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(57)【要約】
【課題】　エネルギー密度が高く、生産性が良好で、安
全性に優れた扁平形非水電池を提供する。
【解決手段】　正極ケースと負極ケースとが絶縁ガスケ
ットを介してカシメ封口されて形成された空間内に、正
極と負極とを積層した電極群および非水電解液を有して
おり、平面視で円形の扁平形非水電池であって、正極と
負極とが合計で少なくとも３層積層されており、正極お
よび負極は、平面視で略円形で、かつ集電体表面に電極
合剤層が形成された本体部と、集電体の露出部で構成さ
れた集電タブ部とを有しており、正極および負極の少な
くとも一方には、その本体部、集電タブ部の少なくとも
一部および端面の少なくとも一部に、正極と負極とを隔
離するための多孔性の隔離材が形成されていることを特
徴とする扁平形非水電池により、前記課題を解決する。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極ケースと負極ケースとが絶縁ガスケットを介してカシメ封口されて形成された空間
内に、正極と負極とを積層した電極群および非水電解液を有しており、平面視で円形の扁
平形非水電池であって、
　前記正極と前記負極とが、合計で少なくとも３層積層されており、
　前記正極は、平面視で略円形の本体部と、集電タブ部とを有しており、前記正極の本体
部では、集電体の片面または両面に正極合剤層が形成されており、前記正極の集電タブ部
は、前記集電体に正極合剤層が形成されていない正極合剤層未形成部であり、
　前記負極は、平面視で略円形の本体部と、集電タブ部とを有しており、前記負極の本体
部では、集電体の片面または両面に負極合剤層が形成されており、前記負極の集電タブ部
は、集電体に負極合剤層が形成されていない負極合剤層未形成部であり、
　前記正極および前記負極の少なくとも一方には、その本体部、集電タブ部の少なくとも
一部、および端面の少なくとも一部に、多孔性の隔離材が形成されていることを特徴とす
る扁平形非水電池。
【請求項２】
　正極および／または負極の隔離材が、少なくとも、本体部における平面視で対極の集電
タブ部の配置された箇所に相当する部分の端面、および集電タブ部における本体部との境
界部分に相当する部分の端面に形成されている請求項１に記載の扁平形非水電池。
【請求項３】
　正極および／または負極の隔離材が、少なくとも、集電タブ部における本体部との境界
部分に形成されており、
　正極の集電タブ部が、正極ケースまたは正極ケースと接続した正極端子と、直接または
間接的に接続しており、
　負極の集電タブ部が、負極ケースまたは負極ケースと接続した負極端子と、直接または
間接的に接続している請求項１または２に記載の扁平形非水電池。
【請求項４】
　電極群における正極の本体部と負極の本体部とが対向する部分の、電極面に垂直な方向
の最大投影面積が、前記電極面に垂直な方向と同一軸から見たときの、正極ケースと負極
ケースとから形成される空間の最大投影面積の６０％以上である請求項１～３に記載の扁
平形非水電池。
【請求項５】
　互いに対向する正極と負極とにおいて、前記正極の正極合剤層形成部分の面積が、前記
負極の負極合剤層形成部分の面積よりも小さい請求項１～４のいずれかに記載の扁平形非
水電池。
【請求項６】
　隔離材の少なくとも一部は、隔離材の厚みよりも粒径が小さな微粒子により構成されて
いる請求項１～５のいずれかに記載の扁平形非水電池。
【請求項７】
　隔離材の厚みよりも粒径が小さな微粒子は、耐熱温度が１５０℃以上の微粒子であり、
前記微粒子同士がバインダ樹脂で接着している請求項６に記載の扁平形非水電池。
【請求項８】
　耐熱温度が１５０℃以上の微粒子が、アルミナ、シリカおよびベーマイトよりなる群か
ら選択される少なくとも１種の微粒子である請求項７に記載の扁平形非水電池。
【請求項９】
　隔離材の少なくとも一部は、樹脂製の微多孔膜により構成されている請求項１～８のい
ずれかに記載の扁平形非水電池。
【請求項１０】
　隔離材が、融点が８０～１５０℃の樹脂、または非水電解液中で膨潤でき、かつ温度の
上昇により膨潤度が増大する微粒子を含有しており、
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　８０～１５０℃の温度範囲で、電池の内部抵抗が５倍以上に上昇する請求項１～９のい
ずれかに記載の扁平形非水電池。
【請求項１１】
　融点が８０～１５０℃の樹脂が、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン－酢酸ビニ
ル共重合体、またはこれらの誘導体である請求項１０に記載の扁平形非水電池。
【請求項１２】
　非水電解液中で膨潤でき、かつ温度の上昇により膨潤度が増大する微粒子が、ポリスチ
レン、アクリル樹脂、ポリアルキレンオキシド、フッ素樹脂、スチレンブタジエンゴム、
およびこれらの誘導体よりなる群から選択される少なくとも１種の樹脂の架橋体の微粒子
、尿素樹脂の微粒子、またはポリウレタンの微粒子である請求項１０に記載の扁平形非水
電池。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれかに記載の扁平形非水電池を製造する方法であって、
　正極を切断して所望の形状にした後に隔離材を形成する工程、および／または負極を切
断して所望の形状にした後に隔離材を形成する工程を有することを特徴とする扁平形非水
電池の製造方法。
【請求項１４】
　隔離材の構成材料を媒体中に分散または溶解させた隔離材形成用組成物を使用し、前記
隔離材形成用組成物を、タンポ印刷、ディップ方式またはスプレー方式によって正極およ
び／または負極に塗布する工程を経て隔離材を形成する請求項１３に記載の扁平形非水電
池の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、扁平形非水電池に関し、更に詳しくは、特に携帯用電子機器などの電源とし
て使用するのに適したエネルギー密度が高く、しかも安全性および生産性に優れた扁平形
非水電池に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　非水電池の一種であるリチウムイオン電池は、エネルギー密度が高いという特徴から、
携帯電話やノートＰＣなどの携帯機器の電源として広く用いられている。そして、近年で
は、携帯機器の小型化に伴い、それに用いる電池にも小型化や高機能化が要求されている
。
【０００３】
　小型携帯機器用の電池としては、例えば、アルミニウムなどの金属板をしぼり加工など
して作製した有底の角薄形電池ケースに、渦巻状の巻回体電極群および電解液を入れた後
、電池ケースの開口部に封口板を配置し、これらをレーザー溶接により溶接した角形電池
が知られている。ところが、このような角形電池では、電池ケースの開口部を塞ぐための
封口板に正極および負極の端子を取り付けている構成が一般的で、正負極間を樹脂を介す
ることで絶縁するために、正極端子と負極端子との間に一定の距離が必要であることから
、電池の薄型化や小型化には限界がある。
【０００４】
　また、アルミニウム蒸着膜にラミネート加工によって熱溶融性の樹脂層を積層したアル
ミニウムラミネートの袋に、渦巻状の巻回体電極群を挿入し、前記樹脂層を利用して熱封
止した構造のアルミニウムラミネート電池も多く用いられている。ここで、アルミニウム
ラミネート電池では、信頼性を確保するためにアルミニウムラミネートの袋の熱封止を行
う部分に一定の幅を必要とする。そのため、電池の周囲に一定の幅の封止部が形成されて
しまい、電池を小型化した際には、封止部の占める割合が大きくなりすぎてエネルギー密
度が低くなるという欠点がある。
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【０００５】
　一方、電子式卓上計算機や、電子式腕時計などの汎用されているコイン形やボタン形の
電池に、巻回体電極群を適用した扁平形リチウムイオン電池の提案もある（特許文献１）
。
【０００６】
　しかしながら、コイン形電池やボタン形電池の場合、電池の形状が通常は円盤状（平面
視で円形）であり、このような円盤状の電池に通常の角形電池で用いられているような、
投影面が長方形の巻回体電極群を適用した場合、電池ケース内部に格納できる巻回体電極
群の投影面は、円盤状電池の内径に内接する長方形または正方形になってしまう。そのた
め、電池ケースに格納できる巻回体電極群の体積が小さくなってしまい、結果として電池
のエネルギー密度を高くすることができない。
【０００７】
　このような問題を解決するために、電池の形状を円盤状ではなく方形盤状とした電池も
提案されている（特許文献２）。しかしながら、方形盤状の電池では、内部の圧力が電池
ケースに均一にかからず、方形盤状の角部に圧力が集中することが考えられ、円盤状の電
池と同様のカシメ構造では、十分な信頼性を確保することが困難であり、角形電池と同様
のレーザー溶接で封止すると、生産コストの点で、封止の容易なカシメ構造を採用する場
合に対して不利となる。
【０００８】
　また、電極群を巻回体構造とはせずに、折り畳み構造とした電池も提案されている（特
許文献３）。このような構成の電池とすることで、巻回体電極群を用いた場合に問題とな
るエネルギー密度の低下を解消できる。しかしながら、折り畳み構造の電極群では、エネ
ルギー密度を高めるために円盤状に電極群を構成しようとすると、セパレータも円形や円
が連なった形状にする必要があり、セパレータと正極および負極とを重ね合わせて折り畳
む際に、ずれが生じやすくなることが予測される。セパレータと正極および負極とがずれ
た状態で折り畳まれてしまうと、設計した電池容量が発揮されないばかりか、正極と負極
とが短絡してしまう可能性もある。このような問題は、正極、負極およびセパレータを積
層して構成した積層体電極群を使用した電池（特許文献４）においても起こり得る。
【０００９】
　また、接着成分が塗布された帯形状の絶縁性高分子フィルムに多数の負極板を整列、収
納させ、下面にセパレータを位置させた後、その結果物を連続する巻紙形態で巻きながら
加圧ロールに通過させて、セパレータと負極板との積層時の位置ずれを防止する方法が提
案されている（特許文献５）。しかしながら、この方法では、電極およびセパレータ以外
に、接着性を塗布した絶縁性高分子フィルムが必要であり、また、このフィルムは位置ず
れを防止する部分にのみ用いられるため、生産効率が低いという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００２－４２７４４号公報
【特許文献２】特開２０００－１６４２５９号公報
【特許文献３】特開２００３－１７１３２号公報
【特許文献４】特開２００３－１４２１６１号公報
【特許文献５】特表２００４－５０９４４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は前記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、エネルギー密度が高く、
生産性が良好で、安全性に優れた扁平形非水電池を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　前記目的を達成し得た本発明の扁平形非水電池は、正極ケースと負極ケースとが絶縁ガ
スケットを介してカシメ封口されて形成された空間内に、正極と負極とを積層した電極群
および非水電解液（以下、「電解液」と省略する。）を有しており、平面視で円形の扁平
形非水電池であって、前記正極と前記負極とが、合計で少なくとも３層積層されており、
前記正極は、平面視で略円形の本体部と、集電タブ部とを有しており、前記正極の本体部
では、集電体の片面または両面に正極合剤層が形成されており、前記正極の集電タブ部は
、前記集電体に正極合剤層が形成されていない正極合剤層未形成部であり、前記負極は、
平面視で略円形の本体部と、集電タブ部とを有しており、前記負極の本体部では、集電体
の片面または両面に負極合剤層が形成されており、前記負極の集電タブ部は、集電体に負
極合剤層が形成されていない負極合剤層未形成部であり、前記正極および前記負極の少な
くとも一方には、その本体部、集電タブ部の少なくとも一部、および端面の少なくとも一
部に、多孔性の隔離材が形成されていることを特徴とするものである。
【００１３】
　なお、電池業界においては、高さより径の方が大きい扁平形電池をコイン形電池と呼ん
だり、ボタン形電池と呼んだりしているが、そのコイン形電池とボタン形電池との間に明
確な差はなく、本発明の扁平形非水電池には、コイン形電池、ボタン形電池のいずれもが
含まれる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、エネルギー密度が高く、生産性が良好で、安全性に優れた扁平形非水
電池を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の扁平形非水電池に係る電極（正極または負極）の一例を模式的に表す平
面図である。
【図２】図１の断面図である。
【図３】本発明の扁平形非水電池に係る電極群の一例を模式的に表す断面図である。
【図４】本発明の扁平形非水電池に係る電極（正極または負極）の他の例を模式的に表す
平面図である。
【図５】本発明の扁平形非水電池の一例を模式的に表す断面図である。
【図６】実施例１～６および比較例１、２の扁平形非水電池に使用した正極および負極の
サイズを説明するための平面図である。
【図７】実施例１の扁平形非水電池に使用した負極の端面の走査型電子顕微鏡写真である
。
【図８】比較例２の扁平形非水電池に使用した負極の端面の走査型電子顕微鏡写真である
。
【図９】比較例３の扁平形非水電池に係る電極群を模式的に表す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の扁平形非水電池は、正極ケースと負極ケースとが絶縁ガスケットを介してカシ
メ封口されて形成された空間内に、正極と負極とを、合計で少なくとも３層積層した電極
群を有している。そして、前記正極および前記負極は、平面視で略円形（真円形を含む。
以下同じ。）の本体部と集電タブ部とを有しており、正極および負極の少なくとも一方の
、本体部の表面、集電タブ部の一部の表面、および端面の少なくとも一部には、隔離材が
形成されている。
【００１７】
　図１および図２に、扁平形非水電池に係る電極（正極または負極）の一例を模式的に示
している。図１は電極１の平面図、図２は図１の断面図である。なお、図１および図２は
、本発明の扁平形非水電池の構造を説明するための図面であって、図示している構成要素
のサイズは、必ずしも正確ではない（後記の図３から図６、図９についても同様である。
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）。
【００１８】
　本発明に係る電極１は、平面視で略円形の本体部１ａと集電タブ部１ｂとを有している
。電極１の本体部１ａでは、集電体３の片面または両面に電極合剤層（正極合剤層または
負極合剤層）２が形成されている。また、電極１の集電タブ部１ｂは、集電体３に電極合
剤層２が形成されていない電極合剤層未形成部である。また、本体部１ａ、集電タブ部１
ｂの一部、およびそれらの端面の少なくとも一部には、多孔性の隔離材４が形成されてい
る。なお、図１では、隔離材４の形成部分をドットを付して示しており、本体部１ａおよ
び集電タブ部１ｂの周縁部のうち、隔離材４で被覆された部分を点線で示している。
【００１９】
　集電タブ部１ｂは特に制限はないが、例えば、平面視で、図１に示す長方形などの四角
形であることが好ましい。
【００２０】
　本発明の電池では、前記形状の電極を使用することで、電池内における電極の収納体積
効率が向上するため、エネルギー密度を高めることができる。なお、本体部の形状は平面
視で略円形であり、例えば、図１に示すように、対極の集電タブ部との接触をより良好に
抑制するために、対極の集電タブ部が位置することが予定される箇所（図１では、本体部
１ａの左端の箇所）において、円弧の一部を切り落とした形状としていてもよい。具体的
には、本体部の平面視での面積が、円弧上の任意の１点と、該１点と直線で結ばれる円弧
上の他の１点との間の距離が最長の部分の長さを直径とする円の面積の７０％以上である
ことが好ましい。また、電池のエネルギー密度をより高める観点から、集電タブ部は可能
な範囲でより小さくすることが好ましい。
【００２１】
　電極１に形成された隔離材４は、前記電極群において、正極と負極とを隔離するセパレ
ータとして作用する。すなわち、本発明の電池においては、セパレータとして作用する隔
離材が正極および／または負極と一体化しており、電池製造時において、正極および負極
とセパレータとの位置ずれの問題が生じない。そのため、電池の生産性を高めることがで
きる。
【００２２】
　また、電極１には、その端面［図１中、奥行き方向に当たる面（電極の側面）］の少な
くとも一部にも隔離材４を形成する。
【００２３】
　扁平形非水電池に係る電極の表面に多孔性の隔離材を形成するには、例えば、集電体の
片面または両面に電極合剤層（正極合剤層または負極合剤層）を形成し、ロール状に巻き
取った長尺の電極を引き出し、その片面または両面に、隔離材を構成する材料を含有する
組成物（塗料）を連続的に塗布する工程を含む方法が採用できる。この場合、隔離材形成
後の電極を、所望の形状に打ち抜くなどして切断することになるが、これにより電極の切
断面（端面）において活物質や集電体が露出し、これが耐短絡性の低下を招き、組み立て
後の電池における短絡の要因となって信頼性や歩留まりの低下を引き起こす虞がある。
【００２４】
　そこで、本発明の電池では、正極および負極の少なくとも一方について、端面にも隔離
材を形成して高い耐短絡性を確保し、製造される電池の信頼性や歩留まりを向上させて、
その生産性を高めている。
【００２５】
　隔離材は、正極および負極のいずれか一方にのみ形成してもよく、両方に形成してもよ
いが、通常は、正極よりも負極のサイズを大きくするため、正極および負極のいずれか一
方にのみ隔離材を形成する場合には、負極に形成する方が好ましい。
【００２６】
　図３に、本発明の電池に係る電極群の一例を模式的に表す断面図を示す。図３に示す電
極群１００は、７枚の正極１０と、８枚の負極２０とが、交互に積層されて構成されてい
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る。そして、正極１０は、正極集電体１３の両面に正極合剤層１２を有しており、更に、
正極合剤層１２の表面と、正極集電体１３の露出部（正極合剤層未形成部）により構成さ
れる集電タブ部の表面の一部とに、隔離材１４が形成されている。また、負極２０のうち
、電極群１００の最外層（上下端）に位置するものは、負極集電体２３の片面に負極合剤
層２２を有しており、それ以外の負極２０は、負極集電体２３の両面に負極合剤層２２を
有している。そして、負極合剤層２２の表面、および負極集電体２３の露出部（負極合剤
層未形成部）により構成される集電タブ部の表面の一部に、隔離材２４が形成されている
。また、負極２０には、その端面の一部にも隔離材が形成されている（図示しない）。３
０は、最下部の負極２０と電極群が収容される電池ケースの正極ケースとを絶縁するため
の絶縁テープである。
【００２７】
　また、図中右側において、各正極１０の集電タブ部が集められて一体化しており、これ
が、電池の正極ケースや正極端子と接続される。更に、図中左側において、各負極２０の
集電タブ部が集められて一体化しており、これが、電池の負極ケースや負極端子と接続さ
れる。
【００２８】
　前記隔離材としては、例えば、その少なくとも一部が、隔離材の厚みよりも粒径が小さ
な微粒子により構成されているものが挙げられる。
【００２９】
　隔離材を構成する前記微粒子としては、耐熱温度が１５０℃以上のものが好ましい（以
下、耐熱温度が１５０℃以上の微粒子を「耐熱性微粒子」という。）。本明細書でいう前
記微粒子における「耐熱温度」とは、その温度で微粒子が変形しない温度である。
【００３０】
　本発明に係る隔離材で使用し得る耐熱性微粒子としては、電気絶縁性を有する無機微粒
子が好ましく、具体的には、酸化鉄、シリカ（ＳｉＯ２）、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）、Ｔ
ｉＯ２、ＢａＴｉＯ３などの無機酸化物微粒子；窒化アルミニウム、窒化ケイ素などの無
機窒化物微粒子；フッ化カルシウム、フッ化バリウム、硫酸バリウムなどの難溶性のイオ
ン結晶微粒子；シリコン、ダイヤモンドなどの共有結合性結晶微粒子；モンモリロナイト
などの粘土微粒子；などが挙げられる。ここで、前記無機酸化物微粒子は、ベーマイト、
ゼオライト、アパタイト、カオリン、ムライト、スピネル、オリビン、マイカなどの鉱物
資源由来物質またはこれらの人造物などの微粒子であってもよい。また、金属、ＳｎＯ２

、スズ－インジウム酸化物（ＩＴＯ）などの導電性酸化物、カーボンブラック、グラファ
イトなどの炭素質材料などで例示される導電性材料の表面を、電気絶縁性を有する材料（
例えば、前記の無機酸化物など）で被覆することにより電気絶縁性を持たせた粒子であっ
てもよい。
【００３１】
　また、隔離材に係る耐熱性微粒子には、有機微粒子を用いることもできる。有機微粒子
の具体例としては、ポリイミド、メラミン系樹脂、フェノール系樹脂、架橋ポリメチルメ
タクリレート（架橋ＰＭＭＡ）、架橋ポリスチレン（架橋ＰＳ）、ポリジビニルベンゼン
（ＰＤＶＢ）、ベンゾグアナミン－ホルムアルデヒド縮合物などの架橋高分子の微粒子；
熱可塑性ポリイミドなどの耐熱性高分子の微粒子；が挙げられる。これらの有機微粒子を
構成する有機樹脂（高分子）は、前記例示の材料の混合物、変性体、誘導体、共重合体（
ランダム共重合体、交互共重合体、ブロック共重合体、グラフト共重合体）、架橋体（前
記の耐熱性高分子の場合）であってもよい。
【００３２】
　隔離材に係る耐熱性微粒子には、前記例示のものを１種単独で使用してもよく、２種以
上を併用してもよい。前記例示の各種微粒子の中でも、無機酸化物微粒子がより好ましく
、アルミナ、シリカ、ベーマイトが更に好ましい。
【００３３】
　隔離材を構成する耐熱性微粒子は、その粒径が隔離材の厚みよりも小さければよいが、
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その平均粒径が、０．００１μｍ以上であることが好ましく、０．１μｍ以上であること
がより好ましく、また、１５μｍ以下であることが好ましく、１μｍ以下であることがよ
り好ましい。
【００３４】
　なお、隔離材を構成する微粒子［耐熱性微粒子、および後記の樹脂（Ａ）や樹脂（Ｂ）
を含む微粒子］の平均粒径は、例えば、レーザー散乱粒度分布計（例えば、ＨＯＲＩＢＡ
社製「ＬＡ－９２０」）を用い、微粒子を溶解しない媒体に分散させて測定した数平均粒
子径として規定することができる（なお、本明細書の実施例における各微粒子の平均粒径
は、全てこの方法で測定した値である）。
【００３５】
　また、隔離材を構成する耐熱性微粒子の形態としては、例えば、球状に近い形状を有し
ていてもよく、板状の形状を有していてもよいが、短絡防止の点からは、板状の粒子や、
一次粒子が凝集した二次粒子構造の粒子であることが好ましい。前記の板状粒子や二次粒
子の代表的なものとしては、板状のアルミナや板状のベーマイト、二次粒子状のアルミナ
や二次粒子状のベーマイトなどが挙げられる。
【００３６】
　板状粒子の形態としては、アスペクト比が、５以上であることが好ましく、１０以上で
ることがより好ましく、また、１００以下であることが好ましく、５０以下であることが
より好ましい。板状粒子におけるアスペクト比は、例えば、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）
により撮影した画像を画像解析することにより求めることができる。
【００３７】
　隔離材における耐熱性微粒子の量は、隔離材の構成成分の全体積中、６０体積％以上で
あることが好ましく、７０体積％以上であることがより好ましく、８０体積％以上である
ことが更に好ましい。隔離材中の前記微粒子を前記のように高含有量とすることで、良好
な耐熱性を発揮し得る隔離材とすることができる。
【００３８】
　また、隔離材には、耐熱性微粒子同士を結着するためにバインダ樹脂を含有させること
が好ましく、このような観点から、隔離材における耐熱性微粒子量の好適上限値は、例え
ば、隔離材の構成成分の全体積中、９９体積％である。なお、隔離材における耐熱性微粒
子の量を６０体積％未満とすると、例えば、隔離材中のバインダ樹脂量を多くする必要が
生じるが、その場合には隔離材の空孔がバインダ樹脂によって埋められてしまい、イオン
伝導性を喪失する虞がある。
【００３９】
　隔離材に用いるバインダ樹脂としては、例えば、エチレン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶ
Ａ、酢酸ビニル由来の構造単位が２０～３５モル％のもの）、エチレン－エチルアクリレ
ート共重合体などのエチレン－アクリル酸共重合体、フッ素樹脂［ポリフッ化ビニリデン
（ＰＶＤＦ）など］、フッ素系ゴム、スチレン－ブタジエンゴム（ＳＢＲ）、カルボキシ
メチルセルロース（ＣＭＣ）、ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、ポリビニルアル
コール（ＰＶＡ）、ポリビニルブチラール（ＰＶＢ）、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）
、ポリＮ－ビニルアセトアミド、架橋アクリル樹脂、ポリウレタン、エポキシ樹脂などが
挙げられる。これらの有機バインダは１種単独で使用してもよく、２種以上を併用しても
構わない。
【００４０】
　前記例示のバインダ樹脂の中でも、１５０℃以上の耐熱性を有する耐熱樹脂が好ましく
、特に、エチレン－アクリル酸共重合体、フッ素系ゴム、ＳＢＲなどの柔軟性の高い材料
がより好ましい。これらの具体例としては、三井デュポンポリケミカル社製の「エバフレ
ックスシリーズ（ＥＶＡ、商品名）」、日本ユニカー社製のＥＶＡ、三井デュポンポリケ
ミカル社製の「エバフレックス－ＥＥＡシリーズ（エチレン－アクリル酸共重合体、商品
名）」、日本ユニカー社製のＥＥＡ、ダイキン工業社製の「ダイエルラテックスシリーズ
（フッ素ゴム、商品名）」、ＪＳＲ社製の「ＴＲＤ－２００１（ＳＢＲ、商品名）」、日
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本ゼオン社製の「ＢＭ－４００Ｂ（ＳＢＲ、商品名）」などが挙げられる。また、アクリ
ル酸ブチルを主成分とし、これを架橋した構造を有する低ガラス転移温度の架橋アクリル
樹脂（自己架橋型アクリル樹脂）も好ましい。
【００４１】
　なお、これらバインダ樹脂を使用する場合には、後述する隔離材形成用の組成物（スラ
リーなど）の溶媒に溶解させるか、または分散させたエマルジョンの形態で用いればよい
。
【００４２】
　また、隔離材には、樹脂製の微多孔膜で構成されたものを用いることもできる。
【００４３】
　前記微多孔膜の構成樹脂としては、電気絶縁性を有しており、電気化学的に安定で、更
に後で詳述する電池の有する電解液や、セパレータ製造の際に使用する溶媒（詳しくは後
述する）に安定な樹脂であれば特に制限は無い。なお、電池の温度上昇時に隔離材の空孔
を塞ぎイオンの移動を阻害する所謂シャットダウン機能を隔離材が備えていることが好ま
しく、そのため、隔離材となる微多孔膜の構成樹脂は、融点が８０℃以上（より好ましく
は１００℃以上）１５０℃以下（より好ましくは１２５℃以下）の熱可塑性樹脂［以下、
「樹脂（Ａ）」という場合がある。］であることが好ましい。なお、樹脂（Ａ）の融点は
、ＪＩＳ　Ｋ　７１２１の規定に準じて、示差走査熱量計（ＤＳＣ）を用いて測定される
融解温度を意味している。
【００４４】
　樹脂（Ａ）の具体例としては、例えば、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ
）、塩素化ＰＰ、ポリシクロオレフィンなどのポリオレフィン；エチレン－酢酸ビニル共
重合体（ＥＶＡ）、エチレン－エチルアクリレート共重合体、エチレン－メチルメタクリ
レート共重合体などの共重合ポリオレフィン；などの熱可塑性樹脂が挙げられる。なお、
前記共重合ポリオレフィンは、所謂ホットメルト樹脂であり、例えば、エチレン由来のユ
ニット比率が６５モル％以上であるものが好ましい。前記の熱可塑性樹脂の中でも、ＰＥ
、塩素化ＰＰ、またはエチレン由来のユニット比率が６５モル％以上のＥＶＡが好適であ
る。
【００４５】
　また、隔離材には、ポリイミド、ポリアミドイミド、アラミド、ポリウレタン、ポリエ
ステルなどの耐熱性樹脂で構成される微多孔膜を用いることもできる。この場合、前記微
多孔膜によってはシャットダウン機能を付与し得ないため、シャットダウン機能が不要な
電池に用いることができる。また、前記耐熱性樹脂製の微多孔膜と、樹脂（Ａ）や後記の
樹脂（Ｂ）で構成されるシャットダウン層とを積層して、耐熱性とシャットダウン機能と
を兼ね備えた隔離材を構成することもできる。
【００４６】
　樹脂製の微多孔膜としては、例えば、Ｔダイを用いて押出成形した樹脂製フィルムを冷
延伸して微多孔を形成する方法；パラフィンやシリカといった孔形成剤を、微多孔膜を構
成するための樹脂に混合した原料を、Ｔダイを用いて押出成形し、延伸後、孔形成剤を抽
出する方法；などによって製造したものを用いることができる。
【００４７】
　また、隔離材が樹脂（Ａ）製の微多孔膜により構成される場合、隔離材にシャットダウ
ン機能を付与する作用を損なわない範囲で、その強度などを向上するためにフィラーなど
を含有させることもでき、また、耐熱性樹脂製の微多孔膜で構成される隔離材においても
、フィラーなどを含有させることができる。樹脂製の微多孔膜からなる隔離材に使用可能
なフィラーとしては、例えば、前記の耐熱性微粒子を含有する隔離材において、使用可能
なものとして先に例示した各種耐熱性微粒子が挙げられる。
【００４８】
　本発明の電池に係る隔離材の厚みは、正極と負極とをより確実に隔離する観点から、６
μｍ以上であることが好ましく、１０μｍ以上であることがより好ましい。他方、隔離材
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の厚みが大きすぎると、電池のエネルギー密度向上効果が小さくなる虞があることから、
その厚みは、５０μｍ以下であることが好ましく、３０μｍ以下であることがより好まし
い。
【００４９】
　なお、本明細書でいう隔離材の厚み（電極の端面に形成された隔離材を除く）は、正極
に設けられた隔離材の場合は正極合剤層表面（すなわち本体部）に形成された部分の厚み
を、負極に設けられた隔離材の場合は負極合剤層表面（すなわち本体部）に形成された部
分の厚みを、それぞれ指す。また、正負極それぞれに隔離材を設け、対向する正極－負極
間に、正極の有する隔離材と負極の有する隔離材とが存在している場合には、これら両隔
離材の合計厚みを指す。更に、後述するシャットダウン特性などを付与するためにシャッ
トダウン層などを別途設けた場合には、シャットダウン層を含んだ合計厚みを指す。また
、電極の端面に形成された隔離材においても、シャットダウン層などを別途設けた場合に
は、シャットダウン層を含んだ合計厚みを指す。
【００５０】
　本発明の電池に係る隔離材は、イオン伝導性を確保するために多孔質であることが必要
であり、その空孔率としては、乾燥した状態で３０％以上であることが好ましい。一方、
隔離材の強度の確保と内部短絡の防止の観点から、隔離材の空孔率は、乾燥した状態で、
７０％以下であることが好ましい。なお、隔離材の空孔率：Ｐ（％）は、隔離材の厚み、
面積あたりの質量、構成成分の密度から、下記（１）式を用いて各成分ｉについての総和
を求めることにより計算できる。
　　Ｐ ＝　１００－（Σａｉ／ρｉ）×（ｍ／ｔ）　　　　　　（１）
ここで、前記式中、ａｉ：質量％で表した成分ｉの比率、ρｉ：成分ｉの密度（ｇ／ｃｍ
３）、ｍ：隔離材の単位面積あたりの質量（ｇ／ｃｍ２）、ｔ：隔離材の厚み（ｃｍ）で
ある。
【００５１】
　隔離材の平均孔径は、好ましくは０．０１μｍ以上、より好ましくは０．０５μｍ以上
であって、好ましくは１μｍ以下、より好ましくは０．５μｍ以下である。
【００５２】
　本発明の扁平形非水電池は、電池の温度上昇時に隔離材の空孔を塞ぎイオンの移動を阻
害する所謂シャットダウン機能を確保することができる。
【００５３】
　シャットダウン機能を確保する方法としては、前記の通り、融点が８０～１５０℃の熱
可塑性樹脂［樹脂（Ａ）］により形成された微多孔膜を用いて隔離材を構成する方法が挙
げられる。
【００５４】
　また、隔離材の厚みよりも粒径が小さな微粒子（例えば、耐熱性微粒子）を含有する隔
離材の場合には、前記の樹脂（Ａ）を耐熱性微粒子と共に含有させる方法を採用すること
ができる。
【００５５】
　耐熱性微粒子を含有する隔離材において、樹脂（Ａ）は、微粒子の形で用いてもよく、
耐熱性微粒子と複合化した複合微粒子の形として用いてもよい。複合微粒子の形態として
は、耐熱性微粒子をコアとし樹脂（Ａ）をシェルとしたコアシェル型、樹脂（Ａ）をコア
とし、耐熱性微粒子をシェルとしたコアシェル型などのコアシェル型であることが望まし
い。複合化の方法は、メカノフュージョン（商品名：ホソカワミクロン社製）などを用い
た乾式の複合化法や、メカノケミカル法などの湿式複合化方法が挙げられる。
【００５６】
　また、耐熱性微粒子を含有する隔離材において、通常、電池が使用される温度領域（お
よそ７０℃以下）では、電解液を吸収しないか、または吸収量が限られており、従って膨
潤の度合いが一定以下であるが、シャットダウンが必要となる温度まで加熱されたときに
は、電解液を吸収して大きく膨潤し且つ温度上昇と共に膨潤度が増大するような性質を有
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する樹脂［以下、「樹脂（Ｂ）」という。］を含有させることによっても、シャットダウ
ン機能を確保することができる。
【００５７】
　樹脂（Ｂ）を用いた場合、シャットダウン温度より低温側においては、樹脂（Ｂ）に吸
収されない流動可能な電解液が隔離材の空孔内に存在するため、隔離材内部のＬｉ（リチ
ウム）イオンの伝導性が高くなり、良好な負荷特性を有する電池となるが、温度上昇に伴
って膨潤度が増大する性質（以下、「熱膨潤性」という場合がある。）が現れる温度以上
に加熱された場合には、樹脂（Ｂ）は電池内の電解液を吸収して大きく膨潤し、膨潤した
樹脂（Ｂ）が隔離材の空孔を塞ぐと共に、流動可能な電解液が減少して電池が液枯れ状態
となることにより、シャットダウンが生じる。しかも、シャットダウン温度を超える高温
となった場合、熱膨潤性により前記液枯れが更に進行し、電池の反応が更に抑制されるこ
とになるため、シャットダウン後の高温安全性をより高めることもできる。
【００５８】
　樹脂（Ｂ）が熱膨潤性を示し始める温度は、７５℃以上であることが好ましい。樹脂（
Ｂ）が熱膨潤性を示し始める温度を７５℃以上とすることにより、Ｌｉイオンの伝導性が
著しく減少して電池の内部抵抗が上昇する温度（いわゆるシャットダウン温度）を、およ
そ８０℃以上に設定することができるからである。一方、熱膨潤性を示す温度の下限が高
くなるほど、シャットダウン温度が高くなるので、シャットダウン温度をおよそ１３０℃
以下に設定するために、樹脂（Ｂ）の熱膨潤性を示し始める温度は、１２５℃以下とする
のが好ましく、１１５℃以下とするのがより好ましい。熱膨潤性を示す温度が高すぎると
、電池内の活物質の熱暴走反応を十分に抑制できず、電池の安全性向上効果が十分に確保
できないことがあり、また、熱膨潤性を示す温度が低すぎると、通常の電池の使用温度域
（およそ７０℃以下）におけるＬｉイオンの伝導性が低くなりすぎることがある。
【００５９】
　また、熱膨潤性を示す温度より低い温度では、樹脂（Ｂ）は電解液をできるだけ吸収せ
ず、膨潤が少ない方が望ましい。これは、電池の使用温度領域、例えば室温では、電解液
は、樹脂（Ｂ）に取り込まれるよりも隔離材の空孔内に流動可能な状態で保持される方が
、電池の負荷特性などの特性が良好になるからである。
【００６０】
　常温（２５℃）において樹脂（Ｂ）が吸収する電解液量は、樹脂（Ｂ）の体積変化を表
す下記式（２）で定義される膨潤度ＢＲにより評価することができる。
　　ＢＲ　＝　（Ｖ０／Ｖｉ）－１　　　　　　　　　　　　　　　　（２）
［前記式（２）中、Ｖ０は、電解液中に２５℃で２４時間浸漬後の樹脂（Ｂ）の体積（ｃ
ｍ３）、Ｖｉは、電解液に浸漬する前の樹脂（Ｂ）の体積（ｃｍ３）をそれぞれ表す。］
【００６１】
　常温（２５℃）における樹脂の膨潤度ＢＲは、１以下であることが好ましく、電解液の
吸収による膨潤が小さいこと、すなわち、ＢＲはできるだけ０に近い小さな値となること
が望まれる。また、熱膨潤性を示す温度より低温側では、膨潤度の温度変化ができるだけ
小さくなるものが望ましい。
【００６２】
　その一方で、樹脂（Ｂ）としては、熱膨潤性を示す温度の下限以上に加熱された時は、
電解液の吸収量が大きくなり、熱膨潤性を示す温度範囲において、温度と共に膨潤度が増
大するものが用いられる。例えば、１２０℃において測定される、下記式（３）で定義さ
れる膨潤度ＢＴが、１以上であるものが好ましく用いられる。
　　ＢＴ　＝　（Ｖ１／Ｖ０）－１　　　　　　　　　　　　　　　　（３）
［前記式（３）中、Ｖ０は、電解液中に２５℃で２４時間浸漬後の樹脂（Ｂ）の体積（ｃ
ｍ３）、Ｖ１は、電解液中に２５℃で２４時間浸漬後、電解液を１２０℃に昇温させ、１
２０℃で１時間経過後における樹脂（Ｂ）の体積（ｃｍ３）をそれぞれ表す。］
【００６３】
　なお、前記式（３）で定義される樹脂（Ｂ）の膨潤度は、大きくなりすぎると電池の変
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形を発生させることもあるため、１０以下であることが望ましい。
【００６４】
　前記式（３）で定義される膨潤度は、樹脂（Ｂ）の大きさの変化を、光散乱法やＣＣＤ
カメラなどにより撮影された画像の画像解析といった方法を用いて、直接測定することに
より見積もることができるが、例えば以下の方法を用いてより正確に測定することができ
る。
【００６５】
　前記式（２）および式（３）と同様に定義される、２５℃および１２０℃における膨潤
度が分かっているバインダ樹脂を用い、その溶液またはエマルジョンに、樹脂（Ｂ）を混
合してスラリーを調製し、これをポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）シートやガラス
板などの基材上に塗布してフィルムを作製し、その質量を測定する。次に、このフィルム
を、２５℃の電解液中に２４時間浸漬して質量を測定し、更に、電解液を１２０℃に加熱
昇温させ、１２０℃で１時間保持後における質量を測定し、下記式（４）～（１０）によ
って膨潤度ＢＴを算出する。なお、下記（４）～（１０）式では、２５℃から１２０℃ま
での昇温した際の、電解液以外の成分の体積増加は無視できるものとする。
【００６６】
　　Ｖｉ　＝　Ｍｉ×Ｗ／ＰＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）
　　ＶＢ　＝　（Ｍ０－Ｍｉ）／ＰＢ　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５）
　　ＶＣ　＝　Ｍ１／Ｐｃ－Ｍ０／ＰＢ　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６）
　　ＶＶ　＝　Ｍｉ×（１－Ｗ）／ＰＶ　　　　　　　　　　　　　　　　　（７）
　　Ｖ０　＝　Ｖｉ＋ＶＢ－ＶＶ×（ＢＢ＋１）　　　　　　　　　　　　　　（８）
　　ＶＤ　＝　ＶＶ×（ＢＢ＋１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９）
　　ＢＴ　＝　｛Ｖ０＋ＶＣ－ＶＤ×（ＢＣ＋１）｝／Ｖ０－１　　　　　　　（１０）
ここで、前記式（４）～（１０）中、
Ｖｉ：電解液に浸漬する前の樹脂（Ｂ）の体積（ｃｍ３）、
Ｖ０：電解液中に２５℃で２４時間浸漬後の樹脂（Ｂ）の体積（ｃｍ３）、
ＶＢ：電解液中に常温で２４時間浸漬後に、フィルムに吸収された電解液の体積（ｃｍ３

）、
Ｖｃ：電解液中に常温に２４時間浸漬した時点から、電解液を１２０℃まで昇温させ、更
に１２０℃で１時間経過するまでの間に、フィルムに吸収された電解液の体積（ｃｍ３）
、
ＶＶ：電解液に浸漬する前のバインダ樹脂の体積（ｃｍ３）、
ＶＤ：電解液中に常温で２４時間浸漬後のバインダ樹脂の体積（ｃｍ３）、
Ｍｉ：電解液に浸漬する前のフィルムの質量（ｇ）、
Ｍ０：電解液中に常温で２４時間浸漬後のフィルムの質量（ｇ）、
Ｍｌ：電解液中に常温で２４時間浸漬した後、電解液を１２０℃まで昇温させ、更に１２
０℃で１時間経過した後におけるフィルムの質量（ｇ）、
Ｗ：電解液に浸漬する前のフィルム中の樹脂（Ｂ）の質量比率、
ＰＡ：電解液に浸漬する前の樹脂（Ｂ）の比重（ｇ／ｃｍ３）、
ＰＢ：常温における電解液の比重（ｇ／ｃｍ３）、
ＰＣ：所定温度での電解液の比重（ｇ／ｃｍ３）、
ＰＶ：電解液に浸漬する前のバインダ樹脂の比重（ｇ／ｃｍ３）、
ＢＢ：電解液中に常温で２４時間浸漬後のバインダ樹脂の膨潤度、
ＢＣ：前記（２）式で定義される昇温時のバインダ樹脂の膨潤度
である。
【００６７】
　また、前記の方法により前記（４）式および前記（８）式から求められるＶｉおよびＶ

０から、前記（２）式を用いて常温での膨潤度ＢＲを求めることができる。
【００６８】
　なお、本発明の扁平形非水電池は、非水電解液を有する電池であるが、従来から知られ



(13) JP 2011-243351 A 2011.12.1

10

20

30

40

50

ている非水電解液を有する電池では、例えば、リチウム塩を有機溶媒に溶解した溶液が非
水電解液として用いられている（リチウム塩や有機溶媒の種類、リチウム塩濃度などの詳
細は後述する）。よって、樹脂（Ｂ）としては、リチウム塩の有機溶媒溶液中で、７５～
１２５℃のいずれかの温度に達した時に前記の熱膨潤性を示し始め、好ましくは該溶液中
において膨潤度ＢＲおよびＢＴが前記の値を満足するように膨潤し得るものが推奨される
。
【００６９】
　樹脂（Ｂ）としては、耐熱性および電気絶縁性を有しており、電解液に対して安定であ
り、更に、電池の作動電圧範囲において酸化還元されにくい電気化学的に安定な材料が好
ましく、そのような材料としては、例えば、樹脂架橋体が挙げられる。より具体的には、
スチレン樹脂〔ポリスチレン（ＰＳ）など〕、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）、アク
リル樹脂〔ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）など〕、ポリアルキレンオキシド〔ポ
リエチレンオキシド（ＰＥＯ）など〕、フッ素樹脂〔ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）
など〕およびこれらの誘導体よりなる群から選ばれる少なくとも１種の樹脂の架橋体；尿
素樹脂；ポリウレタン；などが例示できる。樹脂（Ｂ）には、前記例示の樹脂を１種単独
で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。また、樹脂（Ｂ）は、必要に応じて、樹脂
に添加される公知の各種添加剤、例えば、酸化防止剤などを含有していても構わない。
【００７０】
　前記の構成材料の中でも、スチレン樹脂架橋体、アクリル樹脂架橋体およびフッ素樹脂
架橋体が好ましく、架橋ＰＭＭＡが特に好ましく用いられる。
【００７１】
　これら樹脂架橋体が、温度上昇により電解液を吸収して膨潤するメカニズムについては
明らかでないが、ガラス転移点（Ｔｇ）との相関が考えられる。すなわち、樹脂は、一般
にそのＴｇまで加熱されたときに柔軟になるため、前記のような樹脂は、Ｔｇ以上の温度
で多くの電解液の吸収が可能となり膨潤するのではないかと推測される。従って、樹脂（
Ｂ）としては、実際にシャットダウン作用が生じる温度が樹脂（Ｂ）の熱膨潤性を示し始
める温度より多少高くなることを考慮し、およそ７５～１２５℃にＴｇを有する樹脂架橋
体を用いることが望ましいと考えられる。なお、本明細書でいう樹脂（Ｂ）である樹脂架
橋体のＴｇは、ＪＩＳ　Ｋ　７１２１の規定に準じて、ＤＳＣを用いて測定される値であ
る。
【００７２】
　前記樹脂架橋体では、電解液を含む前の所謂乾燥状態においては、温度上昇により膨張
しても、温度を下げることにより再び収縮するというように、温度変化に伴う体積変化に
ある程度可逆性があり、また、熱膨潤性を示す温度よりもかなり高い耐熱温度を有するた
め、熱膨潤性を示す温度の下限が１００℃くらいであっても、２００℃またはそれ以上ま
で加熱することが可能な材料を選択することができる。そのため、隔離材や電池の製造工
程などで加熱を行っても、樹脂が溶解したり樹脂の熱膨潤性が損なわれたりすることがな
く、一般の加熱プロセスを含む製造工程での取り扱いが容易となる。
【００７３】
　なお、樹脂（Ｂ）についても、前述の樹脂（Ａ）と同様に、樹脂（Ｂ）のみで構成され
る微粒子として用いてもよく、耐熱性微粒子と複合化した複合微粒子として用いてもよい
。
【００７４】
　樹脂（Ａ）や樹脂（Ｂ）は、単独の微粒子、または前述のコアシェル型微粒子として用
いる場合には、その平均粒径は、０．１μｍ以上であることが好ましく、０．３μｍ以上
であることがより好ましく、また、１０μｍ以下であることが好ましく、５μｍ以下であ
ることがより好ましい。
【００７５】
　更に、前記の樹脂（Ａ）や樹脂（Ｂ）で構成されるシャットダウン層を、耐熱性微粒子
を含有する層の表面（電極側表面または電極とは反対側の表面）に形成して、シャットダ
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ウン層を有する隔離材とすることで、シャットダウン機能を確保することもできる。シャ
ットダウン層は、樹脂（Ａ）製の微多孔膜や、樹脂（Ａ）および／または樹脂（Ｂ）の微
粒子を含有する層により構成することができる。
【００７６】
　隔離材の厚みよりも粒径が小さな微粒子（例えば耐熱性微粒子）を含有する隔離材の場
合には、前記微粒子や、バインダ樹脂、さらには必要に応じて樹脂（Ａ）や樹脂（Ｂ）を
含む微粒子といった隔離材の構成材料を、媒体に溶解または分散させたスラリー（隔離材
形成用組成物）を調製し、これを電極（正極および／または負極）の本体部表面（電極合
剤層表面）、集電タブ部の一部の表面および電極の端面の少なくとも一部にキャストまた
はスプレーし、その後乾燥などにより溶媒を除去する方法により、多孔性の隔離材を有す
る電極を製造することができる。
【００７７】
　また、前記微粒子などを含む前記のスラリーを基板表面にキャストし、溶媒を除去した
後に基板から剥離して得た隔離材を、接着、粘着、ヒートプレスなどの方法で電極と一体
化することによっても、隔離材を有する電極を製造することができる。
【００７８】
　樹脂製の微多孔膜によって隔離材を形成する場合には、前記微多孔膜を接着、粘着、ヒ
ートプレスなどの方法で、電極（正極および／または負極）の本体部表面（電極合剤層表
面）、集電タブ部の一部の表面および端面の少なくとも一部と一体化する方法で、隔離材
を有する電極を製造することができる。
【００７９】
　更に、正極および負極のいずれか一方の表面に、隔離材の厚みよりも粒径が小さな微粒
子を含有する隔離材を形成し、他方の表面に樹脂製の微多孔膜からなる隔離材を形成して
電池を構成することも可能である。
【００８０】
　基板表面に前記スラリーをキャストし溶媒除去後に基板から剥離して得た隔離材や、樹
脂製の微多孔膜からなる隔離材を電極と一体化する方法としては、隔離材に接着剤や粘着
剤を塗布した後、電極と貼り合わせて一体化する方法；微多孔膜の構成樹脂が熱可塑性樹
脂の場合や、隔離材中のバインダ樹脂が熱可塑性の場合に、隔離材を電極に重ねてヒート
プレスする方法；ホットメルト樹脂を隔離材の表面に塗布した後、電極と重ねてヒートプ
レスする方法；などが挙げられる。なお、隔離材がシャットダウン機能を有する場合には
、ホットメルト樹脂は、隔離材の有するシャットダウン樹脂［樹脂（Ａ）］の軟化点、融
点より低い温度で溶融して接着性を発現するものを使用することが好ましい。これらの方
法によれば、特に隔離材がシャットダウン機能を有する場合には、そのシャットダウン機
能を損なうことなく、電極と一体化することができる。
【００８１】
　なお、隔離材と電極との一体化に使用する接着剤や粘着剤としては、電気化学的に安定
で、電解液に溶解しないものが望ましい。このような接着剤や粘着剤の具体例としては、
例えば、架橋性のアクリル樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂などが挙げられる。また
、隔離材と電極との一体化に使用し得るホットメルト樹脂としては、例えば、ＰＥ、ＰＰ
などの低融点のポリオレフィン；ＥＶＡ、エチレン－エチルアクリレート共重合体、エチ
レン－メチルメタクリレート共重合体などの共重合ポリオレフィン；などが挙げられる。
【００８２】
　基板表面に前記スラリーをキャストし溶媒除去後に基板から剥離して得た隔離材や、樹
脂製の微多孔膜からなる隔離材を電極と一体化する場合には、電極の平面部分の面積より
も大きな隔離材を用意し、前記平面部分および端面の両者を隔離材で覆うように一体化す
るか、または、電極の平面部分の隔離材と端面の隔離材とを、それぞれ別の工程で形成す
ればよい。また、例えば、電極の平面部分については、基板表面に前記スラリーをキャス
トし溶媒除去後に基板から剥離して得た隔離材や、樹脂製の微多孔膜からなる隔離材と一
体化し、端面については、前記の隔離材形成用組成物を塗布するなどする工程を経て、隔
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離材を形成してもよい。
【００８３】
　なお、隔離材の形成をより容易とするには、前記の隔離材形成用組成物を使用し、電極
の平面部分の隔離材と、端面の隔離材とを同時に形成することが好ましい。具体的には、
隔離材の形成前に電極（正極および／または負極）を所望の形状に打ち抜くなどして切断
しておき、その後、電極の平面部分（本体部および集電タブ部の一部）および端面の少な
くとも一部に、隔離材形成用組成物を塗布し、乾燥する方法が好ましく採用される。
【００８４】
　電極の平面部分の隔離材と、端面の隔離材とを同時に形成する場合、隔離材形成用組成
物を電極に塗布する方法としては、隔離材形成用組成物を付着させた弾性体を電極に押し
付けて塗布するタンポ印刷、電極を隔離材形成用組成物に直接浸漬するディップ方式、ま
たは隔離材形成用組成物を電極に直接吹き付けるスプレー方式を採用することが好ましい
。これらの方法であれば、電極の平面部分および端面に同時に隔離材形成用組成物を塗布
することが容易となる。
【００８５】
　隔離材形成用組成物を電極に塗布する場合、隔離材を設けない箇所は、例えば、マスキ
ングなどをしておけばよい。
【００８６】
　電極の集電タブ部は、正極の場合には正極ケースや正極端子との電気的接続が可能なよ
うに、また、負極の場合には負極と負極ケースや負極端子との電気的接続が可能なように
、隔離材を形成せずに集電体を露出させる部分を設ける必要がある。そのため、集電タブ
部においては、その全面ではなく一部にのみ隔離材を形成する。なお、図３に示すように
、正極と負極とを積層した電極群においては、集電タブ部は折り曲げられるなどするため
、集電タブ部が対極と接触することによる短絡を防止可能な箇所に、隔離材を形成してお
くことが好ましい。具体的には、集電タブ部においては、少なくとも本体部との境界部分
に隔離材を形成することが好ましい。
【００８７】
　なお、集電タブ部における隔離材の形成箇所は、集電タブ部と本体部との境界から、０
ｍｍ以上の箇所までであることがより好ましく、０．１ｍｍ以上の箇所までであることが
更に好ましく、また、１０ｍｍ以下の箇所までであることがより好ましく、５ｍｍ以下の
箇所までであることが更に好ましい。
【００８８】
　また、電極の端面における隔離材は、例えば、図１に示すように、電極の端面のうち、
電極の平面部分に隔離材が存在している箇所に相当する部分の全てに設けてもよいが、少
なくとも、対極との接触の可能性が大きい箇所には隔離材を形成することが好ましい。
【００８９】
　図４に、扁平形非水電池に係る電極（正極または負極）の他の例を模式的に示している
。図４に示す電極１は、その端面のうち、平面視で対極の集電タブ部が位置することが予
定される箇所（図４では、本体部１ａの左端の箇所）および集電タブ部１ｂにおける本体
部１ａとの境界部近傍に相当する箇所にのみ、隔離材４を有している。すなわち、電極の
うち、平面視で対極の集電タブ部が位置することが予定される箇所の端面、および集電タ
ブ部における本体部との境界部近傍の端面は、対極との接触が生じやすいことから、電極
の端面のうち、少なくともこれらの箇所には、隔離材を形成することが好ましい。
【００９０】
　なお、電極の端面のうち、電極の平面部分に隔離材が存在している箇所に相当する部分
の全てに隔離材を形成する場合には、対極との接触による短絡がより良好に抑制できる他
、特に前記の電極の平面部分の隔離材と端面の隔離材とを同時に形成する方法を採用する
場合には、隔離材の形成がより容易となることから、好ましい。
【００９１】
　本発明の扁平形非水電池に係る正極は、従来から知られている非水電池に用いられてい
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る正極であれば特に制限はなく、例えば、リチウムイオンを吸蔵放出可能な活物質を用い
た正極が使用できる。すなわち、例えば活物質として、一般式ＬｉＭｎｘＭ１

（１－ｘ）

Ｏ４（Ｍ１：Ｆｅ、Ｎｉ、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ａｌ、Ｂ、Ｖ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｎｂ、
Ｔａ、Ｃｕ、Ｍｏ、ＴｉおよびＷよりなる群から選択される少なくとも１種の元素であり
、０≦ｘ≦０．１）で表されるスピネル型リチウム含有複合酸化物、一般式ＬｉＭ２ＰＯ

４（Ｍ２：Ｃｏ、Ｎｉ、ＭｎまたはＦｅ）で表されるオリビン型リチウム含有複合酸化物
、一般式Ｌｉ（１＋ａ）Ｍ３

２ｂＭｎ（０．５－ｂ）Ｎｉ（０．５－ｂ）Ｏ２（Ｍ３：Ｆ
ｅ、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ａｌ、Ｂ、Ｖ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｕ、Ｍｏ、Ｔ
ｉおよびＷよりなる群から選択される少なくとも１種の元素であり、－０．１＜ａ＜０．
１、０≦ｂ≦０．０５）で表される層状結晶構造のリチウム含有複合酸化物、一般式Ｌｉ
（１＋ｙ＋α）Ｎｉ（１－ｙ－ｚ＋δ）／２Ｍｎ（１－ｙ－ｚ－δ）／２Ｍ４

ｚＯ２（Ｍ
４：Ｔｉ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ａｌ、Ｇｅ、Ｓｎ、ＭｇおよびＺｒよりなる
群から選択される少なくとも１種の元素、０≦ｙ≦０．０５、－０．０５≦α≦０．０５
、０≦ｚ＜０．４５、－０．２４≦δ≦０．２４）で表されるリチウム含有複合酸化物よ
りなる群から選択される少なくとも１種の化合物などを適用することが可能であり、それ
らの正極活物質に導電助剤やポリフッ化ビニリデンなどの結着剤などを適宜添加した正極
合剤で構成される正極合剤層を、集電体の片面または両面に形成した正極が使用できる。
【００９２】
　正極における正極合剤層の組成としては、正極活物質：８０～９９質量％、導電助剤：
０．５～１５質量％、結着剤：０．５～１０質量％とすることが好ましい。また、正極合
剤層の厚みは、集電体の片面あたり２０～２００μｍであることが好ましい。
【００９３】
　本発明において、正極の集電体としてはアルミニウム製の箔、パンチングメタル、網、
エキスパンドメタルなどを用い得るが、通常、厚み１０μｍ以上３０μｍ以下のアルミニ
ウム箔が好適に用いられる。
【００９４】
　正極の集電タブ部は、正極製造時に集電体の一部を、正極合剤層を形成しない正極合剤
層未形成部（集電体の露出部）として設けられる。
【００９５】
　本発明の扁平形非水電池に係る負極としては、従来から知られている非水電池に用いら
れている負極であれば特に制限はなく、例えば、リチウムイオンを吸蔵放出可能な活物質
を用いた負極が使用できる。負極活物質としては、例えば、黒鉛、熱分解炭素類、コーク
ス類、ガラス状炭素類、有機高分子化合物の焼成体、メソカーボンマイクロビーズ、炭素
繊維などのリチウムを吸蔵、放出可能な炭素系材料の１種または２種以上の混合物が用い
られる。また、Ｓｉ，Ｓｎ、Ｇｅ，Ｂｉ，Ｓｂ、Ｉｎなどの合金またはリチウム含有窒化
物、酸化物などのリチウム金属に近い低電圧で充放電できる化合物、もしくはリチウム金
属やリチウム／Ａｌ合金も負極活物質として用いることができる。負極には、これらの負
極活物質に導電助剤やポリフッ化ビニリデンなどの結着剤などを適宜添加した負極合剤か
らなる負極合剤層を、集電体の片面または両面に形成したものが使用できる。
【００９６】
　負極における負極合剤層の組成としては、負極活物質：８０～９９質量％、結着剤：０
．５～１０質量％とすることが好ましい。また、導電助剤を使用する場合、負極合剤層中
の導電助剤量を、０．５～１０質量％とすることが好ましい。更に、負極合剤層の厚みは
、集電体の片面あたり２０～２００μｍであることが好ましい。
【００９７】
　本発明において、負極の集電体としては銅製またはニッケル製の箔、パンチングメタル
、網、エキスパンドメタルなどを用い得るが、通常、銅箔が用いられる。この負極集電体
は、より高エネルギー密度の電池を得るために負極全体の厚みを薄くする場合、厚みが３
０μｍ以下であることが好ましく、また、厚みは５μｍ以上であることが好ましい。
【００９８】
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　負極の集電タブ部も正極の集電タブ部と同様に、負極製造時に集電体の一部を、負極合
剤層を形成しない負極合剤層未形成部（集電体の露出部）として設けられる。
【００９９】
　本発明の扁平形非水電池では、例えば図３に示すように、前記の正極と前記の負極とを
、隔離材が対極との間に介在するように、全電極数が３層以上となるように積層して構成
した電極群を使用する。なお、電極群における正極と負極との合計数の上限値については
特に制限はない。
【０１００】
　なお、電極群とした際に、電極エッジ部（例えば図３中の左右端）でのリチウム析出に
よる内部短絡を防止する観点から、互いに対向する正極と負極とにおいては、正極の正極
合剤層形成部分の面積（平面視での面積。後記の負極についても同じ。）を、負極の負極
合剤層形成部分の面積よりも小さくすることが好ましい。
【０１０１】
　電極群を形成するにあたっては、正極の集電タブ部と負極の集電タブ部とは、互いに接
触しない位置であれば、それらの向きに特に制限はない。本発明の電池は平面視で円形で
あるため、正極の集電タブ部や負極の集電タブ部の向きを変更しても、電池内に収容でき
る電極本体部（発電に関与する電極合剤層が形成された本体部）の大きさは同じであり、
エネルギー密度が低下するなどの問題は生じない。ただし、電極群の形成の容易さを考慮
すると、図３に示すように、正極の集電タブ部と、負極の集電タブ部とが、互いに対向す
るように配置することが好ましい。
【０１０２】
　本発明の扁平形非水電池は、前記の電極群と、電解液とを、正極ケースと負極ケースと
が絶縁ガスケットを介してカシメ封口された空間内に収容して構成される。
【０１０３】
　図５に、本発明の扁平形非水電池の一例を模式的に表す断面図を示している。図５では
、図３と機能が共通するものについては、同じ符号を付している。なお、図５では、図面
が複雑になることを避けるために、正極および負極については、集電体、正負極の合剤層
および隔離材を区別して示しておらず、また、正極と負極とをほぼ同じサイズで示してい
る。
【０１０４】
　図５に示す電池２００では、正極ケース３１の開口部に、負極ケース３２が、断面Ｌ字
状で環状の絶縁ガスケット３３を介して嵌合しており、正極ケース３１の開口端部が内方
に締め付けられ、これにより絶縁ガスケット３３が負極ケース３２に当接することで、正
極ケース３１の開口部が封口されて電池２００内部が密閉構造となっている。そして、そ
の内部に、正極１０と負極２０とを複数積層して構成した電極群と、電解液（図示しない
）とが収容されている。そして、正極ケース３１は正極端子を兼ね、負極ケース３２は負
極端子を兼ねている。また、電極群に係る最下端の負極２０と正極ケース３１との間には
、絶縁テープ３０が介在している。
【０１０５】
　このように、本発明の電池では、正極ケースと負極ケースとを、絶縁ガスケットを介し
てカシメ封口する構造とすることで、例えば、正極ケースと負極ケースとの間をレーザー
溶接などにより封止する場合よりも、生産コストを下げ、電池の生産性を高めている。
【０１０６】
　正極ケースとしては、例えば、ステンレス鋼製のケースが好ましく、電池内側にアルミ
ニウム層を設けたステンレス鋼－アルミニウムクラッドを用いて構成したケースがより好
ましい。また、負極ケースは、ステンレス鋼製のケースが好ましい。更に、絶縁ガスケッ
トとしては、ナイロン６６などのポリアミド製のものなどが好ましい。
【０１０７】
　なお、本発明の電池においては、エネルギー密度をより高める観点から、電極群におけ
る正極の本体部と負極の本体部とが対向する部分の、電極面に垂直な方向の最大投影面積
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（以下、単に「電極群の最大投影面積」という場合がある。）が、前記電極面に垂直な方
向と同一軸から見たときの、正極ケースと負極ケースとから形成される空間の最大投影面
積（以下、単に「正極ケースと負極ケースとから形成される空間の最大投影面積」という
場合がある。）の、好ましくは６０％以上、より好ましくは７０％となるように、電極群
に係る電極のサイズと、正極ケースおよび負極ケースのサイズとを調整することが推奨さ
れる。
【０１０８】
　本発明の電池では、正極に係る集電タブ部は、正極ケースが正極端子を兼ねる場合は正
極ケース、そうでない場合は正極端子と接続し、負極に係る集電タブ部は、負極ケースが
負極端子を兼ねる場合は負極ケース、そうでない場合は負極端子と接続する。なお、図４
では、正極に係る集電タブ部と正極ケースとを直接接続し、また、負極に係る集電タブ部
と負極ケースとを直接接続した例を示しているが、例えば、正極に係る各集電タブ部を纏
め、これをリード体を介して正極ケースや正極端子と間接的に接続してもよく、また、負
極端子に係る各集電タブ部を纏め、これをリード体を介して負極ケースや負極端子と間接
的に接続してもよい。
【０１０９】
　本発明の扁平形非水電池に係る電解液としては、例えば、ジメチルカーボネート、ジエ
チルカーボネート、メチルエチルカーボネート、プロピオン酸メチル、エチレンカーボネ
ート、プロピレンカーボネート、ブチレンカーボネート、ガンマーブチロラクトン、エチ
レングリコールサルファイト、１，２－ジメトキシエタン、１，３－ジオキソラン、テト
ラヒドロフラン、２－メチル－テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどの有機溶媒に
、例えば、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＳｂＦ６、Ｌｉ
ＣＦ３ＳＯ３、ＬｉＣＦ３ＣＯ２、Ｌｉ２Ｃ２Ｆ４（ＳＯ３）２、ＬｉＮ（ＣＦ３ＳＯ２

）２、ＬｉＣ（ＣＦ３ＳＯ２）３、ＬｉＣｎＦ２ｎ＋１ＳＯ３（ｎ≧２）、ＬｉＮ（Ｒｆ

ＯＳＯ２）２〔ここでＲｆはフルオロアルキル基〕などのリチウム塩から選ばれる少なく
とも一種を溶解させることによって調製したものが使用される。このイオン塩の電解液中
の濃度としては、０．５～１．５ ｍｏｌ／ｌ、特に０．９～１．２５ ｍｏｌ／ｌが好ま
しい。また、これらの電解液に安全性や充放電サイクル性、高温貯蔵性といった特性を向
上させる目的で、ビニレンカーボネート類、１，３－プロパンサルトン、ジフェニルジス
ルフィド、シクロヘキシルベンゼン、ビフェニル、フルオロベンゼン、ｔ－ブチルベンゼ
ンなどの添加剤を適宜加えることもできる。
【０１１０】
　本発明の扁平形非水電池は、小型携帯機器の電源用途を始めとして、従来から知られて
いる非水電池が適用されている各種用途（特に小型の非水電池が要求される用途）に好ま
しく用いることができる。
【実施例】
【０１１１】
　以下、実施例に基づいて本発明を詳細に述べる。ただし、下記実施例は本発明を制限す
るものではない。
【０１１２】
実施例１
正極の作製：
　正極活物質であるＬｉＣｏＯ２：８０質量部、導電助剤であるアセチレンブラック：１
０質量部および結着剤であるポリフッ化ビニリデン：５質量部を、Ｎ－メチルピロリドン
を溶剤として均一になるように混合し、正極合剤含有ペーストを調製した。そのペースト
を、集電体となる厚さ１５μｍのアルミニウム箔の両面に、塗布長が表裏それぞれ２０ｍ
ｍになるように間欠塗布し、乾燥した後、カレンダー処理を行って、全厚が１５０μｍに
なるように正極合剤層の厚みを調整して正極を得た。
【０１１３】
負極の作製：
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　負極活物質である黒鉛：９５質量部とポリフッ化ビニリデン：５質量部とを、Ｎ－メチ
ルピロリドンを溶剤として均一になるように混合して負極合剤含有ペーストを調製し、銅
箔からなる厚さ１０μｍの集電体の両面に、塗布長が表裏それぞれ２０ｍｍになるように
間欠塗布し、乾燥した後、カレンダー処理を行って、全厚が１４２μｍになるように負極
合剤層の厚みを調整して負極を得た。また、前記の負極合剤含有ペーストを、銅箔からな
る厚さ１０μｍの集電体の片面に、塗布長が２０ｍｍになるように間欠塗布し、乾燥した
後、カレンダー処理を行って、全厚が７６ｍｍになるように負極合剤層の厚みを調整して
、集電体の片面に負極合剤層を有する負極も作製した。
【０１１４】
隔離材の作製：
　バインダであるＳＢＲのエマルジョン（固形分比率４０質量％）：１００ｇと、水：４
０００ｇとを容器に入れ、均一に分散するまで室温で攪拌した。この分散液に耐熱性微粒
子であるアルミナ粉末（平均粒径０．４μｍ）：４０００ｇを４回に分けて加え、ディス
パーにより２８００ｒｐｍで５時間攪拌して均一なスラリーを調製した。このスラリーに
増粘剤としてキサンタンガムを２４ｇ加えて溶解し、スラリーの粘度を３００ｍＰａ・ｓ
に調整した。
【０１１５】
　前記集電体の両面負極合剤層を形成した負極の集電タブ部の集電部分（端面を含む）、
並びに前記集電体の片面に負極合剤層を形成した負極を、図６に示す形状で、略円形の本
体部１ａの片面または両面に負極合剤層が形成されており、集電タブ部１ｂは両面とも集
電体の露出部で構成されているように打ち抜いた。なお、これらの負極は、図６に示す本
体部１ａにおける径ｒを７．５ｍｍ、直線部ａおよびｄの長さを５ｍｍとし、集電タブ部
におけるｂの長さを３ｍｍ、ｃの長さを３ｍｍとした。また、負極の本体部は、平面視で
の面積が、円弧上の任意の１点と、該１点と直線で結ばれる円弧上の他の１点との間の距
離が最長の部分の長さを直径とする円の面積の９８％である。
【０１１６】
　打ち抜き後の前記集電体の両面負極合剤層を形成した負極の集電タブ部の集電部分（端
面を含む）、並びに前記集電体の片面に負極合剤層を形成した負極の集電タブ部の集電部
分（端面を含む）および負極合剤層を形成していない集電体の表面をマスキングした。そ
の後、これらの負極の負極合剤層表面および端面に、前記のスラリーをスプレーコーター
によって塗布し、乾燥して、厚みが２５μｍの隔離材を形成した。
【０１１７】
　隔離材形成後の負極の端面を、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で観察した際の写真を図７
に示す。この図７から、負極の端面にも隔離材４が形成されていることが分かる。
【０１１８】
電池の組み立て：
　また、前記の正極を、図６に示す形状で、略円形の本体部１ａに正極合剤層が形成され
ており、集電タブ部１ｂは集電体の露出部で構成されるように打ち抜いた。なお、正極は
、図６に示す本体部１ａにおける径ｒを７ｍｍ、直線部ａおよびｄの長さを５ｍｍとし、
集電タブ部におけるｂの長さを５ｍｍ、ｃの長さを３ｍｍとした。
【０１１９】
　前記のように打ち抜いた正極７枚と、隔離材を形成した負極８枚とを、図３に示すよう
に積層し、各正極の集電タブ部同士、および各負極の集電タブ部同士を溶接により接続し
て、積層型の電極群を作製した。なお、前記電極群の両最外層は負極とし、これら両最外
層の負極には、集電体の片面に負極合剤層および隔離材を形成した負極を用い、集電体の
露出面が電極群の最外部となるように配置した。また、電極群の正極ケースに対向するこ
とが予定される部分には、ポリイミド製の絶縁テープを貼り付けた。
【０１２０】
　前記の電極群を、外側がステンレス鋼製で内部がアルミニウム製のステンレス鋼－アル
ミニウムクラッドで構成した正極ケースに入れ、電極群に係る正極の集電タブ部を正極ケ
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ースに溶接により接続した。正極ケース内に電解液（エチレンカーボネートとエチルメチ
ルカーボネートを体積比で１対２に混合した溶媒に、ＬｉＰＦ６を濃度１．２Ｍで溶解し
た溶液）を注入し、ステンレス鋼製の負極ケースを、ナイロン６６製の絶縁ガスケットを
介して正極ケースの開口部に配置し、カシメ封口して、外形２０ｍｍ、厚み３．２ｍｍの
扁平形非水電池（扁平形非水二次電池）を作製した。なお、電池の負極側は、電極群と負
極ケースとの接触により接続されている。
【０１２１】
　なお、電極群の最大投影面積は１．７４ｃｍ２、正極ケースと負極ケースとから形成さ
れる空間の最大投影面積は２．０１ｃｍ２であり、その比率（Ｑ）は８６％であった。
【０１２２】
実施例２
　バインダ樹脂であるＥＶＡ（コモノマー中の酢酸ビニルの比率が１５モル％、日本ユニ
カー社製）１００ｇと、トルエン６０００ｇとを容器に入れ、均一に溶解するまで室温に
て撹拌した。ここに、樹脂（Ａ）としてＰＥ粉末（融点１０７℃、平均粒径６μm）３０
００ｇを４回に分けて加え、ディスパーにより２８００ｒｐｍで１時間分散した。ここに
、アルミナ微粒子（平均粒径０．４μｍ）３００ｇを加え、ディスパーにより２８００ｐ
ｍで３時間攪拌して、均一なスラリーを調製した。このスラリーを用いて隔離材を形成し
た以外は実施例１と同様にして負極を作製し、これらの負極を用いた以外は実施例１と同
様にして扁平形非水電池を作製した。
【０１２３】
実施例３
　バインダ樹脂であるＳＢＲのエマルジョン（固形分比率４０質量％）：１００ｇと、水
：４０００ｇとを容器に入れ、均一に分散するまで室温で攪拌した。この分散液に耐熱性
微粒子であるベーマイト粉末（平均粒径１μｍ、アスペクト比１０、板状）：４０００ｇ
を４回に分けて加え、ディスパーにより２８００ｒｐｍで５時間攪拌して均一なスラリー
を調製した。更に、このスラリーにＣＭＣを３０ｇ添加して溶解し、スラリーの粘度を３
００ｍＰａ・ｓに調整した。このスラリーを用いて厚みが１５μｍの隔離材を形成した以
外は、実施例１と同様にして負極を作製した。
【０１２４】
　また、実施例１と同様に作製した正極（打ち抜き後の正極）の正極合剤層表面に、ＰＥ
のエマルジョン（平均粒径１μｍ、固形分比率２５％、融点１２５℃）を、スプレーコー
ターを用いて塗布し、乾燥して、厚み１０μｍのシャットダウン層を形成した。この正極
の端面をＳＥＭ観察したところ、端面にもシャットダウン層が形成されていることが判明
した。
【０１２５】
　前記の正極と前記の負極とを用いた以外は、実施例１と同様にして扁平形非水電池を作
製した。
【０１２６】
実施例４
　バインダ樹脂であるＳＢＲのエマルジョン（固形分比率４０質量％）：１００ｇと、水
：４０００ｇとを容器に入れ、均一に分散するまで室温で攪拌した。この分散液に耐熱性
微粒子であるベーマイト粉末（平均粒径０．６μｍ、二次粒子状）：４０００ｇを４回に
分けて加え、ディスパーにより２８００ｒｐｍで５時間攪拌して均一なスラリーを調製し
た。更に、このスラリーにシャットダウン粒子として架橋ＰＭＭＡ粒子［樹脂（Ｂ）、平
均粒径０．３μｍ］１０００ｇを加えて、均一に分散するまで室温で攪拌してスラリーを
調製した。このスラリーを用いて厚みが１５μｍの隔離材を形成した以外は、実施例１と
同様にして負極を作製した。
【０１２７】
　また、前記のスラリーを、実施例１と同様に作製した正極（打ち抜き後の正極）の正極
合剤層表面、集電体の露出部の一部および端面にスプレーコーターで塗布し、乾燥して、
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厚みが１５μｍの隔離材を形成した。
【０１２８】
　前記の正極と前記の負極とを用いた以外は、実施例１と同様にして扁平形非水電池を作
製した。
【０１２９】
実施例５
　ＰＥ製微多孔膜（厚み２０μｍ、融点１３６℃）に、ＰＰ製ホットメルト樹脂のエマル
ジョン（樹脂の融点８５℃、固形分比率２０質量％）を乾燥後の厚みが１μｍになるよう
に塗布して乾燥した後、実施例１と同様にして作製した正極（打ち抜き後の正極）の両面
に重ね、ヒートプレスによりＰＥ製微多孔膜からなる隔離材と正極とを一体化して、正極
合剤層を有する本体部、集電タブ部の本体部との境界部分、これらの位置に相当する箇所
の端面部分に隔離材が形成された正極を得た。
【０１３０】
　また、実施例１で作製した負極（打ち抜き前の負極）を、隔離材を形成せずに実施例１
と同じサイズに打ち抜いた。
【０１３１】
　前記の正極と前記の負極とを用いた以外は、実施例１と同様にして扁平形非水電池を作
製した。
【０１３２】
実施例６
　バインダ樹脂であるＳＢＲのエマルジョン（固形分比率４０質量％）：１００ｇと、水
：４０００ｇとを容器に入れ、均一に分散するまで室温で攪拌した。この分散液に耐熱性
微粒子であるベーマイト粉末（平均粒径１μｍ、アスペクト比１０、板状）：４０００ｇ
を４回に分けて加え、ディスパーにより２８００ｒｐｍで５時間攪拌して均一なスラリー
を調製した。更に、このスラリーにＣＭＣを３０ｇ添加して溶解し、スラリーの粘度を３
００ｍＰａ・ｓに調整した。このスラリーをＰＥ製微多孔膜（厚み１６μm、融点１３６
℃）の片側に摺り切り塗布し、乾燥して、厚み２０μｍのフィラー層を形成した微多孔膜
を得た。
【０１３３】
　前記のフィラー層を有する微多孔膜のＰＥ製微多孔膜面に、実施例５で使用したものと
同じＰＰ製ホットメルト樹脂のエマルジョンを、乾燥後の厚みが１μmになるように塗布
して乾燥した。この微多孔膜を用いた以外は、実施例５と同様にして正極を作製した。
【０１３４】
　前記の正極を用いた以外は、実施例５と同様にして扁平形非水電池を作製した。
【０１３５】
比較例１
　実施例１と同様にして正極（打ち抜き後の正極）および負極（打ち抜き後の負極）を作
製した。そして、これらの正極と負極とを用い、隔離材に代えて実施例５で用いたものと
同じＰＥ製微多孔膜をセパレータとして正極と負極との間に介在させた以外は、実施例１
と同様にして扁平形非水電池を作製した。
【０１３６】
　比較例１の電池について、実施例１と同様にして計算した電極群の最大投影面積の、正
極ケースと負極ケースとから形成される空間の最大投影面積との比率（Ｑ）は８６％であ
った。
【０１３７】
比較例２
　実施例１と同様にして正極を作製した、また、実施例１と同様にして負極（打ち抜き前
の負極）を作製し、負極の本体部の負極合剤層表面および集電タブ部の本体部（負極合剤
層が形成された本体部）との境界部分に、実施例１で調製したものと同じ隔離材形成用ス
ラリーを、ギャップ６０μｍで摺り切り塗布し、乾燥して、厚みが２５μｍの隔離材を形
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成した後に図６に示す形状に打ち抜いた。これらの正極と負極とを用いた以外は、実施例
１と同様にして扁平形非水電池を作製した。
【０１３８】
　なお、比較例２の電池に用いた負極の端面のＳＥＭ写真を図８に示すが、その端面には
隔離材が形成されていないことが分かる。
【０１３９】
比較例３
正極の作製：
　実施例１と同様にして調製した正極合剤含有ペーストを、集電体となる厚さ１５μｍの
アルミニウム箔の両面に、塗布長が表面７７．０ｍｍ、裏面５２．０ｍｍになるように間
欠塗布し、乾燥した後、カレンダー処理を行って、全厚が１４３μｍになるように正極合
剤層の厚みを調整し、幅１０．０ｍｍになるように切断して、長さ８１．０ｍｍ、幅１０
．０ｍｍの正極を作製した。更に、この正極のアルミニウム箔の露出部にタブを溶接して
リード部を形成した。
【０１４０】
負極の作製：
　実施例１と同様にして調製した負極合剤含有ペーストを、銅箔からなる厚さ８μｍの集
電体の両面に、塗布長が表面７８．５ｍｍ、裏面５３．５ｍｍになるように間欠塗布し、
乾燥した後、カレンダー処理を行って全厚が１３０μｍになるように負極合剤層の厚みを
調整し、幅１０．５ｍｍになるように切断して、長さ７８．５ｍｍ、幅１０．５ｍｍの負
極を作製した。
【０１４１】
　比較例１でセパレータに用いたものと同じＰＥ製微多孔膜を幅１１．０ｍｍ、長さ１６
０ｍｍに裁断してセパレータとし、前記の正極と負極とを、前記のセパレータを挟んで積
層し、更に渦巻状に巻回して押し潰し、扁平状巻回体電極群を作製した。この巻回体電極
群を模式的に表す断面図を図９に示すが、この図９にあるように、巻回体電極群３００の
最外周の外側は、電池上側となる部分が負極２０の集電体２３の露出部で、電池下側とな
る残りの部分がセパレータ４０になるように巻回した。
【０１４２】
　前記の巻回体電極群３００を、実施例１で用いたものと同じ正極ケースに入れ、電極群
３００に係る正極１０のリード１５を正極ケースに溶接により接続した。実施例１で用い
たものと同じ電解液を正極ケース内に注入し、実施例１で用いたものと同じ負極ケースを
、実施例１で用いたものと同じ絶縁ガスケットを介して正極ケースの開口部に配置し、カ
シメ封口して外形２０ｍｍ、厚み３．２ｍｍの扁平形非水電池を作製した。なお、電池の
負極側は、電極群と負極ケースとの接触により接続されている。
【０１４３】
　なお、電極群の最大投影面積は１．１０ｃｍ２、正極ケースと負極ケースとから形成さ
れる空間の最大投影面積は２．０１ｃｍ２であり、その比率（Ｑ）は５５％であった。
【０１４４】
電気化学的評価：
　実施例１～６および比較例１～３の扁平形非水電池各１０個について、３．０Ｖから４
．２Ｖまで、０．２Ｃでの定電流充電を行い、引き続き４．２Ｖで２ｈ定電圧充電を行っ
た。その後、各電池を４．２Ｖから３．０Ｖまで０．２Ｃでの定電流放電を行って放電容
量を測定した。その結果、実施例１～６および比較例１、３の電池は、各１０個のいずれ
もが良好な充放電挙動を示したが、比較例２の電池のうち１個については、初期微短絡現
象が確認され、充放電できなかった。各実施例および比較例の電池について、作製した総
個数のうち、良好に充放電できた個数の比率を百分率で表して、歩留まりを計算した。
【０１４５】
安全性評価：
　シャットダウン温度測定のために、実施例１～６および比較例１～３の電池をオーブン
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中に置き、５℃／分の速度で１５０℃まで加熱したときに電池の内部抵抗が室温時の５倍
以上に上昇したときの温度を測定した。更に１５０℃で６０分放置した後に各電池を分解
し、隔離材の様子を観察した。
【０１４６】
　更に、前記のシャットダウン温度測定を行ったものとは別の電池をオーブン中に置き、
５℃／分の速度で１３０℃まで加熱し、更に１３０℃で６０分放置した後に各電池を分解
し、隔離材の様子を観察した。
【０１４７】
　前記の各評価結果を、各電池の比率Ｑと併せて表１に示す。
【０１４８】
【表１】

【０１４９】
　表１に示すように、実施例１～４の電池は、１５０℃で６０分放置後においても隔離材
の大きさに変化はなく、安全性が高い。
【０１５０】
　また、実施例５の電池は、１５０℃で６０分放置後では隔離材に収縮が見られるが、１
３０℃で６０分放置しても収縮が見られず、比較例１、３の電池に比べて安全性が向上し
ている。これは、隔離材に用いた微多孔膜は、実施例５の電池と比較例１、３の電池とで
同じであるが、実施例５では、隔離材と電極とが一体化しているために、隔離材の熱収縮
が抑制されたものと推測される。
【０１５１】
　更に、実施例６の電池は、実施例１～４の電池と同様に１５０℃で６０分放置後にも隔
離材の大きさに変化がない。これは、実施例６の電池では、樹脂製の微多孔膜の表面に耐
熱性微粒子を含有する層を形成して隔離材を構成したことで、微多孔膜の熱収縮が抑制さ
れたためである。
【０１５２】
　また、表１に示す通り、実施例１～６の電池は、同じ容積の比較例３の電池に比べて、
放電容量が約１．６倍大きい。
【０１５３】
　このように、実施例１～６の電池は、エネルギー密度が高いと共に、安全性にも優れた
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【０１５４】
　更に、実施例１～６の電池では、セパレータ（隔離材）と電極との位置合わせの煩雑さ
がなく、電池ケースの封止にカシメ封口を採用していることもあり、しかも、電極の端面
にも隔離材を形成していることから、例えば電極の端面に隔離材を形成していない比較例
２の電池に比べて歩留まりが高く、良好な生産性を有している。
【符号の説明】
【０１５５】
　　１　電極（正極または負極）
　　１ａ　本体部
　　１ｂ　集電タブ部
　　２　電極合剤層（正極合剤層または負極合剤層）
　　３　集電体
　　４、１４、２４　隔離材
　１０　正極
　１２　正極合剤層
　１３　正極集電体
　２０　負極
　２２　負極合剤層
　２３　負極集電体
　３１　正極ケース
　３２　負極ケース
　３３　絶縁ガスケット
１００　電極群
２００　扁平形非水電池
【図１】 【図２】
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