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(57)【要約】
【課題】導電性を向上させることができ、充放電を繰り
返しても放電容量を維持することができるリチウムイオ
ン二次電池の電極を提供する。
【解決手段】カーボンナノチューブで形成された導電パ
ス１と活物質粒子２とを備えるリチウムイオン二次電池
の電極であって、少なくとも１つの前記活物質粒子２は
、２つの前記導電パス１の一端が結合されており、２つ
の前記導電パス１の他端は、異なる他の活物質粒子２に
結合されていることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
カーボンナノチューブで形成された導電パスと活物質粒子とを備えるリチウムイオン二次
電池の電極であって、
少なくとも１つの前記活物質粒子は、２つの前記導電パスの一端が結合されており、
２つの前記導電パスの他端は、異なる他の活物質粒子に結合されている
ことを特徴とするリチウムイオン二次電池の電極。
【請求項２】
前記導電パスは、厚さが２０ｎｍ以上であり、長さが２～５μｍであることを特徴とする
請求項１記載のリチウムイオン二次電池の電極。
【請求項３】
前記電極の断面において、前記活物質粒子の表面の１０％以上がカーボンナノチューブで
被覆されていることを特徴とする請求項１又は２記載のリチウムイオン二次電池の電極。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウムイオン二次電池の電極に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のリチウムイオン二次電池の電極においては、粒子状のアセチレンブラックやケッ
チェンブラックに代表されるカーボンブラックが凝集体として、電極中の活物質粒子と接
触している。この接触により、カーボンブラックを介して電極中の活物質粒子同士が繋が
り、導電パスを形成していた（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、従来のリチウムイオン二次電池の電極において、電極を構成するバインダーとし
ては、有機溶媒系のポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）及びポリイミド、並びに水系のス
チレンブタジエンラバー（ＳＢＲ）及びカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）などが使
用されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－７７４７９号公報（第４頁［００１６］参照）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら上記特許文献１の場合、カーボンブラックと活物質粒子とが点接触してい
るため接触箇所が少なく、良好な導電パスを形成できない場合があるという懸念があった
。特にカーボンブラックと粒子状のＳＢＲバインダーとを組み合わせた場合、活物質粒子
とカーボンブラックとの接触部分にバインダーが入り込んでしまうために、活物質粒子間
の抵抗が増加するという不具合が生じた。
【０００６】
　またカーボンブラックと活物質間にバインダーが入らない場合は、カーボンブラックと
活物質粒子が点接触しているだけで強固に接合されていないため、活物質が電池の充放電
に合わせて膨張収縮すると、カーボンブラックと活物質の接触箇所が減ってしまう。そう
すると、カーボンブラックと活物質が接触していない箇所では、導電性が無いため反応し
なくなり、放電容量が低下してしまう。
【０００７】
　そこで本発明は、導電性を向上させることができ、充放電を繰り返しても放電容量を維
持することができるリチウムイオン二次電池の電極を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　本発明の第１の観点は、カーボンナノチューブで形成された導電パスと活物質粒子とを
備えるリチウムイオン二次電池の電極であって、少なくとも１つの前記活物質粒子は、２
つの前記導電パスの一端が結合されており、２つの前記導電パスの他端は、異なる他の活
物質粒子に結合されていることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の第２の観点は、第１の観点に基づく発明であって。前記導電パスは、厚さが２
０ｎｍ以上であり、長さが２～５μｍであることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の第３の観点は、第１又は第２の観点に基づく発明であって、前記電極の断面に
おいて、前記活物質粒子の表面の１０％以上がカーボンナノチューブで被覆されているこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、活物質粒子同士が導電パスによって互いに接続されているので、導電
性を向上することができる。また、充放電を繰り返しても容量を維持できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例１に係る合材電極の断面におけるＳＥＭ写真である。
【図２】実施例２に係る合材電極の断面におけるＳＥＭ写真である。
【図３】比較例１に係る合材電極の断面におけるＳＥＭ写真である。
【図４】比較例２に係る合材電極の断面におけるＳＥＭ写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００１４】
１．実施形態
（構成）
　本実施形態に係るリチウムイオン二次電池の電極は、集電体と合材電極を備える。集電
体のうちの正極集電体にはアルミニウム箔などが用いられ、負極集電体には銅箔などが用
いられる。
【００１５】
　合材電極は、導電パスと、前記導電パスで互いに接続された活物質粒子とを含む。導電
パスは、線状の部材からなり、導電助剤としてのカーボンナノチューブを主成分にバイン
ダーなどの添加材が加わって形成されている。導電パスは一端が一つの活物質粒子に結合
しており、他端が他の活物質粒子に結合している。導電パスは厚さが２０ｎｍ以上であり
、長さが２～５μｍであるのが好ましい。導電パスは、厚さ及び長さ上記範囲内であるこ
とにより、より確実に活物質粒子同士を接続することができる。
【００１６】
　カーボンナノチューブは、化学気相成長法、アーク放電法、レーザー蒸発法などの方法
で合成することができる。本実施形態においては、直径が１～９００ｎｍのカーボンナノ
チューブを用いることができる。
【００１７】
　本実施形態において、カーボンナノチューブの直径は５～５０ｎｍが好ましい。また、
カーボンナノチューブの繊維長は０.１～１０μｍが好ましい。
【００１８】
　また、カーボンナノチューブのうちのベーパーグローンカーボンファイバー（ＶＧＣＦ
）は、直径が１００～２００ｎｍ、繊維長が０．１～１０μｍであることが好ましい。
【００１９】
　カーボンナノチューブの繊維長が長く、かつ直径が大きいほど、良好な導電パスが形成
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される。しかし、カーボンナノチューブの繊維長が長くなりすぎると、後述するスラリー
中で絡まり、凝集しやすくなる。カーボンナノチューブの直径が大きくなりすぎると、曲
がり難くなり、活物質粒子との接点が少なくなってしまうおそれがある。
【００２０】
　カーボンナノチューブの直径は合成時の触媒粉径を変化させることにより、調整可能で
ある。カーボンナノチューブの繊維長は合成時間を長くすると長くなる。カーボンナノチ
ューブの比表面積は合成後の硝酸・硫酸による処理時間により調整可能である。カーボン
ナノチューブは、例えば特開２００６－１５２４９０号公報に記載されている方法により
合成することができる。
【００２１】
　合材電極に含まれる活物質粒子の少なくとも一部は、一つの活物質粒子に対し、２つの
導電パスの一端が結合している。そして当該２つの導電パスの他端はそれぞれ異なる２つ
の活物質粒子に結合している。このようにして合材電極全体として導電パスで繋がった活
物質粒子のネットワークが形成される。
【００２２】
　活物質粒子は正極活物質又は負極活物質で形成される。活物質粒子は、表面の１０％以
上がカーボンナノチューブで被覆されているのが好ましい。これにより、カーボンナノチ
ューブで形成された導電パスが、活物質粒子と、容易に接合することができる。
【００２３】
　活物質粒子は、表面の全体がカーボンナノチューブで覆われるのがより好ましい。これ
により、電極全体の抵抗を低くすることができ、被覆された部分が均一に反応するので電
極の構造を保つこともできる。
【００２４】
　正極活物質としては、ＬｉＣｏＯ２、ＬｉＭｎ２Ｏ４、ＬｉＮｉＯ４、ＬｉＮｉ１／３

Ｍｎ１／３Ｃｏ１／３Ｏ２及びＬｉＦｅＰＯ４などのリチウム含有遷移金属酸化物などが
挙げられる。これらは、２種以上を組み合わせて用いてもよい。正極に用いられる活物質
粒子の平均粒径は０．５～１０μｍであることが好ましい。
【００２５】
　負極活物質としては、シリコン（Ｓｉ）、酸化シリコン（ＳｉＯ）、スズ（Ｓｎ）、ス
ズ－コバルト化合物（Ｓｎ－Ｃｏ）、酸化第二スズ（ＳｎＯ２）、天然黒鉛、人造黒鉛及
びチタン酸リチウム（Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２）などが挙げられる。これらは、２種以上を組
み合わせて用いてもよい。負極に用いられる活物質粒子の平均粒径は１～２０μｍである
ことが好ましく、５～１０μｍであることがさらに好ましい。
【００２６】
　本実施形態に係る電極は、バインダーを含んでいてもよい。バインダーとしては、ポリ
テトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、エチレン－
プロピレン－ジエン共重合体（ＥＰＤＭ）、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）及びカル
ボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）などが挙げられる。カルボキシメチルセルロース（Ｃ
ＭＣ）は増粘剤であるが、バインダーとしても機能する。このうち、ポリフッ化ビニリデ
ン（ＰＶＤＦ）、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）及びカルボキシメチルセルロース（
ＣＭＣ）が好ましい。
【００２７】
（製造方法）
　以下、本実施形態に係る電極の製造方法について説明する。本実施形態に係る電極は、
集電体上に塗工された、活物質粒子、バインダー及びカーボンナノチューブを含むスラリ
ーに、所定の熱量を加えて乾燥することにより製造することができる。
【００２８】
　正極を作製する場合は正極活物質と正極集電体を用い、負極を作製する場合は負極活物
質と負極集電体を用いる。
【００２９】
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　カーボンナノチューブは、これを溶媒に分散させたカーボンナノチューブ分散液として
用いる。カーボンナノチューブ分散液は、カーボンナノチューブに、その固形質量の１０
～３０倍程度の溶媒を加え、例えば、スターラーにより３時間程度撹拌することにより調
製される。このような調製により、溶媒中にカーボンナノチューブが均一に分散している
カーボンナノチューブ分散液が得られる。溶媒は、例えば、水、Ｎ－メチル－２－ピロリ
ドン（ＮＭＰ）などが挙げられる。
【００３０】
　本実施形態においては、例えば、以下の方法によりスラリーを調製する。まず、活物質
粒子、バインダー及びカーボンナノチューブ分散液を所定の質量比となるように秤量する
。正極を作製する場合、正極スラリー中の正極活物質の含有割合は、通常８０～９８質量
％程度、好ましくは９０～９５質量％である。負極を作製する場合、負極スラリー中の負
極活物質の含有割合は、通常８５～９９質量％程度、好ましくは９３～９８質量％である
。負極スラリー中のカーボンナノチューブの含有割合は、通常０．１～５．０質量％程度
、好ましくは０．５～３．０質量％である。
【００３１】
　導電助剤であるカーボンナノチューブを除いた場合の一般的な配合比として、活物質：
ＣＭＣ：ＳＢＲ＝９８：１：１（質量比）が多く用いられ、増粘剤であるＣＭＣは０．３
～５質量％、ＳＢＲは０．３～５質量％の範囲で、用途により変化させることができる。
【００３２】
　次に、カーボンナノチューブ分散液にバインダーと溶媒を添加し、固形のバインダーが
完全に溶解するまで、自転公転のハイブリッドミキサーで撹拌混合する。ここで、カーボ
ンナノチューブ分散液に添加する溶媒は、カーボンナノチューブ分散液の調製に用いた溶
媒と同じであることが好ましい。その後、活物質粒子を添加してさらに撹拌混合を行うこ
とで、均質なスラリーを調製する。
【００３３】
　調製したスラリーを、作製する電極が正極であればアルミニウム箔に塗工し、負極であ
れば銅箔に塗工する。塗工方法としては、ドクターブレード法又はダイコート法などが挙
げられる。
【００３４】
　活物質、バインダー、カーボンナノチューブを含むスラリーを乾燥させる工程において
、カーボンナノチューブが活物質粒子間に集まるように乾燥させる。例えば、加熱温度を
より低い温度とし加熱時間を長くするなどして緩やかに乾燥させることにより、カーボン
ナノチューブが活物質粒子間に集まりやすくなる。溶媒蒸発時のスラリー中での対流を減
少させて、比較的緩やかに乾燥させることができる観点から、本実施形態においては乾燥
時に遠赤外線ヒーターを用いることが好ましい。
【００３５】
　集電体に塗工したスラリーの乾燥条件を変化させることにより、活物質間に移動するカ
ーボンナノチューブの量が変化する。
【００３６】
　本実施形態においては、集電体に塗工された、溶媒、活物質、バインダー及びカーボン
ナノチューブを含むスラリーを、溶媒の沸点よりも１０～５０℃低い温度で１～１０分間
加熱し、次いで溶媒の沸点よりも１０～１００℃高い温度で１～２０分間加熱して乾燥さ
せる。
【００３７】
　因みに、正極スラリーにおいて、バインダーがポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）であ
る場合、ＰＶＤＦを溶解させる溶媒として、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）が使
用される。活物質にＬＣＯ、導電助剤にカーボンナノチューブ、そして、バインダーとし
てＰＶＤＦを含む正極スラリーは、通常、乾燥炉の設定温度を、ＮＭＰの沸点である２０
２℃よりも高い２５０℃程度として乾燥させる。
【００３８】
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　これに対し本実施形態では、スラリーを緩やかに乾燥させるために、設定温度２５０℃
の最終乾燥炉の前に、設定温度１５０℃の乾燥炉を設置する。この設定温度１５０℃の乾
燥炉で多量のＮＭＰを蒸発させて、緩やかに乾燥させることにより、スラリーが高粘度状
態の時間を長くとることができる。
【００３９】
（負極の製造方法）
　負極活物質として黒鉛、バインダーとしてＣＭＣ及びＳＢＲを用いて負極スラリーを調
製する場合について以下説明する。この場合、配合比を、黒鉛：ＳｉＯ：ＣＭＣ：ＳＢＲ
：カーボンナノチューブ＝８７：１０：１：１：１（質量比）とする。
【００４０】
　まず、１当量のＣＭＣを十分に水に溶解させ、２質量％の水溶液とする。そこに、黒鉛
を８７当量とＳｉＯを１０当量投入し、自転公転ハイブリッドミキサー（（株）シンキー
製、モデル：ＡＲＥ－３１０）で、回転数２０００ｒｐｍで、５分間混合する。その後、
カーボンナノチューブを１当量投入し、再度、同じミキサーで、５分間混合する。その後
、ＳＢＲ固形分が全電極固形比の１当量になるように、ＳＢＲのエマルジョンを投入し、
再度、同じミキサーで、５分間混合する。全ての構成物質を入れた後の負極スラリーの水
溶液の固形分比率は４４％となる。即ち５６％の水を含む負極スラリーが調製される。
【００４１】
　この負極スラリーを、コンマロールコータを用いて集電体である銅箔上に塗工し、遠赤
外線ヒーターにて１００℃で乾燥させた後、遠赤外線ヒーターにて１５０℃で乾燥し、負
極シートを作製する。この負極シートから、所定の大きさに切断し、負極を作製すること
ができる。
【００４２】
　活物質として、黒鉛、黒鉛＋Ｓｎを用いる場合においても上記の方法で負極を作製する
ことができる。
【００４３】
（正極の製造方法）
　正極活物質としてＬｉＣｏＯ２、バインダーとしてＰＶＤＦを用いて正極スラリーを調
製する場合について以下説明する。この場合、配合比を、ＬｉＣｏＯ２：ＰＶＤＦ：カー
ボンナノチューブ＝９５：３：２（質量比）とする。
【００４４】
　ＬｉＣｏＯ２の粉末、ＰＶＤＦ、カーボンナノチューブを秤量し、プラネタリーミキサ
ーに投入し、溶媒であるＮ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）中に投入し、固練り状態で混合
し、その後、さらにＮＭＰを加えて、均一なスラリーになるまで攪拌する。全ての構成物
質を入れた後の正極スラリーの溶液の固形分比率は７５％となる。即ち２５％のＮＭＰを
含む正極スラリーが調製される。
【００４５】
　その後、上記正極スラリーをアルミニウム箔上へ塗布し、隙間５０μｍのアプリケータ
を用いて、厚さ一定の電極膜を形成する。その後、乾燥器にそのシートを移し、１３０℃
で、溶媒であるＮＭＰを乾燥させて、正極シートを作製する。その後、正極シートから、
１０ｃｍ２の面積で切断し、空隙率が２５％程度になるようにプレスにより電極を圧縮さ
せて潰すことにより、正極を作製することができる。
【００４６】
　ＬｉＣｏＯ２以外の活物質を用いる場合においても上記の方法で正極を作製することが
できる。
【００４７】
（作用及び効果）
　本実施形態に係る電極では、集電体に塗工されたスラリーに対し緩やかに熱量を加えて
加熱することにより、スラリーの乾燥時にカーボンナノチューブが活物質粒子間に集まり
やすくなる。所定の加熱時間、保持することにより、カーボンナノチューブが活物質粒子
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の間に配置された状態で固化し、合材電極が形成される。
【００４８】
　このように形成された合材電極の場合、少なくとも１つの前記活物質粒子は、２つの前
記導電パスの一端が結合されており、２つの前記導電パスの他端は、異なる他の活物質粒
子に結合されている。すなわち、一つの活物質粒子から２つの導電パスが伸び、当該導電
パスが異なる他の活物質粒子にそれぞれ結合されている。このようにして合材電極全体と
して導電パスで繋がった活物質粒子のネットワークが形成される。したがって本実施形態
に係る電極は、活物質粒子同士が導電パスによって互いに接続されているので、導電性を
向上することができる。
【００４９】
　本実施形態の場合、カーボンナノチューブによって導電パスが形成されると、導電パス
の厚さは２０ｎｍ以上となる。導電パスは活物質粒子間に形成されるのが望ましいが、充
放電容量を持たない導電パスはできるだけ少量で、活物質粒子が密に積層されている方が
好ましい。
【００５０】
　活物質粒子の粒径が５～１０μｍの場合、活物質粒子の間隔は５μｍ以下が好ましい。
この場合、導電パスの長さは、活物質粒子の間隔と同様に、５μｍ以下となる。活物質粒
子の間隔が５μｍ超となる電極中の空間は、活物質粒子で充填されることが好ましい。活
物質粒子の間隔が５μｍ超の場合、この構造でも活物質粒子間に導電パスを形成すること
が可能だが、活物質粒子の間隔に比例して多くのカーボンナノチューブを消費するため、
電極中の導電パスの本数や活物質の被覆率が減少し、電極の劣化を早める。
【００５１】
　また活物質がＳｉＯであるとき、充電時に体積が４０％膨張し、放電時に収縮する。Ｓ
ｉＯの粒径が１０μｍの場合、半径方向で１．２μｍ膨張・収縮する。したがって導電パ
スは、長さが２μｍ以上であれば、活物質粒子が収縮したとしても粒子間を接続したまま
の状態を保つことができる。
【００５２】
　本実施形態の場合、導電パスは、一定の長さを有することで、活物質が膨張、及び収縮
しても活物質粒子間を接続した状態を保持することができる。前記活物質粒子の表面の１
０％以上がカーボンナノチューブで被覆されていることにより、カーボンナノチューブで
形成された導電パスは、活物質粒子と、接合することができる。
【００５３】
　因みに活物質粒子の導電性が低い場合、活物質粒子間に導電パスが形成されても電極の
抵抗は高くなる。また活物質粒子の反応が不均一になり、膨張、及び収縮時の応力が偏る
ことで電極の微粉化が起きる。
【００５４】
　これに対し本実施形態の場合、活物質粒子がカーボンナノチューブで被覆されているこ
とにより、電極全体の抵抗を低くすることができ、被覆された部分が均一に反応するので
電極の構造を保つこともできる。
【００５５】
２．実施例
　（試料）
　上記「負極の製造方法」に示した手順で作製した負極を実施例１とした。また、黒鉛：
ＣＭＣ：ＳＢＲ：カーボンナノチューブ＝９７：１：１：１（質量比）とした以外は、上
記実施例１と同様に作製した負極を実施例２とした。
【００５６】
　比較として、カーボンナノチューブをアセチレンブラックに変更し、乾燥条件を７０℃
の遠赤外線ヒーターで乾燥させた後、１２０℃の遠赤外線ヒーターで乾燥させ、その後室
温で真空乾燥とした以外は、実施例１と同様に作製した負極を比較例１とした。また、カ
ーボンナノチューブを含めないこととし、乾燥条件を遠赤外線ヒーターにて１００℃で乾
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燥させた後、遠赤外線ヒーターにて２００℃で乾燥とした以外は、実施例２と同様に作製
した負極を比較例２とした。
【００５７】
　実施例１，２、比較例１，２の負極の断面の走査電子顕微鏡（ＳＥＭ：Scanning Elect
ron Microscope）写真を図１～図４に示す。なお、通常の電極は、集電体上に合材電極を
形成した後、厚さ方向に力を付加するプレス加工を行うが、本図は当該プレス加工をする
前の状態で撮影した写真である。図１，２から、一つの活物質粒子２から２つの導電パス
１，１が異なる方向へ伸びており、さらに当該導電パス１，１は他の異なる活物質粒子２
に結合していることが確認できる。また活物質粒子２の周囲は、カーボンナノチューブで
覆われていることが確認できた。
【００５８】
　一方、図３に示すように比較例１は、導電パス１０が２μｍ未満であるため、活物質粒
子２同士が結合しているとは言えない。また図４に示すように比較例２は、カーボンナノ
チューブを含まないため、導電パスが形成されていない。
【００５９】
　次に、上記負極を用いてラミネートセルを作製し、充放電サイクル試験を行った。正極
は、上記「正極の製造方法」に示す手順で作製した電極を用いた。実施例１に係る負極及
び正極は、それぞれ縦及び横の長さを２５ｍｍ×３５ｍｍとした。微多孔のポリエチレン
製のセパレータを挟んで、上記負極及び正極を配置し、アルミラミネートパックに挿入し
た。その後、電解質としてエチレンカーボネート（ＥＣ）：ジエチルカーボネート（ＤＥ
Ｃ）＝１：１の溶媒中に１ＭのＬｉＰＦ６が含まれた電解液を注入し、真空パックをし、
ラミネートセルを作製した。実施例２、及び比較例１，２に係る負極についても同様にラ
ミネートセルを作成した。
【００６０】
　充電は、０.２Ｃレート一定、電圧０．００５Ｖ（Ｌｉ＋／Ｌｉ）の条件でＣＣ－ＣＶ
（定電流－定電圧）方式で行った。放電は、０.２Ｃレート一定、カットオフ電圧１．０
Ｖ（Ｌｉ＋／Ｌｉ）でＣＣ（定電流）方式で行った。充放電を１サイクル毎に放電容量を
測定し、５サイクル繰り返した。このときの測定温度は２５℃一定とした。その結果を表
１に示す。各試料の測定で得られた放電容量の最大値で、各サイクル終了後の放電容量を
割った値を放電容量維持率として算出した。
【００６１】
【表１】
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【００６２】
　本表から、実施例１及び実施例２に係る負極の場合、５サイクル後でも放電容量維持率
は低下しないことが確認できた。このことから、充放電を繰り返しても、導電パスによっ
て活物質粒子同士が接合されているといえる。一方、比較例１及び比較例２は、サイクル
数の増加に伴い、放電容量維持率が低下することが確認できた。
【００６３】
３.変形例
　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨の範囲内で適宜変更す
ることが可能である。例えば、上記実施形態では、集電体として金属箔を用いている場合
について説明したが、本発明はこれに限らない。集電体は、例えばアルミニウムやアルミ
ニウム合金、ステンレス、チタンの発泡材であってもよい。
【符号の説明】
【００６４】
　１　導電パス
　２　活物質粒子

【図１】 【図２】
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