応性が高いためである。また、熱分解開始温度もコバルト酸リチウムに比べて低
めである。このため、特に高温での充放電サイクルや充電状態での高温保存時における劣
化が大きく、未だ広く使用されるには至っていない。
【０００５】
一方、リチウムイオン二次電池の正極材料として、ポリアニオンを基本骨格とするオリビ
ン化合物Ｌｉｘ ＭＰＯ４ （式中、０．０５≦ｘ≦１．２である。また、ＭはＦｅ，Ｍｎ，
Ｃｏ，Ｎｉ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｍｇ，Ｃｒ，Ｖ，Ｍｏ，Ｔｉ，Ａｌ，Ｎｂ，Ｂ，Ｇａからなる
群より選ばれた一種以上である。）が知られている。
【０００６】
これらのオリビン化合物は二次電池の正極材料として使われた際、充放電に伴う結晶構造
変化が少ないためサイクル特性に優れ、また結晶中の酸素原子がリンとの共有結合により
安定して存在するため電池が高温環境下に晒された際にも酸素放出の可能性が小さく安全
性に優れるというメリットがある。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
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しかしながら、オリビン化合物は前述のような長所をもつ一方、エネルギー密度が低いと
いう欠点がある。すなわち、重量当りの放電容量は、一般的にリチウムイオン二次電池に
用いられているコバルト酸リチウムが１５０ｍＡｈ／ｇ程度、ニッケル酸リチウムが１８
０～２００ｍＡｈ／ｇ程度であるのに対して、オリビン化合物の重量当たりの放電容量は
、充放電能力の高いものでもせいぜいコバルト酸リチウムと同等程度でしかない。さらに
、材料の真密度はコバルト酸リチウムが５．１ｇ／ｃｍ３ 、ニッケル酸リチウムが４．８
ｇ／ｃｍ３ であるのに対して、オリビン化合物の真密度は３．５ｇ／ｃｍ３ 程度であり、
略３０％も低い。
【０００８】
このため、この材料を単独で電池に用いた場合には体積当りのエネルギー密度が低くなっ
てしまい、一般消費者のニーズである高容量化を満たすことができない。さらに、オリビ
ン化合物は電子導電性が低いという欠点があり、オリビン化合物を単独で使用した場合に
は、負荷特性がコバルト酸リチウムやニッケル酸リチウムに比べて劣るという問題がある
。
【０００９】
そこで、上述したそれぞれの材料の長所を有効に活用するために、ニッケル酸リチウムと
オリビン化合物とを混合して正極材料として用いることが考えられるが、ニッケル酸リチ
ウムを用いた電池の高温使用状態での安定性を引き出そうとすると、かなり多量の、例え
ば重量比で５０％を超えるような量のオリビン化合物を混合する必要があり、本来ニッケ
ル酸リチウムが有する長所である高い充放電容量が得られないという問題がある。
【００１０】
したがって、本発明は、上述した従来の実情に鑑みて創案されたものであり、ニッケル酸
リチウムの長所とオリビン化合物の長所とを併せ持つ、高放電容量及び高温安定性に優れ
た正極活物質及びこれを利用した非水電解質二次電池を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記の問題を解消するべく、ニッケル酸リチウムとオリビン化合物との正極活物質材料と
しての特性を最大限に引き出すために、本発明においてはニッケル酸リチウムの表面をオ
リビン化合物で被膜して正極活物質を構成するものである。
【００１２】
すなわち、以上の目的を達成する本発明に係る正極活物質は、一般式Ｌｉｙ Ｎｉ１ － ｚ Ｍ
’ｚ Ｏ２ （式中、０．０５≦ｙ≦１．２である。また、０≦ｚ≦０．５である。そして、
Ｍ’はＦｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｂ、Ｇａ、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ｍｇ、
Ｃａ、Ｓｒからなる群より選ばれる一種以上である。）で表されるニッケル酸リチウム粒
子の表面が、オリビン型結晶構造を有する一般式Ｌｉｘ ＭＰＯ４ （式中、０．０５≦ｘ≦
１．２である。また、ＭはＦｅ，Ｍｎ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｍｇからなる群より選
ばれる一種以上である。）で表されるオリビン化合物で被覆されてなることを特徴とする
ものである。
【００１３】
また、以上の目的を達成する本発明に係る非水電解質二次電池は、正極活物質を備えた正
極と、リチウム金属、リチウム合金またはリチウムをドープ、脱ドープすることが可能な
材料を含有する負極と、非水電解質とを備え、正極活物質は、一般式Ｌｉｙ Ｎｉ１ － ｚ Ｍ
’ｚ Ｏ２ （式中、０．０５≦ｙ≦１．２である。また、０≦ｚ≦０．５である。そして、
Ｍ’はＦｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｂ、Ｇａ、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ｍｇ、
Ｃａ、Ｓｒからなる群より選ばれる一種以上である。）で表されるニッケル酸リチウム粒
子の表面がオリビン型結晶構造を有する一般式Ｌｉｘ ＭＰＯ４ （式中、０．０５≦ｘ≦１
．２である。また、ＭはＦｅ，Ｍｎ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｍｇからなる群より選ば
れる一種以上である。）で表されるオリビン化合物で被覆されてなることを特徴とするも
のである。
【００１４】
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以上のような本発明に係る正極活物質は、ニッケル酸リチウムの表面を安定性に優れたオ
リビン化合物で被覆しているため、電解質とニッケル酸リチウムとの反応を抑制すること
ができ、高温状態でのニッケル酸リチウムの安定性を高めることができる。
【００１５】
すなわち、ニッケル酸リチウムの有する高い充放電容量を維持し、オリビン化合物の混合
によるエネルギー密度の低下を抑えつつ、ニッケル酸リチウムの高温状態での安定性を高
めることができ、その結果、正極活物質全体として充放電容量と高温安定性を高いレベル
で両立させることが可能となる。
【００１６】
また、本発明においては、ニッケル酸リチウムの表面をオリビン化合物で被覆し、オリビ
ン化合物をニッケル酸リチウムの表面に集中的に配置させる。これにより、少量のオリビ
ン化合物によりニッケル酸リチウムと電解液との反応抑制効果を効率的に得ることができ
る。その結果、例えばニッケル酸リチウムとオリビン化合物とを単純に混合した場合に比
べてオリビン化合物使用量を少量に抑えることができる。これにより、オリビン化合物使
用によるエネルギー密度の低下を効果的に抑制することができる。
【００１７】
また、ニッケル酸リチウムは高い電子導電性を有するため、ニッケル酸リチウムの表面に
付着したオリビン化合物はオリビン化合物自体の電子導電性の低さが補われ、正極活物質
としてオリビン化合物を単独で使用した場合に比べてエネルギー密度を低下させることな
くオリビン化合物の特性を十分に引き出すことが可能である。
【００１８】
なお、本発明においては、ニッケル酸リチウムの表面にオリビン化合物を単に付着させる
のではなく、ニッケル酸リチウムの表面をオリビン化合物で被覆するということが重要で
ある。すなわち、例えばニッケル酸リチウムとオリビン化合物とを単純混合してニッケル
酸リチウムの表面にオリビン化合物がランダムに付着したような状態では、上述したよう
な効果を得ることはできない。ニッケル酸リチウムの表面をオリビン化合物でむら無く被
覆することにより上述したような本発明の効果を得ることができる。
【００１９】
そして、本発明に係る非水電解質二次電池においては、上述したような正極活物質を用い
ているため、充放電容量と高温安定性とが高いレベルで両立した非水電解質二次電池が実
現されている。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本発明は以下の記述に限定さ
れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。
【００２１】
以下、図１に示す本発明を適用して構成したコイン型非水電解質二次電池を例に説明する
。本発明を適用したコイン型非水電解質二次電池１は、図１に示すように、正極２と、正
極２を収容する正極缶３と、負極４と、負極４を収容する負極缶５と、正極２と負極４と
の間に配されたセパレータ６と、絶縁ガスケット７とを備え、電解質として電解液を用い
る場合には、正極缶３及び負極缶５内に非水電解液が充填されてなる。固体電解質やゲル
電解質を用いる場合には、固体電解質層、ゲル電解質層を正極２や負極４の活物質上に形
成する。また、正極活物質及び負極活物質はリチウムを可逆的にドープ・脱ドープ可能な
材料である。
【００２２】
正極２は、正極集電体上に、正極活物質を含有する正極活物質層が形成されてなる。正極
集電体としては、例えばアルミニウム箔等が用いられる。
【００２３】
そして、正極活物質としては、一般式Ｌｉｙ Ｎｉ１ － ｚ Ｍ’ｚ Ｏ２ （式中、０．０５≦ｙ
≦１．２である。また、０≦ｚ≦０．５である。そして、Ｍ’はＦｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｃｕ
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、Ｚｎ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｂ、Ｇａ、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒからなる群より選ば
れる一種以上である。）で表されるニッケル酸リチウム粒子の表面が、オリビン型結晶構
造を有する一般式Ｌｉｘ ＭＰＯ４ （式中、０．０５≦ｘ≦１．２である。また、ＭはＦｅ
，Ｍｎ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｍｇからなる群より選ばれる一種以上である。）で表
されるオリビン化合物で被覆されてなる正極活物質が用いられる。
【００２４】
一般式Ｌｉｙ Ｎｉ１ － ｚ Ｍ’ｚ Ｏ２ で表されるニッケル酸リチウムは、高い放電容量を有
するという長所がある。すなわち、コバルト酸リチウムの放電容量が１５０ｍＡｈ／ｇ程
度であるのに対して、ニッケル酸リチウムでは１８０～２００ｍＡｈ／ｇ程度の放電容量
が得られる。また、ニッケル酸リチウムの原材料であるニッケルの価格はコバルトに比べ
安価であるため、ニッケル酸リチウムはコスト面においてもコバルト酸リチウムよりも優
れている。さらに、原料の供給安定性はニッケルの方がコバルトよりも良く、原料の供給
安定性の面でもニッケル酸リチウムの方がコバルト酸リチウムよりも優れている。したが
って、ニッケル酸リチウムを用いることにより、高放電容量を有する正極活物質を安価に
提供することが可能である。
【００２５】
しかしながら、ニッケル酸リチウムは、前述のような長所を有する一方で、従来のコバル
ト酸リチウムに比べて充電状態での安定性が低いという短所がある。これは充電時に生成
する４価のＮｉイオンの不安低さに起因して、結晶構造の安定性が低く、電解液との反応
性が高いためである。また、熱分解開始温度もコバルト酸リチウムに比べて低めである。
このため、ニッケル酸リチウムを単独で正極活物質として用いた場合には、特に高温での
充放電サイクルや充電状態での高温保存時における劣化が大きいという問題がある。
【００２６】
また、一般式Ｌｉｘ ＭＰＯ４ で表されるオリビン型結晶構造を有するオリビン化合物は、
二次電池の正極材料として使われた際、充放電に伴う結晶構造変化が少ないためサイクル
特性に優れ、また結晶中の酸素原子がリンとの共有結合により安定して存在するため、電
池が高温環境下に晒された際にも酸素放出の可能性が小さく安全性に優れるという利点が
ある。
【００２７】
したがって、正極活物質としてこのような一般式Ｌｉｘ ＭＰＯ４ で表されるオリビン化合
物を用いることにより、サイクル特性及び安全性に優れた非水電解質二次電池を構成する
ことができる。このような正極活物質としては、一般式ＬｉＭＰＯ４ （式中、ＭはＦｅ，
Ｍｎ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｍｇ，Ｃｒ，Ｖ，Ｍｏ，Ｔｉ，Ａｌ，Ｎｂ，Ｂ，Ｇａか
らなる群より選ばれた一種以上である。）で表されるオリビン型結晶構造を有する化合物
、具体的には、ＬｉＦｅＰＯ４ （以下、リチウム鉄リン酸化物と呼ぶことがある。）など
が好適である。
【００２８】
このようなリチウム鉄リン酸化物は、マンガンよりも資源的に豊富で安価な材料である鉄
をベースとした材料であるため、リチウム・マンガン複合酸化物系の材料を正極活物質と
して用いた場合と比して安価な非水電解質二次電池が実現できる。
【００２９】
しかしながら、一般式Ｌｉｘ ＭＰＯ４ で表されるオリビン粒子は、前述のような長所を有
する一方、エネルギー密度が低いという欠点がある。すなわち、一般的にリチウムイオン
二次電池に用いられているコバルト酸リチウムの重量当りの放電容量が１５０ｍＡｈ／ｇ
程度、ニッケル酸リチウム重量当りの放電容量が１８０～２００ｍＡｈ／ｇ程度であるの
に対して、オリビン化合物の重量当たりの放電容量は、充放電能力の高いものでもせいぜ
いコバルト酸リチウムと同等程度でしかない。さらに、材料の真密度はコバルト酸リチウ
ムが５．１ｇ／ｃｍ３ 、ニッケル酸リチウムが４．８ｇ／ｃｍ３ であるのに対して、オリ
ビン化合物の真密度は３．５ｇ／ｃｍ３ 程度であり、略３０％も低い。
【００３０】
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このため、オリビン化合物を単独で正極活物質として用いた場合には体積当りのエネルギ
ー密度が低くなってしまい、高容量化を満たすことができない。さらに、オリビン化合物
は電子導電性が低いという欠点があり、オリビン化合物を単独で使用した場合には、負荷
特性がコバルト酸リチウムやニッケル酸リチウムに比べて劣るという問題がある。
【００３１】
そこで、本発明においては、それぞれの問題を解消し、ニッケル酸リチウムとオリビン化
合物との正極活物質材料としての特性を最大限に引き出すために、ニッケル酸リチウムの
表面をオリビン化合物で被膜して正極活物質を構成する。ニッケル酸リチウムの表面を安
定性に優れたオリビン化合物で被覆することにより、電解液とニッケル酸リチウムとの反
応を抑制することができ、高温状態でのニッケル酸リチウムの安定性を高めることができ
る。すなわち、ニッケル酸リチウムの有する高い充放電容量を維持し、オリビン化合物の
混合によるエネルギー密度の低下を抑えつつ、ニッケル酸リチウムの高温状態での安定性
を高めることができ、全体として充放電容量と高温安定性、例えばサイクル特性や保存特
性を高いレベルで両立させることが可能となる。
【００３２】
ここで、本発明において重要な点は、ニッケル酸リチウムの表面にオリビン化合物を単に
付着させるのではなく、ニッケル酸リチウムの表面をオリビン化合物で被覆するというこ
とである。すなわち、例えばニッケル酸リチウムとオリビン化合物とを単純混合してニッ
ケル酸リチウムの表面にオリビン化合物がランダムに付着したような状態では、上述した
ような効果を得ることはできない。ニッケル酸リチウムの表面をオリビン化合物でむら無
く被覆することにより初めて上述したような本発明の効果を得ることが可能となる。
【００３３】
また、本発明においては、ニッケル酸リチウムの表面をオリビン化合物で被覆すること、
すなわちニッケル酸リチウムの表面に集中的にオリビン化合物を配置させることにより、
少量のオリビン化合物でニッケル酸リチウムと電解液との反応抑制効果を効率的に得るこ
とができる。その結果、例えばニッケル酸リチウムとオリビン化合物とを単純に混合した
場合に比べてオリビン化合物使用量を少量に抑えることができる。これにより、オリビン
化合物使用によるエネルギー密度の低下を抑制することが可能となる。
【００３４】
またニッケル酸リチウムは高い電子導電性を有するため、ニッケル酸リチウムの表面に付
着したオリビン化合物はオリビン化合物自体の電子導電性の低さが補われ、正極活物質と
してオリビン化合物を単独で使用した場合に比べてオリビン化合物の特性を十分に引き出
せるという利点もある。
【００３５】
ここで、正極活物質の総重量に対するオリビン化合物の比率、

であること
が好ましい。オリビン化合物の比率が である場合には、ニッケル酸リチウムの表
面を覆うオリビン化合物粒子の数が減りすぎてしまい、本発明の効果を十分に得ることが
できない可能性がある。
【００３６】
また、オリビン化合物の比率が より大きい場合には、ニッケル酸リチウムの利点で
ある高充放電容量を十分に得ることができなくなり、また、エネルギー密度の点から、コ
バルト酸リチウムなど従来の活物質に対する優位性が低くなってしまう虞がある。したが
って、オリビン化合物の比率を上記のような範囲とすることにより、ニッケル酸リチウム
の利点である高充放電容量を大きく損なわずに高温安定性を向上させることができる。
【００３７】
例えば放電容量１８０ｍＡｈ／ｇのニッケル酸リチウムと容量１５０ｍＡｈ／ｇのオリビ
ン化合物とを用いて本発明に係る正極活物質を構成した場合、正極活物質の放電容量は１
６５ｍＡｈ／ｇ～１７８．５ｍＡｈ／ｇ程度となり、放電容量の低下はニッケル酸リチウ
ムを単独で用いた場合の略８％以下程度に抑えることができる。

10

20

30

40

50

(6) JP 3632686 B2 2005.3.23

すなわち正極活物質全体の
質量 Aにおける、上記オリビン化合物の質量 Bの比率 B/Aが５％～５０％の範囲

５％未満

５０％



【００３８】
また、このような正極活物質の見かけの真密度は、真密度４．８ｇ／ｃｍ３ のニッケル酸
リチウムと真密度３．５ｇ／ｃｍ３ のオリビン化合物を用いた場合、４．１５ｇ／ｃｍ３

～４．７４ｇ／ｃｍ３ となり、真密度の低下は略１４％以内に抑えることができる。
【００３９】
なお、本発明に用いるオリビン化合物としては、特開２００１－２５０５５５号公報など
で述べられているような、合成時の焼成温度が５００℃～７００℃、或いはその近傍温度
で焼成されたものを用いることが好ましい。このような温度で焼成されたオリビン化合物
は一般に、平均粒子径がニッケル酸リチウムの平均粒子径に比べ小さく、オリビン化合物
の粒子径はニッケル酸リチウムの少なくとも１／２以下になることが確認されている。例
えば、ニッケル酸リチウムの平均粒子径が１０μｍ～２０μｍ程度であるのに対し、オリ
ビン化合物の平均粒子径は５μｍ以下程度となる。
【００４０】
また、本発明において、上記の「平均粒子径」は一部の一次粒子と、一次粒子が凝集体を
形成した二次粒子の混合状態で計測される値であるが、オリビン化合物の二次粒子はニッ
ケル酸リチウムの二次粒子に比べて一次粒子に粉砕され易いため、前述の焼成温度範囲で
あればオリビン化合物の粒子はほとんどニッケル酸リチウム粒子の略１／１０以下にする
ことができる。すなわち、オリビン化合物の粒子径を、ニッケル酸リチウム二次粒子の表
面を覆う材料として都合の良い大きさとすることができる。逆に、７００℃を超えるよう
な高い温度で焼成して得たオリビン化合物を用いた場合、その一次粒子径が大きくなりす
ぎるため、ニッケル酸リチウムの表面被覆材としては好ましくないものになってしまう。
【００４１】
また、オリビン化合物の粒子径がニッケル酸リチウム粒子径の１／２以下であれば、計算
上、２８個以上のオリビン化合物粒子がニッケル酸リチウムの表面に配置することができ
、最低限、所望の効果を得ることが可能である。
【００４２】
すなわち、本発明においては、オリビン化合物の平均粒子径は、ニッケル酸リチウムの平
均粒子径の１／２以下であることが好ましい。そして、好ましいオリビン化合物の平均粒
子径は、ニッケル酸リチウムの平均粒子径の１／１０以下である。なお、下限はオリビン
粒子の製造限界値とされる。オリビン化合物は、平均粒子径が細かい方がニッケル酸リチ
ウムの表面を被覆しやすく、またニッケル酸リチウム粒子の表面を緻密に覆い、被覆する
ことができ、本発明の効果をより効果的に得ることができる。
【００４３】
また、オリビン化合物によるニッケル酸リチウムの表面の被覆厚さは、０．１μｍ～１０
μｍの範囲であることが好ましい。オリビン化合物によるニッケル酸リチウムの表面の被
覆厚さが０．１μｍよりも薄い場合には、本発明の効果が得られない虞がある。また、オ
リビン化合物によるニッケル酸リチウムの表面の被覆厚さが１０μｍよりも厚い場合には
、正極活物質におけるオリビン粒子の比率が多くなりすぎるため、体積当たりの充放電容
量が減少し、体積当たりのエネルギー密度が減少してしまうため高い充放電容量が得られ
なくなってしまう。したがって、オリビン化合物によるニッケル酸リチウムの表面の被覆
厚さを上記のような範囲とすることにより、本発明の効果を確実に得ることができる。
【００４４】
以上のような本発明に係る正極活物質では、ニッケル酸リチウム及びオリビン化合物のそ
れぞれの欠点が補われ、ニッケル酸リチウムの長所である高充放電容量とオリビン化合物
の長所である高温安定性とを両立した、従来のコバルト酸リチウムより優れた正極活物質
が実現されている。そして、これを利用することにより、良好な充放電容量を有し、且つ
高温安定性にも優れた非水電解質二次電池を実現することができる。
【００４５】
正極活物質層に含有される結合剤としては、この種の非水電解質二次電池の正極活物質層
の結合剤として通常用いられている公知の樹脂材料等を用いることができる。また、正極
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活物質層には、導電剤等、公知の添加剤を必要に応じて添加することができる。
【００４６】
正極缶３は、正極２を収容するものであり、また、非水電解質二次電池１の正極側外部端
子としての機能を兼ねるものである。
【００４７】
負極４は、負極集電体上に、負極活物質を含有する負極活物質層が形成されてなる。負極
集電体としては、例えばニッケル箔等が用いられる。
【００４８】
そして、負極活物質としてはリチウムをドープ・脱ドープ可能な材料であればいずれも使
用することができる。例示するならば難黒鉛化性炭素、人造黒鉛、天然黒鉛、熱分解炭素
類、ピッチコークス、ニードルコークス、石油コークス等のコークス類、グラファイト類
、ガラス状炭素類、フェノール樹脂やフラン樹脂等を適当な温度で焼成し炭素化した有機
高分子化合物焼成体、炭素繊維、活性炭、カーボンブラック類等の炭素質材料を使用する
ことができる。また金属リチウム、リチウムと合金あるいは化合物を形成可能な金属ある
いは半導体、またはこれらの合金あるいは化合物が挙げられる。これら金属、合金あるい
は化合物は、例えば、化学式Ｄｓ Ｅｔ Ｌｉｕ で表されるものである。この化学式において
、Ｄはリチウムと合金あるいは化合物を形成可能な金属元素、および半導体元素のうちの
少なくとも１種を表わし、ＥはリチウムおよびＤ以外の金属元素および半導体元素のうち
少なくとも１種を表す。また、ｓ、ｔおよびｕの値は、それぞれｓ＞０、ｔ≧０、ｕ≧０
である。中でも、リチウムと合金あるいは化合物を形成可能な金属元素あるいは半導体元
素としては、４Ｂ族の金属元素あるいは半導体元素が好ましく、特に好ましくはケイ素あ
るいはスズであり、最も好ましくはケイ素である。酸化鉄、酸化ルテニウム、酸化モリブ
デン、酸化タングステン、酸化チタン、酸化スズ等の比較的電位が卑な電位でリチウムを
ドープ脱ドープする酸化物やその他窒化物なども同様に使用可能である。
【００４９】
負極活物質層に含有される結合剤としては、この種の非水電解質二次電池の負極活物質層
の結合剤として通常用いられている公知の樹脂材料等を用いることができる。
【００５０】
負極缶５は、負極４を収容するものであり、また、非水電解質二次電池１の負極側外部端
子としての機能を兼ねるものである。
【００５１】
非水電解質としては、非水溶媒に電解質塩を溶解させた非水電解液、電解質塩を含有させ
た固体電解質、高分子電解質、高分子化合物などに電解質を混合または溶解させた固体状
もしくはゲル状電解質等を用いることができる。
【００５２】
非水電解液は、有機溶媒と電解質とを適宜組み合わせて調製されるが、これらの有機溶媒
はこの種の電池に用いられるものであればいずれも使用可能である。例示するならば、プ
ロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、ジメチルカーボ
ネート、１，２－ジメトキシエタン、１，２－ジエトキシエタン、γ－ブチロラクトン、
テトラヒドロフラン、２－メチルテトラヒドロフラン、１，３－ジオキソラン、４メチル
１，３ジオキソラン、ジエチルエーテル、スルホラン、メチルスルホラン、アセトニトリ
ル、プロピオニトリル、アニソール、酢酸エステル、酪酸エステル、プロピオン酸エステ
ル等を用いることができる。特に、電圧安定性の点からは、プロピレンカーボネート等の
環状カーボネート類、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート等の鎖状カーボネー
ト類を使用することが好ましい。また、このような有機溶媒は、１種類を単独で用いても
よく、２種類以上を混合して用いてもよい。
【００５３】
固体電解質としては、リチウムイオン導電性を有する材料であれば無機固体電解質、高分
子固体電解質いずれも用いることができる。無機固体電解質としては、窒化リチウム、よ
う化リチウム等が挙げられる。また、高分子固体電解質は、電解質塩と該電解質塩を溶解
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する高分子化合物とからなり、この高分子化合物はポリ（エチレンオキサイド）や同架橋
体などのエーテル系高分子、ポリ（メタクリレート）エステル系、アクリレート系などを
、単独あるいは分子中に共重合、または混合して用いることができる。
【００５４】
また、ゲル状電解質のマトリックスとしては上記の非水電解液を吸収してゲル化するもの
であれば種々の高分子が利用できる。ゲル状電解質に用いられる高分子材料としては、例
えば、ポリ（ビニリデンフルオロライド）やポリ（ビニリデンフルオロライド－ｃｏ－ヘ
キサフルオロプロピレン）などのフッ素系高分子を使用することができる。
【００５５】
また、ゲル状電解質に用いられる高分子材料としては、例えば、ポリアクリロニトリル及
びポリアクリロニトリルの共重合体を使用することができる。共重合モノマー（ビニル系
モノマー）としては、例えば、酢酸ビニル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸ブチル、
アクリル酸メチル、アクリル酸ブチル、イタコン酸、水素化メチルアクリレート、水素化
エチルアクリレート、アクリルアミド、塩化ビニル、フッ化ビニリデン、塩化ビニリデン
等を挙げることができる。さらに、アクリロニトリルブタジエンゴム、アクリロニトリル
ブタジエンスチレン樹脂、アクリロニトリル塩化ポリエチレンプロピレンジエンスチレン
樹脂、アクリロニトリル塩化ビニル樹脂、アクリロニトリルメタアクリレート樹脂、アク
リロニトリルアクリレート樹脂等を使用することができる。
【００５６】
また、ゲル状電解質に用いられる高分子材料としては、ポリエチレンオキサイド及びポリ
エチレンオキサイドの共重合体、同架橋体などのエーテル系高分子を使用することができ
る。共重合モノマーとしては、例えば、ポリプロピレンオキサイド、メタクリル酸メチル
、メタクリル酸ブチル、アクリル酸メチル、アクリル酸ブチル等を挙げることができる。
【００５７】
なお、以上のような高分子の中でも、特に酸化還元安定性から、フッ素系高分子を用いる
ことが好ましい。
【００５８】
そして、上記電解質中で用いられる電解質塩はこの種の電池に用いられるものであればい
ずれも使用可能である。例示するならば、ＬｉＣｌＯ４ 、ＬｉＡｓＦ６ 、ＬｉＰＦ６ 、Ｌ
ｉＢＦ４ 、ＬｉＢ（Ｃ６ Ｈ５ ）４ 、ＣＨ３ ＳＯ３ Ｌｉ、ＣＦ３ ＳＯ３ Ｌｉ、ＬｉＣｌ、Ｌ
ｉＢｒ等を用いることができる。
【００５９】
セパレータ６は、正極２と、負極４とを離間させるものであり、この種の非水電解質二次
電池のセパレータとして通常用いられている公知の材料を用いることができ、例えばポリ
プロピレンなどの高分子フィルムが用いられる。なお、電解質として固体電解質、ゲル電
解質を用いた場合には、このセパレータ６は必ずしも設けなくともよい。
【００６０】
絶縁ガスケット７は、正極缶３及び負極缶５内に充填された非水電解液の漏出を防止する
ためのものである、負極缶５に組み込まれ一体化されている。
【００６１】
以上のように構成されたコイン型非水電解質二次電池１においては、正極活物質として、
一般式Ｌｉｙ Ｎｉ１ － ｚ Ｍ’ｚ Ｏ２ （式中、０．０５≦ｙ≦１．２である。また、ｚは０
≦ｚ≦０．５である。そして、Ｍ’はＦｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｂ、
Ｇａ、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒからなる群より選ばれる一種以上である。）で
表されるニッケル酸リチウム粒子の表面が、オリビン型結晶構造を有する一般式Ｌｉｘ Ｍ
ＰＯ４ （式中、０．０５≦ｘ≦１．２である。また、ＭはＦｅ，Ｍｎ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｃｕ
，Ｚｎ，Ｍｇからなる群より選ばれる一種以上である。）で表されるオリビン化合物で被
覆されてなる正極活物質を用いているため、ニッケル酸リチウム及びオリビン化合物のそ
れぞれの欠点が補われ、ニッケル酸リチウムの長所である高充放電容量とオリビン化合物
の長所である高温安定性とを両立した、良好な充放電容量を有し且つ高温安定性にも優れ
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た非水電解質二次電池が実現されている。
【００６２】
以上のように構成された非水電解質二次電池１は、例えば電解質として電解液を用いる場
合、以下のようにして作製される。
【００６３】
まず、正極２を作製する。原料となるニッケル酸リチウム（ＬｉＮｉＯ２ ）とリチウムマ
ンガン系オリビン化合物（ＬｉＭｎＰＯ４ ）との各粉末を、所定の比率、例えばオリビン
化合物の混合比が２０重量％

となるように秤量して軽く混合する。
【００６４】
ここで、本発明に用いるオリビン化合物としては、特開２００１－２５０５５５号公報な
どで述べられているような、合成時の焼成温度が５００℃～７００℃、或いはその近傍温
度で焼成されたものを用いることが好ましい。このような温度で焼成されたオリビン化合
物は一般に、平均粒子径がニッケル酸リチウムの平均粒子径に比べ小さく、オリビン化合
物の粒子径はニッケル酸リチウムの少なくとも１／２以下になることが確認されており、
前述の焼成温度範囲であればオリビン化合物の粒子はほとんどニッケル酸リチウム粒子の
略１／１０以下にすることができる。すなわち、オリビン化合物の粒子径を、ニッケル酸
リチウム二次粒子の表面を覆う材料として都合の良い大きさとすることができる。
【００６５】
一方、７００℃を超えるような高い温度で焼成して得たオリビン化合物を用いた場合、そ
の一次粒子径が大きくなりすぎるため、ニッケル酸リチウムの表面被覆材としては好まし
くない。
【００６６】
したがって、このような温度で焼成されたオリビン化合物を用いることにより、本発明に
係る正極活物質を確実に構成することができる。
【００６７】
その後、この混合物に強い摩擦や衝撃を伴う撹拌を施す。これによりニッケル酸リチウム
とオリビン化合物が複合化され、ニッケル酸リチウムの表面がオリビン化合物で被覆され
る。
【００６８】
強い摩擦力や衝撃力を伴う撹拌には、例えば高速回転式衝撃粉砕機の一種であるディスク
ミル装置、混合粉砕機、高速撹拌混合機などを用いることができる。これらの装置を用い
ることにより、投入材料に対して十分且つ均一に強い摩擦や衝撃を伴う粉砕・撹拌処理を
施すことができる。そして、これらの装置に投入された混合物においては、強い摩擦力や
強い衝撃力により、ニッケル酸リチウムの表面にオリビン化合物が被覆される。
【００６９】
なお、それぞれの装置での処理条件は、装置の仕様、混合物の処理量などにより適宜設定
すればよい。
【００７０】
次に、上記のような強い摩擦や衝撃を伴う粉砕・撹拌処理が施された混合物をを正極活物
質として正極を作製する。適量の導電剤を混合した正極活物質と結着剤とを溶剤中に分散
させてスラリーの正極合剤を調製する。そして、正極合剤を正極集電体上に均一に塗布し
、乾燥させる。これにより、正極活物質層を有する正極２が作製される。
【００７１】
次に、負極４を作製する。負極４を作製するには、まず、負極活物質と結着剤とを溶剤中
に分散させてスラリーの負極合剤を調製する。次に、得られた負極合剤を負極集電体上に
均一に塗布し、乾燥させて負極活物質層を形成することにより負極４が作製される。
【００７２】
非水電解液は、電解質塩を非水溶媒中に溶解することにより調製する。
【００７３】
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そして、正極２を正極缶３に収容し、負極４を負極缶５に収容し、正極２と負極４との間
にセパレータ６を配する。さらに正極缶３及び負極缶５内に非水電解液を注入し、絶縁ガ
スケット７を介して正極缶３と負極缶５とをかしめて固定することにより、非水電解質二
次電池１が完成する。
【００７４】
なお、本発明に係る非水電解質二次電池においては、電池形状については特に限定される
ことはなく、上述したコイン型の他に円筒型、角型、ボタン型、ラミネートシール型等の
種々の形状に構成することができる。
【００７５】
また、負極、正極の電極の作製方法も上記の記載に限定されるものではなく、公知の方法
を用いることができる。例えば材料に公知の結着剤、導電性材料等を添加し溶剤を加えて
塗布する方法、材料に公知の結着剤等を添加し加熱して塗布する方法、材料単独あるいは
導電性材料さらには結着材と混合して成型等の処理を施して成型体電極を作製する方法等
、種々の方法を用いることができる。
【００７６】
より具体的には、上記のように結着材、有機溶剤等と混合してスラリー状にした後、集電
体上に塗布、乾燥して作製する方法、あるいは、結着材の有無にかかわらず、活物質に熱
を加えたまま加圧成型することにより強度を有した電極を作製する方法などを用いること
ができる。
【００７７】
電池の組み立て方法も、上記のように電極とセパレータを順次積層する積層方式や、正負
極間にセパレータを介して巻芯の周囲に巻回する巻回方式など公知の方法を用いることが
できる。また、巻回方式で角型電池を作製する場合にも本発明は有効である。
【００７８】
【実施例】
以下、本発明を具体的な実験結果に基づいてさらに詳細に説明する。以下では、本発明を
適用した正極活物質を作製し、得られた正極活物質を用いて電池を作製して、その特性を
評価した。なお、本発明は以下の例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲において適宜変更可能である。
【００７９】
＜実施例１＞
実施例１では以下のようにして正極活物質、及び円筒型非水電解液二次電池を作製した。
【００８０】
（正極の作製）
まず、正極活物質を作製した。原料となるニッケル酸リチウム（ＬｉＮｉＯ２ ）とリチウ
ムマンガン系オリビン化合物（ＬｉＭｎＰＯ４ ）との各粉末を、オリビン化合物の混合比
が２０重量％となるように秤量して軽く混合した後、高速回転式衝撃粉砕機の一種である
ディスクミル装置に投入した。そして、ディスクの付いた円盤を１０，０００ｒｐｍで回
転させ、１０分間の処理を施した。
【００８１】
このディスクミル装置の概略構成図を図２に示す。このディスクミル装置は、投入材料に
対して必要十分な粉砕・撹拌処理を施すためにディスク８の回転に伴って外周部に送られ
た処理物が再び攪拌部９に戻るような循環構造とされている。このディスクミル装置を用
いることにより、投入材料に対して十分且つ均一に粉砕・撹拌処理を施すことができる。
そして、このディスクミル装置に投入された原料は、高速で回転するディスクとの強い衝
撃力により、母粒子であるニッケル酸リチウムの表面にオリビン化合物が被覆される。
【００８２】
次に、ディスクミル装置による粉砕・撹拌処理の処理物の断面を走査型電子顕微鏡（ＳＥ
Ｍ）およびエネルギー分散型Ｘ線分析装置（ＥＤＳ）で観察した。その結果、ニッケル（
Ｎｉ）が明瞭に検出された直径が略１０～２０μｍ程度の大きめの粒子（以下、母粒子と
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呼ぶ。）の周囲に、Ｐ（リン）が明瞭に検出された小さい粒子（以下、子粒子と呼ぶ。）
が、層状に略０．５～３μｍの厚みで緻密に付着していることが確認された。この様子を
図３に模式的に示す。図３において、中心部の黒塗りの部分が母粒子１１であり、母粒子
１１の周囲を覆っているのが子粒子１２である。そして、検出された元素の種類、および
粒子の大きさから母粒子１１がニッケル酸リチウム、子粒子１２がオリビン化合物である
ことが確認された。
【００８３】
次に、上記のようにして得られた処理物を正極活物質として用いて電池を作製した。
【００８４】
まず、正極活物質を９０重量％と、導電剤としてアセチレンブラックを５重量％と、結着
剤としてポリフッ化ビニリデンを５重量％とを混合して正極合剤を調製した。この正極合
剤を、溶剤となるＮ－メチル－２－ピロリドンに分散させてスラリー状にした。そして、
この正極合剤スラリーを正極集電体３０として用いる厚さ２０μｍの帯状のアルミニウム
箔の両面に均一に塗布して乾燥させた後、ロールプレス機で圧縮成形することで帯状の正
極２２を得た。
【００８５】
（負極の作製）
負極活物質となるグラファイトを９０重量部と、結着剤となるポリフッ化ビニリデン（Ｐ
ＶｄＦ）１０重量部とを混合し、負極合剤を調製した。この負極合剤を、溶剤となるＮ－
メチル－２－ピロリドンに分散させてスラリー状にした。そして、この負極合剤スラリー
を負極集電体２９として用いる厚さ１０μｍの帯状の銅箔の両面に均一に塗布して乾燥さ
せた後、ロールプレス機で圧縮成形することで帯状の負極２１を得た。
【００８６】
（電池の組み立て）
以上のように作製された帯状の正極２２、帯状の負極２１および厚さ２５μｍの微孔性ポ
リエチレンフィルムよりなるセパレータ２３を負極２１、セパレータ２３、正極２２、セ
パレータ２３の順序に積層し、この積層体を渦巻状に多数回巻回することによって図４に
示す渦巻式電極素子を作製した。
【００８７】
この渦巻式電極素子を、ニッケルめっきを施した鉄製電池缶２５に収納し、当該電極体の
上下両面に絶縁板２４を配置した。次いで、アルミニウム製正極リード３２を正極集電体
３０から導出して、電池蓋２７と電気的な導通が確保された安全弁２８の突起部に溶接し
、ニッケル製負極リード３１を負極集電体２９から導出して電池缶２５の底部に溶接した
。
【００８８】
また、電解液として、エチレンカーボネートとジメチルカーボネートとの体積混合比が１
：２である混合溶液に、電解質としてＬｉＮ（ＣＦ３ ＳＯ２ ）２ を０．５ｍｏｌ／ｌ、Ｌ
ｉＰＦ６ を０．５ｍｏｌ／ｌ溶解させることにより非水電解液を調製した。
【００８９】
最後に、上述の渦巻式電極素子が組み込まれた電池缶２５内に電解液を注入した後、アス
ファルトを塗布した絶縁封口ガスケット２６を介して電池缶２５をかしめることにより、
安全弁２８、ＰＴＣ素子ならびに電池蓋２７を固定し、図４に示す外径１８ｍｍ、高さ６
５ｍｍの円筒型非水電解液二次電池を作製した。
【００９０】
＜比較例１＞
ニッケル酸リチウム（ＬｉＮｉＯ２ ）とリチウムマンガン系オリビン化合物（ＬｉＭｎＰ
Ｏ４ ）との各粉末を乳鉢で３０分間混合して正極活物質を調製したこと以外は、実施例１
と同様にして正極活物質を調製し、非水電解液二次電池を作製した。
【００９１】
＜比較例２＞
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正極活物質としてニッケル酸リチウム（ＬｉＮｉＯ２ ）を用いたこと以外は、実施例１と
同様にして非水電解液二次電池を作製した。
【００９２】
以上のようにして作製した実施例１、比較例１及び比較例２の非水電解液二次電池につい
て高温サイクル特性を評価した。高温サイクル特性の評価は以下のようにして行った。
【００９３】
（高温サイクル特性の評価）
実施例１、比較例１及び比較例２の非水電解液二次電池について、環境温度５０℃、充電
電圧４．２Ｖ、充電電流１０００ｍＡ、充電時間４時間の条件で充電を行った（定電流－
定電圧充電）。その後、放電電流１０００ｍＡ、終止電圧３．０Ｖで放電を行った。さら
に上記と同じ条件で充放電を繰り返して放電容量の変化を調べた。その結果を図５に示す
。
【００９４】
図５より、本発明を適用した実施例１の非水電解液二次電池では、放電容量の減少は緩や
かであり、且つ一定の割合で安定して減少していることが判る。また、サイクルを重ねた
場合においても、放電容量の減少は少なく、高容量が得られていることが判る。
【００９５】
一方、比較例１及び比較例２の非水電解液二次電池では、サイクル初期において急激に放
電容量が減少しており、また、サイクルを重ねたときの放電容量の減少量も実施例１と比
べて大きなものとなっている。
【００９６】
このことから、本発明を適用することにより、従来の正極活物質と比較して放電容量及び
高安定性に優れた正極活物質が実現可能であるといえ、また、これを利用することにより
高放電容量及び高安定性に優れ、安定した高温サイクル特性を有する非水電解質二次電池
が実現可能であるといえる。
【００９７】
＜実施例２＞
ニッケル酸リチウム（ＬｉＮｉＯ２ ）とリチウムマンガン系オリビン化合物（ＬｉＭｎＰ
Ｏ４ ）との各粉末を、オリビン化合物の混合比が２０重量％となるように秤量して軽く混
合した後、図６に示す円筒容器４１と粉砕バー４２とを組み合わせた独自の混合粉砕機に
投入した。この粉砕機は円筒容器を高速で円周運動させることにより、投入した原料が混
合されると共に、粉砕バーと円筒容器内壁との間での粉砕原料が強い摩擦力を受け、母粒
子であるニッケル酸リチウムの周囲を子粒子であるオリビン化合物により被覆することが
できるものである。すなわち、このような混合粉砕機を用いることにより、実施例１と同
様に粒子径の大きなニッケル酸リチウムの表面を粒子径の小さなオリビン化合物で被覆す
ることができる。
【００９８】
次に、混合粉砕機による処理物の断面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）およびエネルギー分
散型Ｘ線分析装置（ＥＤＳ）で観察した。その結果、ニッケル（Ｎｉ）が明瞭に検出され
た直径が略１０～２０μｍ程度の大きめの粒子（以下、母粒子と呼ぶ。）の周囲に、Ｐ（
リン）が明瞭に検出された小さい粒子（以下、子粒子と呼ぶ。）が、層状に略０．５～３
μｍの厚みで緻密に付着していることが確認された。そして、検出された元素の種類、お
よび粒子の大きさから母粒子がニッケル酸リチウム、子粒子がオリビン化合物であること
が確認された。
【００９９】
このようにして得た正極活物質を用いて、実施例１と同様に非水電解液二次電池を作製し
、上記と同様にして高温サイクル特性を評価した。その結果、実施例１と同様に放電容量
の減少は緩やかであり、且つ一定の割合で安定して減少することが確認された。また、サ
イクルを重ねた場合においても、放電容量の減少は少なく、高容量が得られていることが
確認された。
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【０１００】
これらのことより、実施例２においても、従来の正極活物質と比較して放電容量及び高安
定性に優れた正極活物質が実現可能であるといえ、また、これを利用することにより高放
電容量及び高安定性に優れ、安定した高温サイクル特性を有する非水電解質二次電池が実
現可能であるといえる。
【０１０１】
＜実施例３＞
ニッケル酸リチウム（ＬｉＮｉＯ２ ）とリチウムマンガン系オリビン化合物（ＬｉＭｎＰ
Ｏ４ ）との各粉末を、オリビン化合物の混合比が２０重量％となるように秤量して軽く混
合した後、図７に示す高速撹拌混合機に投入した。この高速撹拌混合機は、容器５０内部
の撹拌羽根５１が、羽根先端速度８０ｍ／ｓ程度で回転することにより、原料を高分散状
態にしたうえで各原料粒子に強い衝撃力を与え、母粒子であるニッケル酸リチウムの周囲
を子粒子であるオリビン化合物で被覆することができる。すなわち、このような混合粉砕
機を用いることにより、実施例１と同様に粒子径の大きなニッケル酸リチウムの表面を粒
子径の小さなオリビン化合物で被覆することができる。なお、処理時間は３０分間とした
。
【０１０２】
次に、高速撹拌混合機による処理物の断面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）およびエネルギ
ー分散型Ｘ線分析装置（ＥＤＳ）で観察した。その結果、ニッケル（Ｎｉ）が明瞭に検出
された直径が略１０～２０μｍ程度の大きめの粒子（以下、母粒子と呼ぶ。）の周囲に、
Ｐ（リン）が明瞭に検出された小さい粒子（以下、子粒子と呼ぶ。）が、層状に略０．５
～３μｍの厚みで緻密に付着していることが確認された。そして、検出された元素の種類
、および粒子の大きさから母粒子がニッケル酸リチウム、子粒子がオリビン化合物である
ことが確認された。
【０１０３】
このようにして得た正極活物質を用いて、実施例１と同様に非水電解液二次電池を作製し
、上記と同様にして高温サイクル特性を評価した。その結果、実施例１と同様に放電容量
の減少は緩やかであり、且つ一定の割合で安定して減少することが確認された。また、サ
イクルを重ねた場合においても、放電容量の減少は少なく、高容量が得られていることが
確認された。
【０１０４】
これらのことより、実施例３においても、従来の正極活物質と比較して放電容量及び高安
定性に優れた正極活物質が実現可能であるといえ、また、これを利用することにより高放
電容量及び高安定性に優れ、安定した高温サイクル特性を有する非水電解質二次電池が実
現可能であるといえる。
【０１０５】
【発明の効果】
本発明に係る正極活物質は、一般式Ｌｉｙ Ｎｉ１ － ｚ Ｍ’ｚ Ｏ２ （式中、０．０５≦ｙ≦
１．２である。また、０≦ｚ≦０．５である。そして、Ｍ’はＦｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｃｕ、
Ｚｎ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｂ、Ｇａ、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒからなる群より選ばれ
る一種以上である。）で表されるニッケル酸リチウム粒子の表面が、オリビン型結晶構造
を有する一般式Ｌｉｘ ＭＰＯ４ （式中、０．０５≦ｘ≦１．２である。また、ＭはＦｅ，
Ｍｎ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｍｇからなる群より選ばれる一種以上である。）で表さ
れるオリビン化合物で被覆されてなるものである。
【０１０６】
また、本発明に係る非水電解質二次電池は、正極活物質を備えた正極と、リチウム金属、
リチウム合金またはリチウムをドープ、脱ドープすることが可能な材料を含有する負極と
、非水電解質とを備え、上記正極活物質は、一般式Ｌｉｙ Ｎｉ１ － ｚ Ｍ’ｚ Ｏ２ （式中、
０．０５≦ｙ≦１．２である。また、０≦ｚ≦０．５である。そして、Ｍ’はＦｅ、Ｃｏ
、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｂ、Ｇａ、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒからな
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る群より選ばれる一種以上である。）で表されるニッケル酸リチウム粒子の表面がオリビ
ン型結晶構造を有する一般式Ｌｉｘ ＭＰＯ４ （式中、０．０５≦ｘ≦１．２である。また
、ＭはＦｅ，Ｍｎ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｍｇからなる群より選ばれる一種以上であ
る。）で表されるオリビン化合物で被覆されてなるものである。
【０１０７】
以上のような本発明に係る正極活物質では、ニッケル酸リチウム及びオリビン化合物のそ
れぞれの欠点が互いに補われ、ニッケル酸リチウムの長所である高充放電容量とオリビン
化合物の長所である高温安定性とを両立した正極活物質を実現することができる。
【０１０８】
したがって、本発明によれば、ニッケル酸リチウムの長所とオリビン化合物の長所とを併
せ持つ、高放電容量及び高温安定性に優れた正極活物質及び非水電解質二次電池を提供す
ることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用して構成したコイン型非水電解液二次電池の一構成例を示す縦断面
図である。
【図２】実施例１で使用した高速回転式衝撃粉砕機の一種であるディスクミル装置の概略
構成図である。
【図３】ディスクミル装置による処理物の観察結果を示す模式図である。
【図４】本発明を適用して構成した円筒型非水電解液二次電池の一構成例を示す縦断面図
である。
【図５】実施例１における放電容量とサイクル回数との関係を示す特性図である。
【図６】実施例２で使用した混合粉砕機の概略構成図である。
【図７】実施例３で使用した高速撹拌混合機の概略構成図である。
【符号の説明】
１　非水電解液二次電池
２　正極
３　正極缶
４　負極
５　負極缶
６　セパレータ
７　絶縁ガスケット
２１　負極
２２　正極
２３　セパレータ
２４　絶縁板
２５　電池缶
２６　絶縁封口ガスケット
２７　電池蓋
２８　安全弁
２９　負極集電体
３０　正極集電体
３１　負極リード
３２　正極リード
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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