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(57)【要約】
【課題】ＳｉもしくはＳｎを含む負極活物質と、結着剤
であるポリアクリル酸とを含む負極を備えた非水電解質
電池において、高い充放電サイクル特性を維持し、かつ
長期保存特性を向上させる。
【解決手段】本発明の非水電解質電池は、可逆的にリチ
ウムの吸蔵・放出が可能な正極３と、ＳｉもしくはＳｎ
を含む負極活物質と結着剤とを含む負極４とを有する非
水電解質電池である。負極４の結着剤は、重量平均分子
量が２万以上、３０万以下の非架橋型ポリアクリル酸と
重量平均分子量が５０万以上、３００万以下の非架橋型
ポリアクリル酸との混合物である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
可逆的にリチウムの吸蔵・放出が可能な正極と、珪素もしくは錫を含み、可逆的にリチウ
ムの吸蔵・放出が可能な負極活物質と結着剤とを含む負極と、前記正極と前記負極との間
に介在する非水電解質とを備え、前記結着剤は、重量平均分子量が２万以上、３０万以下
の非架橋型ポリアクリル酸である第１成分と、重量平均分子量が５０万以上、３００万以
下の非架橋型ポリアクリル酸である第２成分との混合物であることを特徴とする非水電解
質電池。
【請求項２】
前記結着剤において前記第１成分の占める割合が、１０質量％以上、５０質量％以下であ
ることを特徴とする請求項１に記載の非水電解質電池。
【請求項３】
前記第２成分は、重量平均分子量が１００万以上、２００万以下の非架橋型ポリアクリル
酸であることを特徴とする請求項１または２に記載の非水電解質電池。
【請求項４】
前記第１成分は、重量平均分子量が１５万以上、３０万以下の非架橋型ポリアクリル酸で
あることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の非水電解質電池。
【請求項５】
前記結着剤の前記負極活物質に対する比率が１０質量％以上、２５質量％以下であること
を特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の非水電解質電池。
【請求項６】
前記負極活物質が、リチウムを可逆的に吸蔵・放出可能な珪素合金を含み、前記珪素合金
が、珪素相と、リチウムの吸蔵・放出を生じない珪素と遷移金属元素との合金相とを含み
、前記遷移金属元素がチタン、ジルコニウム、鉄、コバルト、ニッケル、タングステンお
よび銅から選択される少なくとも１種であることを特徴とする請求項１から５のいずれか
に記載の非水電解質電池。
【請求項７】
前記珪素合金中の珪素相が非晶質構造であることを特徴とする請求項６に記載の非水電解
質電池。
【請求項８】
前記負極活物質が、リチウムを可逆的に吸蔵・放出可能な錫合金を含み、前記錫合金が、
錫相と、リチウムの吸蔵・放出を生じない錫と遷移金属元素との合金相とを含み、前記遷
移金属元素がチタン、ジルコニウム、鉄、コバルト、ニッケル、タングステンおよび銅か
ら選択される少なくとも１種であることを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の
非水電解質電池。
【請求項９】
前記錫合金中の錫相が非晶質構造であることを特徴とする請求項８に記載の非水電解質電
池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、珪素（Ｓｉ）もしくは錫（Ｓｎ）を含む材料を活物質とし、ポリアクリル酸
を結着剤として含む負極を備えた非水電解質電池の長期保存特性の向上に関する。
【背景技術】
【０００２】
　非水電解質電池は、各種電子機器の主電源やメモリーバックアップ電源として広く使用
されている。特に近年、携帯電話やデジタルスチルカメラをはじめとする小型携帯機器の
増加に伴い、非水電解質電池の需要は年々増加の一途をたどっている。また、機器の小型
化・軽量化が進行する一方、機器の高機能化が要求され、そのメモリー容量も増大する傾
向にある。そのため、主電源・バックアップ電源ともに小型でかつ高容量であることが求
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められている。
【０００３】
　特に二次電池をこれらの電源に用いる場合には、深い深度での充放電繰返し特性（サイ
クル特性）に優れておりかつ高容量であることが要求される。近年、高エネルギー密度で
良好なサイクル特性を示す可能性のある負極活物質としてＳｉもしくはＳｎを含む材料の
検討が進められている。
【０００４】
　ＳｉもしくはＳｎを含む活物質を負極に使用する場合、充放電を繰返した際の活物質の
膨張・収縮による体積変化が大きい。そのためサイクル経過に伴う合剤層の崩壊が激しく
、合剤層と集電層との電気的接触性の低下や合剤層内での導電経路の断絶による内部抵抗
の上昇が生じやすいという課題がある。さらには合剤層自体の崩壊に伴う表面積増加によ
って、活物質と溶媒や水分などとの副反応によるガス発生や容量低下も著しい。
【０００５】
　合剤層の強度を向上するためには結着剤の選択が重要である。これまでに実用化されて
いるグラファイト系活物質に対しては、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）やカルボキシ
ルメチルセルロース（ＣＭＣ）が使用されている。しかしながらこのような従来の結着剤
では合剤層強度を維持できず、充分なサイクル特性を得ることが不可能であった。
【０００６】
　そこで、Ｓｉを含む材料を負極活物質として使用した際に良好なサイクル特性を得るた
め、特許文献１には、酸化珪素を含む負極においてアクリル酸ポリマーを結着剤として用
いることが提案されている。
【０００７】
　また特許文献２には、Ｓｉを含む負極において非架橋型ポリアクリル酸を用いることが
提案されており、かつその重量平均分子量が３０万以上、３００万以下であるときに、よ
り良好なサイクル特性を示すことが開示されている。
【０００８】
　さらに特許文献３には、Ｓｉを含む負極が成型体である場合においても、結着剤として
重量平均分子量が３０万以上、３００万以下の非架橋型ポリアクリル酸を使用するとサイ
クル特性が向上することが開示されている。さらには成型体の空隙率が一定範囲内におい
て、より良好なサイクル特性が得られることも開示されている。
【特許文献１】特開２０００－３４８７３０号公報
【特許文献２】特開２００５－２１６５０２号公報
【特許文献３】特開２００７－３５４３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　非架橋型ポリアクリル酸の重量平均分子量は粘性または結着性と相関がある。重量平均
分子量が小さいと結着性が低下し、従来の結着剤同様に負極合剤層の強度を維持すること
が困難となる。一方、非架橋型ポリアクリル酸の重量平均分子量が大きければ、結着性が
向上し、充放電の繰返しに伴う負極合剤層の崩壊を抑制することが可能となってサイクル
特性は向上する。しかしながら発明者らが種々検討を重ねた結果、非架橋型ポリアクリル
酸の重量平均分子量が大きいとサイクル特性は向上するものの、保存特性が低下すること
が確認された。
【００１０】
　非架橋型ポリアクリル酸の重量平均分子量が大きいほど吸湿性が高いため、負極に結着
剤として使用される場合、乾燥によって水分を除去することが困難であると考えられる。
また、乾燥後にも吸湿しやすいと考えられる。そのため組み立てた電池内部に水分を保持
する可能性が高いと考えられる。ＳｉやＳｎを含む負極活物質を負極に使用した場合、充
放電する際に電池内の微量水分との反応によってガスが発生する。そのため重量平均分子
量が大きい非架橋型ポリアクリル酸を結着剤として用いると、長期保存や長期にわたる使
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用において、ガス発生および負極活物質の不活性化のために電池の内部抵抗上昇や容量低
下といった特性劣化が加速する要因になると考えられる。
【００１１】
　さらに、非架橋型ポリアクリル酸は、水分と一価金属イオンの存在する状態において、
カルボキシル基が一価金属イオンと反応を起こしやすいといわれている。電池内部におい
てはリチウムイオンが存在するため、吸湿性の高い高分子量の非架橋型ポリアクリル酸の
カルボキシル基は、水分の存在下で、リチウムイオンと不可逆反応を起こすことが考えら
れる。そのため、分子量が大きい非架橋型ポリアクリル酸を結着剤として用いると、長期
保存や長期にわたって使用された場合などに、不可逆反応によるガス発生やリチウムの不
活性化のために電池の内部抵抗上昇や容量低下といった電池特性劣化が生じやすいことも
予想される。
【００１２】
　本発明は、良好なサイクル特性を維持しつつ、かつ長期保存特性にも優れた非水電解質
電池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】
【００１３】
　上記の目的を達成するために、本発明の非水電解質電池は、正極と負極と非水電解質と
を備える。正極は可逆的にリチウムの吸蔵・放出が可能である。負極はＳｉもしくはＳｎ
を含み、可逆的にリチウムの吸蔵・放出が可能な負極活物質と結着剤とを含む。非水電解
質は正極と負極との間に介在する。負極に含まれる結着剤は、重量平均分子量が２万以上
、３０万以下の非架橋型ポリアクリル酸である第１成分と、重量平均分子量が５０万以上
、３００万以下の非架橋型ポリアクリル酸である第２成分との混合物である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、良好なサイクル特性を維持しつつ、かつ長期保存特性にも優れた非水
電解質電池を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明による第１の発明は、正極と負極と非水電解質とを備えた非水電解質電池である
。正極は可逆的にリチウムの吸蔵・放出が可能である。負極はＳｉもしくはＳｎを含み、
可逆的にリチウムの吸蔵・放出が可能な負極活物質と結着剤とを含む。非水電解質は正極
と負極との間に介在する。負極に含まれる結着剤は、重量平均分子量が２万以上、３０万
以下の非架橋型ポリアクリル酸である第１成分と、重量平均分子量が５０万以上、３００
万以下の非架橋型ポリアクリル酸である第２成分との混合物である。この構成により、良
好なサイクル特性を維持しつつ、かつ長期保存特性も向上させることができる。
【００１６】
　本発明による第２の発明は、第１の発明において、結着剤における第１成分の占める割
合が、１０質量％以上、５０質量％以下である非水電解質電池である。混合比をこの範囲
とすることにより、より良好なサイクル特性を維持しつつ、かつ長期保存特性も向上させ
ることができる。
【００１７】
　本発明による第３の発明は、第１または第２の発明において、結着剤における第２成分
が、重量平均分子量が１００万以上、２００万以下の非架橋型ポリアクリル酸である非水
電解質電池である。この構成により、より良好なサイクル特性を維持しつつ、かつ長期保
存特性も、より向上させることができる。
【００１８】
　本発明による第４の発明は、第１から第３の発明において、結着剤における第１成分が
、重量平均分子量が１５万以上、３０万以下である非水電解質電池である。この構成によ
り、より良好なサイクル特性および長期保存特性を得ることができ、さらには良好なパル
ス特性をも有することができる。
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【００１９】
　本発明による第５の発明は、第１から第４の発明において、結着剤の負極活物質に対す
る比率が１０質量％以上、２５質量％以下である非水電解質電池である。結着剤の負極活
物質に対する比率をこの範囲とすることにより、より良好なサイクル特性を維持しつつ、
かつ長期保存特性も向上させることができる。
【００２０】
　本発明による第６の発明は、第１から第５の発明において、負極活物質が、リチウムを
可逆的に吸蔵・放出可能なＳｉを含む合金を含む非水電解質電池である。この合金は、Ｓ
ｉ相と、リチウムの吸蔵・放出を生じないＳｉと遷移金属元素との合金相とを含む。この
遷移金属元素はチタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）
、ニッケル（Ｎｉ）、タングステン（Ｗ）および銅（Ｃｕ）から選択される少なくとも１
種である。この構成により、リチウムの吸蔵・放出を生じないＳｉと遷移金属元素との合
金相が、リチウムの吸蔵・放出に伴うＳｉ相の崩壊による負極の導電経路の断絶を抑制す
ることができ、より良好なサイクル特性を確保することが可能となる。
【００２１】
　本発明による第７の発明は、第６の発明において、上記合金中のＳｉ相が非晶質構造で
ある非水電解質電池である。Ｓｉ相が非晶質構造であることにより、リチウムの吸蔵・放
出によるＳｉ相の崩壊を抑制することが可能であり、より良好なサイクル特性を得ること
ができる。
【００２２】
　本発明による第８の発明は、第１から第５の発明において、負極活物質が、リチウムを
可逆的に吸蔵・放出可能なＳｎを含む合金を含む非水電解質電池である。この合金は、Ｓ
ｎ相と、リチウムの吸蔵・放出を生じないＳｎと遷移金属元素との合金相とを含む。この
遷移金属元素はＴｉ、Ｚｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、ＷおよびＣｕから選択される少なくとも
１種である。この構成により、リチウムの吸蔵・放出を生じないＳｎと遷移金属元素との
合金相が、リチウムの吸蔵・放出に伴うＳｎ相の崩壊による負極の導電経路の断絶を抑制
することができ、より良好なサイクル特性を確保することが可能となる。
【００２３】
　本発明による第９の発明は、第８の発明において、上記合金中のＳｎ相が非晶質構造で
ある非水電解質電池である。Ｓｎ相が非晶質構造であることにより、リチウムの吸蔵・放
出によるＳｎ相の崩壊を抑制することが可能であり、より良好なサイクル特性を得ること
ができる。
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。なお、以下に示す実施の形態は本発明を
具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定するものではない。
【００２５】
　図１は本発明の実施の形態による非水電解質電池の一例であるコイン型リチウム電池の
断面模式図である。この電池は正極活物質と導電剤と結着剤とを含む正極３と、Ｓｉを含
む負極活物質と導電剤と結着剤とを含む負極４と、セパレータ５と、図示しない非水電解
液とを有する。セパレータ５は樹脂不織布や微多孔性フィルムを円形に打ち抜いて構成さ
れている。ケース１の開口部には、環状に射出成型した樹脂製のガスケット６が配置され
ている。ガスケット６を介して封口板２を配し、ケース１の開口上端部を内方に屈曲させ
てケース１をカシメ加工することによりこの電池は密封されている。負極４をリチウムと
合金化させるためには、電池組立時に負極４の表面にリチウム箔を圧着し、非水電解液の
存在下で電気化学的にリチウムを吸蔵させる。
【００２６】
　負極４に用いられる結着剤は、重量平均分子量が２万以上、３０万以下の非架橋型ポリ
アクリル酸である第１成分と、重量平均分子量が５０万以上、３００万以下の非架橋型ポ
リアクリル酸である第２成分との混合物である。この構成により、良好なサイクル特性を
維持しつつ、かつ長期保存特性も向上させることができる。
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【００２７】
　これは、ポリマー鎖が長く、吸湿性の高い重量平均分子量の大きい非架橋型ポリアクリ
ル酸中に、ポリマー鎖が短く、吸湿性が低い重量平均分子量の小さい非架橋型ポリアクリ
ル酸を混合させることで、重量平均分子量の大きい非架橋型ポリアクリル酸の高い吸湿性
を低減させることが可能であるためと考えられる。結着剤全体としての吸湿性の低減効果
により、長期保存や長期にわたる使用においても水分の影響を受けにくく、信頼性の高い
電池を提供することが可能となる。
【００２８】
　このような結着剤において第１成分の占める割合は、１０質量％以上、５０質量％以下
であることが好ましい。混合比をこの範囲とすることにより、より良好なサイクル特性を
維持しつつ、かつ長期保存特性も向上させることができる。
【００２９】
　また、非架橋型ポリアクリル酸は高分子量であればあるほど吸湿性が高まるため、重量
平均分子量が２００万を超える非架橋型ポリアクリル酸を使用する場合、より長期に保存
した場合、急激に容量劣化が生じる。長期間にわたって使用した場合に、ある時点から高
分子量である吸湿性の高い特性が優位に現れるようになるためであると考えられる。重量
平均分子量が１００万未満の非架橋型ポリアクリル酸を使用する場合、サイクルにおいて
ある時点から急激な容量劣化を生じる。これは、ある時点において負極４の強度を充分に
保つことができなくなるためであると考えられる。したがって、第２成分の重量平均分子
量は、１００万以上、２００万以下であることが、より好ましい。
【００３０】
　一方、非架橋型ポリアクリル酸は低分子量であればあるほど粘性が小さく、結着性に乏
しい。そのため、重量平均分子量が１５万未満の非架橋型ポリアクリル酸を使用する場合
、より長期間サイクルさせた場合、また保存させた場合にも、ある時点から急激なパルス
特性の低下を生じる。これは、ある時点において結着性の乏しい特性が優位に現れ、負極
４の強度を充分に保つことができなくなるためであると考えられる。したがって、第１成
分の重量平均分子量は、１５万以上、３０万以下であることが、より好ましい。
【００３１】
　結着剤の負極活物質に対する比率は１０質量％以上、２５質量％以下であることが好ま
しい。結着剤が活物質に対して１０質量％未満であると、負極４と封口板２を充分に結着
させることができない。あるいは負極４自体を充分に結着させることができない。そのた
めサイクル特性が著しく低下する。一方、２５質量％を超えた場合、絶縁体であるポリア
クリル酸の配合比率の増加により負極４の抵抗が上昇し、初期の放電であっても低温特性
やレート特性が低下する。さらに、吸湿性を有するポリアクリル酸の配合比率が大きいた
め、電池の長期にわたる使用や長期保存において水分の影響を受けやすく、電池特性劣化
が加速される虞がある。
【００３２】
　負極活物質は、リチウムを可逆的に吸蔵・放出可能なＳｉを含む合金であり、この合金
が、Ｓｉ相と、Ｓｉと遷移金属元素との合金相とを含み、遷移金属元素がＴｉ、Ｚｒ、Ｆ
ｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、ＷおよびＣｕから選択される少なくとも１種であることが好ましい。こ
の構成の負極活物質では、Ｓｉと遷移金属元素との合金相はリチウムの吸蔵・放出を生じ
ない。このようなＳｉと遷移金属元素との合金相が、リチウムの吸蔵・放出に伴うＳｉ相
の崩壊による負極内の導電経路の断絶を抑制することができる。そのため、より良好なサ
イクル特性を確保することが可能となる。なお、Ｓｉ相と、Ｓｉと遷移金属元素の合金相
との質量比率は特に限定されるものではなく、Ｓｉ相の合金中比率が０質量％を超え、８
０質量％以下の範囲において同様の効果が得られる。
【００３３】
　合金中のＳｉ相は非晶質構造であることが好ましい。合金中のＳｉ相が非晶質構造であ
ることにより、リチウムの吸蔵・放出によるＳｉ相の崩壊を抑制可能であり、より良好な
サイクル特性を得ることができる。また、Ｓｉ相が非晶質である場合には、Ｓｉ相の充放
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電繰返しサイクルに伴う崩壊が抑制されるため表面積の増加が緩和され、活物質と水分と
の反応がより生じにくい。そのため、長期保存や長期にわたる使用において、より良好な
電池特性を維持できると考えられる。
【００３４】
　また、負極活物質は、リチウムを可逆的に吸蔵・放出可能なＳｎを含む合金であり、こ
の合金が、Ｓｎ相と、Ｓｎと遷移金属元素との合金相とを含み、遷移金属元素がＴｉ、Ｚ
ｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、ＷおよびＣｕから選択される少なくとも１種であることが好まし
い。この構成の負極活物質では、Ｓｎと遷移金属元素との合金相はリチウムの吸蔵・放出
を生じない。このようなＳｎと遷移金属元素との合金相が、リチウムの吸蔵・放出に伴う
Ｓｎ相の崩壊による負極内の導電経路の断絶を抑制することができる。そのため、より良
好なサイクル特性を確保することが可能となる。なお、Ｓｎ相と、Ｓｎと遷移金属元素の
合金相との質量比率は特に限定されるものではなく、Ｓｎ相の合金中比率が０質量％を超
え、８０質量％以下の範囲において同様の効果が得られる。
【００３５】
　合金中のＳｎ相は非晶質構造であることが好ましい。合金中のＳｎ相が非晶質構造であ
ることにより、リチウムの吸蔵・放出によるＳｎ相の崩壊を抑制可能であり、より良好な
サイクル特性を得ることができる。また、Ｓｎ相が非晶質である場合には、Ｓｎ相の充放
電繰返しサイクルに伴う崩壊が抑制されるため表面積の増加が緩和され、活物質と水分と
の反応が、より生じにくい。そのため、長期保存や長期にわたる使用において、より良好
な電池特性を維持できると考えられる。
【００３６】
　ＳｉもしくはＳｎを含む合金を含む負極４は、成型体でもスラリー状にしたものを集電
体に塗布した電極であってもよい。またＳｉもしくはＳｎを含む負極活物質の製造方法は
特に限定されず、メカニカルアロイング法、真空蒸着法、メッキ法、気相化学反応法、液
体急冷法、イオンビームスパッタリング法などの合金を得る製造方法であればよい。
【００３７】
　負極４の結着剤は、同程度の重量平均分子量を有するポリアクリル酸塩であれば同様の
効果を示す。しかしながらポリメタクリル酸、ポリメタクリル酸塩、アクリル酸－メタク
リル酸共重合体などはサイクル特性の著しい低下を生じるため好ましくない。また、ポリ
アクリル酸、ポリアクリル酸塩以外の成分を微量にでも含むことは、適正乾燥温度が異な
ることなどから、負極４の強度を充分に維持することが困難であり、好ましくない。
【００３８】
　負極４の導電剤は、使用充放電電位範囲内において化学反応を起こさない電子導電体で
あれば特に限定はされない。グラファイト類、カーボンブラック類、炭素繊維などを単独
また混合して使用可能である。これらの配合比は、合剤層の導電機能を有するため、負極
活物質に対して１５質量％以上であれば特に限定されないが、大容量を確保するためには
可能な限り少量が好ましい。充分な導電性を確保することができれば導電剤を用いなくて
もよい。
【００３９】
　正極３に含まれる正極活物質はリチウムの吸蔵・放出が可能であれば特に限定されない
。ＬｉＭｎＯ２、ＬｉＭｎ２Ｏ４、Ｌｉ４Ｍｎ５Ｏ１２、Ｌｉ２Ｍｎ４Ｏ９、ＭｎＯ２、
ＬｉＣｏＯ２、ＬｉＮｉＯ２、Ｖ２Ｏ５、Ｖ６Ｏ１３、ＷＯ３、Ｎｂ２Ｏ５、Ｌｉ４／３

Ｔｉ５／３Ｏ４などの複合酸化物や導電性高分子などが使用可能である。またこれらは単
独でも混合して使用してもよい。
【００４０】
　正極３の導電剤も使用充放電電位範囲内において化学反応を起こさない電子導電体であ
れば特に限定されない。負極４と同様、グラファイト類、カーボンブラック類、炭素繊維
などを単独また混合して使用可能である。
【００４１】
　さらに正極３の結着剤に関しても特に限定されるものではなく、ポリエチレン、ポリプ



(8) JP 2009-252348 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

ロピレン、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
）、スチレンブタジエンゴム、テトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン共重
合体といったフッ素系樹脂、アクリル酸－メタクリル酸共重合体など、公知の材料を使用
可能である。
【００４２】
　非水電解液を構成する溶質としてはＬｉＮ（ＣＦ３ＳＯ２）２、ＬｉＮ（Ｃ２Ｆ５ＳＯ

２）２、ＬｉＮ（ＣＦ３ＳＯ２）（Ｃ４Ｆ９ＳＯ２）、ＬｉＣＦ３ＳＯ３、ＬｉＰＦ６、
ＬｉＢＦ４、ＬｉＣｌＯ４などといった公知の材料を単体または混合して使用可能である
。溶媒としては、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、ブチレンカーボネー
ト、ビニルエチレンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、ジメ
トキシエタン、ジエトキシエタン、γ－ブチルラクトン、テトラグライム、スルホラン、
テトラヒドロフラン、ジオキソランなどを単体または混合して使用可能である。ただし、
溶質および溶媒はこれらに限定されない。またこのようにして調製した非水電解液を高分
子材料に保持させたゲル状の非水電解質を用いてもよい。高分子材料としては、ポリフッ
化ビニリデン、ポリアクリロニトリル、ポリエチレンオキサイド、ポリ塩化ビニル、ポリ
アクリレート、ポリビニリデンフルオライドヘキサフルオロプロピレンなどを用いること
ができる。
【実施例】
【００４３】
　（負極の作製）
　負極活物質として、メカニカルアロイング法によって、Ｔｉ４１－Ｓｉ５９合金を作製
した。その際、ＴｉとＳｉを質量比で４１：５９として振動ボールミル装置に投入し、さ
らに直径１５ｍｍのステンレス鋼製ボールを投入した。装置内部をアルゴンで置換し、１
気圧に維持した。この条件下でメカニカルアロイング操作を行った。振動ボールミル装置
を、振幅８ｍｍ、回転数１２００ｒｐｍの条件で駆動し、８０時間、メカニカルアロイン
グを行った。得られた合金粉末を分級し、６３μｍ以下に整粒し負極活物質として使用し
た。
【００４４】
　結着剤は、重量平均分子量が１５万の非架橋型ポリアクリル酸水溶液と重量平均分子量
が２００万の非架橋型ポリアクリル酸水溶液とを固形分の質量比率で３０：７０となるよ
うに攪拌混合して作製した。なお、本実施例において使用した非架橋型ポリアクリル酸は
、和光純薬工業（株）製である。
【００４５】
　負極活物質のＴｉ４１－Ｓｉ５９合金と導電剤であるカーボンブラックと上記結着剤と
を固形分の質量比率で１００：２０：１０となるように調練合した。このようにして調製
した合剤を、直径４．０ｍｍ、厚さ０．４０ｍｍのペレット状に成型し、１６０℃で１２
時間乾燥し、負極４として用いた。
【００４６】
　（正極の作製）
　正極活物質には二酸化マンガンと水酸化リチウムをモル比で２：１となるように混合し
た後、４００℃で１２時間焼成して得られたマンガン酸リチウムを使用した。この正極活
物質と導電剤としてアセチレンブラック、結着剤としてフッ素系樹脂の水性ディスパージ
ョンを固形分質量比率で１００：５：８となるように調練合した。このようにして調製し
た合剤を、直径４．１ｍｍ、厚さ１．１ｍｍのペレット状に加圧成型し、その後２５０℃
で１０時間乾燥し、正極３を作製した。
【００４７】
　（非水電解液の調製）
　非水電解液は、有機溶媒として、体積比でプロピレンカーボネート：エチレンカーボネ
ート：ジメトキシエタン＝１：１：１の混合溶媒を用い、支持電解質として１Ｍとなるよ
うにＬｉＮ（ＣＦ３ＳＯ２）２を溶解して調製した。
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【００４８】
　セパレータ５として、ポリプロピレンの不織布を用いた。また、ガスケットもポリプロ
ピレンで構成した。電池の外形寸法は、外径６．８ｍｍ、高さ２．１ｍｍである。以上の
製造プロセスにて作製した電池を電池Ａ１３とした。
【００４９】
　負極４の結着剤として重量平均分子量が１万の非架橋型ポリアクリル酸と重量平均分子
量が４０万、５０万、２００万、３００万、４００万の非架橋型ポリアクリル酸をそれぞ
れ固形分の質量比率で３０：７０となるように攪拌混合したものを用いた以外は、電池Ａ
１３と同様にして作製した電池を電池Ａ１～Ａ５とした。
【００５０】
　負極４の結着剤として重量平均分子量が２万の非架橋型ポリアクリル酸と重量平均分子
量が４０万、５０万、２００万、３００万、４００万の非架橋型ポリアクリル酸をそれぞ
れ固形分の質量比率で３０：７０となるように攪拌混合したものを用いた以外は、電池Ａ
１３と同様にして作製した電池を電池Ａ６～Ａ１０とした。
【００５１】
　負極４の結着剤として重量平均分子量が１５万の非架橋型ポリアクリル酸と重量平均分
子量が４０万、５０万、３００万、４００万の非架橋型ポリアクリル酸をそれぞれ固形分
の質量比率で３０：７０となるように攪拌混合したものを用いた以外は、電池Ａ１３と同
様にして作製した電池を電池Ａ１１、Ａ１２、Ａ１４、Ａ１５とした。
【００５２】
　負極４の結着剤として重量平均分子量が３０万の非架橋型ポリアクリル酸と重量平均分
子量が４０万、５０万、２００万、３００万、４００万の非架橋型ポリアクリル酸をそれ
ぞれ固形分の質量比率で３０：７０となるように攪拌混合したものを用いた以外は、電池
Ａ１３と同様にして作製した電池を電池Ａ１６～Ａ２０とした。
【００５３】
　負極４の結着剤として重量平均分子量が４０万の非架橋型ポリアクリル酸と重量平均分
子量が５０万、２００万、３００万、４００万の非架橋型ポリアクリル酸をそれぞれ固形
分の質量比率で３０：７０となるように攪拌混合したものを用いた以外は、電池Ａ１３と
同様にして作製した電池を電池Ａ２１～Ａ２４とした。
【００５４】
　一方、負極４の結着剤として重量平均分子量１５万の非架橋型ポリアクリル酸を単独で
用いた以外は、電池Ａ１３と同様にして作製した電池を電池Ａ２５とした。
【００５５】
　負極４の結着剤として重量平均分子量２００万の非架橋型ポリアクリル酸を単独で用い
た以外は、電池Ａ１３と同様にして作製した電池を電池Ａ２６とした。
【００５６】
　上記の電池Ａ１～Ａ２６について以下の評価を行った。（表１）にそれぞれの諸元とと
もに評価結果を示す。
【００５７】
　（５０サイクル後の放電容量維持率）
　作製した電池各々５個について、０．１ｍＡの定電流で３．３Ｖから２．０Ｖまでの充
放電を繰返した。上記条件で行った充放電５０サイクル後の放電容量維持率の平均値を算
出した。
【００５８】
　（６０℃・９０％ＲＨ２０日保存後の容量残存率）
　作製した電池各々１０個を６０℃・９０％ＲＨ環境下に放置し、２０日間経過後にいっ
たん２．０Ｖ以下まで放電した。その後、電池に直列に２ｋΩの抵抗を介し、３．２Ｖで
６０ｈ充電後、２２ｋΩで２．０Ｖまで放電させたときの残存容量を確認し、容量残存率
の平均値を算出した。
【００５９】
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【表１】

【００６０】
　（表１）に示すように、重量平均分子量が小さい非架橋型ポリアクリル酸を単独で結着
剤として使用した負極４を用いた電池Ａ２５は、良好な高温多湿保存特性を示すが、サイ
クルにおける特性劣化は大きい。これは分子量の小さい非架橋型ポリアクリル酸の結着性
が弱く、負極４の強度を維持できずサイクルに伴う負極４の崩壊が加速されるためである
と考えられる。
【００６１】
　重量平均分子量が大きい非架橋型ポリアクリル酸を単独で結着剤として使用した負極４
を用いた電池Ａ２６は、良好なサイクル特性を示すが、高温多湿保存特性が低下する。こ
れは分子量の大きい非架橋型ポリアクリル酸の吸湿性が高いために水分の影響を受けやす
いことに起因するものと考えられる。
【００６２】
　また、重量平均分子量が１万の非架橋型ポリアクリル酸を使用した場合には、他のどの
ような重量平均分子量を有する非架橋型ポリアクリル酸と混合したとしてもサイクル特性
と高温多湿保存特性の双方に優れる電池を得ることはできない。
【００６３】
　一方、重量平均分子量が４０万の非架橋型ポリアクリル酸を使用する場合にも、どのよ
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うな重量平均分子量を有する非架橋型ポリアクリル酸と混合してもサイクル特性および高
温多湿保存特性の双方が優れる電池を得ることができない。
【００６４】
　さらに、重量平均分子量が４００万の非架橋型ポリアクリル酸は粘性が高いために分散
させることが非常に困難であり、負極４の作製が不可能で、電池を作製することができな
かった。
【００６５】
　重量平均分子量が２万以上、３０万以下の非架橋型ポリアクリル酸と重量平均分子量が
５０万以上、３００万以下の非架橋型ポリアクリル酸とを混合した電池Ａ７～Ａ９および
電池Ａ１２～Ａ１４および電池Ａ１７～Ａ１９は、（表１）から明らかなように、サイク
ル特性と高温多湿保存特性の双方に優れていることが分かった。この理由の詳細は不明で
あるが、重量平均分子量が２万以上、３０万以下の非架橋型ポリアクリル酸と重量平均分
子量が５０万以上、３００万以下の非架橋型ポリアクリル酸とを混合することで、高いサ
イクル特性を得られる効果と吸湿性を低減させる効果の双方を同時に満たすことが可能と
なったためであると考えられる。
【００６６】
　次に、負極４の結着剤として重量平均分子量が１５万の非架橋型ポリアクリル酸水溶液
と重量平均分子量が２００万の非架橋型ポリアクリル酸水溶液とを固形分の質量比率で５
：９５、１０：９０、１５：８５、５０：５０、７０：３０となるように攪拌混合したも
のを用いた以外は、電池Ａ１３と同様にしてそれぞれ電池Ａ２７～Ａ３１を作製した。
【００６７】
　上記の電池Ａ２７～Ａ３１について上述した５０サイクル後の放電容量維持率および６
０℃・９０％ＲＨ２０日保存後の容量残存率について評価を行った。（表２）にそれぞれ
の諸元とともに評価結果を、電池Ａ１３、Ａ２５、Ａ２６の結果と併せて示す。
【００６８】
【表２】

【００６９】
　（表２）に示すように、重量平均分子量が１５万および２００万の非架橋型ポリアクリ
ル酸を単独で用いた場合に比べ、それらを混合した結着剤を使用した場合には、サイクル
特性、高温多湿保存特性ともに良化する傾向にある。しかし、重量平均分子量が１５万の
非架橋型ポリアクリル酸の結着剤中比率が１０質量％未満であるとサイクル特性、高温多
湿保存特性ともにやや低下しており、一方、重量平均分子量が１５万の非架橋型ポリアク
リル酸の結着剤中比率が５０質量％を超えた場合にもサイクル特性、高温多湿保存特性が
やや低下する傾向にある。
【００７０】
　重量平均分子量が１５万の非架橋型ポリアクリル酸の、結着剤中の比率が１０質量％以
上、５０質量％以下においては、サイクル特性および高温多湿保存特性の双方において良
好な結果を示した。詳細な理由は不明であるが、この配合比範囲が、サイクル特性および
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高温多湿保存特性の双方に優れた特性を示すに最適な配合バランスであるものと考えられ
る。
【００７１】
　なお、上記の結果は、負極４の結着剤として重量平均分子量が１５万の非架橋型ポリア
クリル酸水溶液と重量平均分子量が２００万の非架橋型ポリアクリル酸水溶液を用いた場
合に得られたものであるが、重量平均分子量が２万以上、３０万以下の非架橋型ポリアク
リル酸と重量平均分子量が５０万以上、３００万以下の非架橋型ポリアクリル酸とのいず
れの混合組合せにおいても同様の傾向が確認された。
【００７２】
　次に、結着剤中の第１成分の混合比率を３０質量％とし、第１成分として重量平均分子
量が１５万の非架橋型ポリアクリル酸と、第２成分として重量平均分子量が５０万、８０
万、１００万、２５０万、３００万の非架橋型ポリアクリル酸を混合した以外は電池Ａ１
３と同様にして、それぞれ電池Ａ３２～Ａ３６を作製した。
【００７３】
　上記の電池Ａ３２～Ａ３６および電池Ａ１１、電池Ａ１３について、以下の評価を行っ
た。また、電池Ａ２５についてはサイクル特性のみ、電池Ａ２６については６０℃・９０
％ＲＨ保存特性のみ評価を行った。
【００７４】
　（サイクル特性）
　作製した電池各々５個について、０．１ｍＡの定電流で３．３Ｖから２．０Ｖまでの充
放電を繰返した。この条件で充放電したときの、充放電繰返し数と容量維持率の平均値を
プロットしたものを図２に示す。すなわち、図２は本発明の実施の形態において、結着剤
中の第１成分の重量平均分子量が１５万であるときの、第２成分の重量平均分子量別のサ
イクル特性比較図である。
【００７５】
　（６０℃・９０％ＲＨ保存特性）
　作製した電池各々１０個を６０℃・９０％ＲＨ環境下に放置し、一定期間経過後にいっ
たん２．０Ｖ以下まで放電し、その後、電池に直列に２ｋΩの抵抗を介し、３．２Ｖで６
０ｈ充電後、２２ｋΩで２．０Ｖまで放電させたときの残存容量を確認した。保存日数と
容量残存率の平均値をプロットしたものを図３に示す。すなわち、図３は本発明の実施の
形態において、結着剤中の第１成分の重量平均分子量が１５万であるときの、第２成分の
重量平均分子量別の６０℃・９０％ＲＨ保存特性比較図である。
【００７６】
　図２に示すように、電池Ａ３２～Ａ３６および電池Ａ１３については、充放電の初期か
らあるサイクル数までは、電池Ａ１１と比較して容量維持率の低下が小さい。しかしその
後、充放電繰返し数が大きくなると、電池Ａ３２、電池Ａ３３については、あるサイクル
数以降、著しく容量維持率が低下する。これは、より長期間使用された場合、ある時点か
ら、非架橋型ポリアクリル酸の結着性の差が現れたためと考えられる。
【００７７】
　また、図３に示すように、電池Ａ３２～Ａ３６および電池Ａ１３について、保存初期か
らある日数までは、電池Ａ１１と比較して容量残存率の低下が小さい。しかしその後、よ
り長期間保存した場合、電池Ａ３５、電池Ａ３６についてある時点から著しい容量残存率
の著しい劣化が生じる。これは、より長期間にわたって使用された場合、ある時点から、
重量平均分子量の大きい非架橋型ポリアクリル酸の吸湿性の高さが優位に反映されるよう
になるためと考えられる。
【００７８】
　したがって、結着剤において、第１成分の非架橋型ポリアクリル酸の重量平均分子量が
１５万のとき、第２成分の非架橋型ポリアクリル酸の重量平均分子量が１００万以上、２
０万以下であれば、より長期間にわたって安定した特性を有する電池を提供することがで
きる。
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【００７９】
　なお、上記の結果は、第１成分として重量平均分子量が１５万の非架橋型ポリアクリル
酸を用いた場合の結果であるが、第１成分として重量平均分子量が２万以上、３０万以下
の範囲にある非架橋型ポリアクリル酸を用いた場合に同様の傾向が確認された。
【００８０】
　次に、結着剤中の第１成分の混合比率は３０質量％とし、第１成分として重量平均分子
量が１０万の非架橋型ポリアクリル酸と、第２成分として重量平均分子量が２００万の非
架橋型ポリアクリル酸を混合した以外は電池Ａ１３と同様にして、電池Ａ３７を作製した
。電池Ａ３７および電池Ａ８、電池Ａ１３、電池Ａ１８について、以下の評価を行った。
【００８１】
　（パルス特性（ｉ））
　作製した電池各々５個について、０．１ｍＡの定電流で３．３Ｖから２．０Ｖまでの充
放電を繰返した。この条件で充放電したときの、充放電繰返し前および８０サイクル経過
後に２ｍＡ－５ｍｓｅｃの負荷をかけ、そのときの閉路電圧（ＣＣＶ）を測定し、その平
均値をそれぞれ算出した。（表３）にそれぞれの諸元とともに評価結果を示す。
【００８２】
　（パルス特性（ｉｉ））
　作製した電池各々１０個を６０℃・９０％ＲＨ環境下に放置した。保存前および保存１
００日間経過後に、２ｍＡ－５ｍｓｅｃの負荷をかけ、そのときの閉路電圧（ＣＣＶ）を
測定し、その平均値をそれぞれ算出した。（表４）にそれぞれの諸元とともに評価結果を
示す。
【００８３】
【表３】

【００８４】
【表４】

【００８５】
　（表３）、（表４）に示すように、電池Ａ８、Ａ１３、Ａ１８、Ａ３７は、サイクル前
および保存前には同等のパルス特性を有する。しかしながら、充放電繰返し後および保存
後には、電池Ａ１３および電池Ａ１８のパルス時ＣＣＶと比較して、電池Ａ８および電池
Ａ３７のパルス時ＣＣＶが低い。これは、より長期間使用された場合、ある時点から、非
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架橋型ポリアクリル酸の結着性の差が顕著になるためと考えられる。この結着性の差は、
負極４の強度に影響を及ぼす。負極４の強度差は通常の負荷においては影響ないが、パル
ス放電のようなハイレート負荷がかかった場合に顕著に現れるものと考えられる。したが
って、結着剤において、第２成分の非架橋型ポリアクリル酸の重量平均分子量が２００万
のとき、第１成分の非架橋型ポリアクリル酸の重量平均分子量が１５万以上、３０万以下
であれば、幅広い使用条件下において、優れた特性を有する電池を提供することができる
。
【００８６】
　また、第２成分の非架橋型ポリアクリル酸の重量平均分子量が５０万以上、３００万以
下である場合においても同様の傾向が確認された。
【００８７】
　さらに、結着剤中の第１成分の混合比が１０質量％以上、５０質量％以下の範囲におい
ても同様の傾向が確認された。
【００８８】
　次に、負極活物質のＴｉ４１－Ｓｉ５９合金と導電剤であるカーボンブラックと電池Ａ
１３に用いた結着剤とを固形分の質量比率で１００：２０：７、１００：２０：１５、１
００：２０：２５、１００：２０：３５となるように調練合した。このようにして調製し
た合剤を用いて負極４を作製した以外は電池Ａ１３と同様にして、それぞれ電池Ａ３８～
Ａ４１を作製した。
【００８９】
　上記の電池Ａ３８～Ａ４１および電池Ａ１３について以下の評価を行った。それぞれの
諸元とともに評価結果を（表５）に示す。
【００９０】
　（サイクル特性）
　作製した電池各々５個について、０．１ｍＡの定電流で３．３Ｖから２．０Ｖまでの充
放電を繰返し、５０サイクル後の放電容量維持率の平均値を算出した。
【００９１】
　（初回放電容量および６０℃・９０％ＲＨ保存特性）
　作製した電池各々１０個をいったん２．０Ｖ以下まで放電し、電池に直列に２ｋΩの抵
抗を介し、３．２Ｖで６０ｈ充電後、５．１ｋΩで２．０Ｖまで放電させたときの放電容
量を確認した。
【００９２】
　さらに作製した電池各々１０個を６０℃・９０％ＲＨ環境下に放置し、２０日間経過後
にいったん２．０Ｖ以下まで放電し、その後、電池に直列に２ｋΩの抵抗を介し、３．２
Ｖで６０ｈ充電後、２２ｋΩで２．０Ｖまで放電させたときの容量残存率の平均値を算出
した。
【００９３】
【表５】

【００９４】
　（表５）に示すように、負極活物質に対する結着剤の質量比率が１０％未満であると、
負極４は電極としてほとんど機能しない。この量は、負極４を形成するに充分な結着剤量
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ではなく、極板強度をまったく維持できない。そのため負極４と封口板２との接触はもち
ろん、負極４中の導電性も保てず、充放電による容量が発現しない。負極４の崩壊も著し
く加速されるため、充放電をほとんど繰返すことができない状態であった。
【００９５】
　一方、負極活物質に対する結着剤の質量比率が２５％を超えると、絶縁体であるポリア
クリル酸の配合比率の増加により負極４の抵抗が上昇して、ハイレートでの充放電時に分
極が生じると考えられる。そのため容量が低下している。さらに、吸湿性を有するポリア
クリル酸の配合比率が大きいため、電池の長期保存や長期にわたる使用において水分の影
響を受けやすくなり、高温多湿保存において容量劣化が加速されたものと考えられる。
【００９６】
　また（表５）に示す結果は、第１成分である重量平均分子量が２万以上、３０万以下の
非架橋型ポリアクリル酸と、第２成分である５０万以上、３００万以下の非架橋型ポリア
クリル酸とを混合させた結着剤であり、その混合組合せがいかなる場合においても同様の
傾向を示した。
【００９７】
　これらの結果から、負極活物質に対する本発明の結着剤の配合比率が１０質量％以上、
２５質量％以下の範囲において、より良好な特性を有する電池を得られることが分かる。
【００９８】
　次に、Ｍ４１－Ｓｉ５９合金（ＭはＺｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、ＷおよびＣｕから選択さ
れる１種）を負極活物質として使用した。これ以外は電池Ａ１３と同様にして、それぞれ
電池Ａ４２～Ａ４７を作製した。
【００９９】
　上記の電池Ａ４２～Ａ４７について上述した５０サイクル後放電容量維持率および６０
℃・９０％ＲＨ２０日保存後容量残存率について評価を行った。（表６）にそれぞれの諸
元とともに評価結果を示す。また、同表に電池Ａ１３の結果も併せて示す。
【０１００】
【表６】

【０１０１】
　（表６）に示すように、Ｍ４１－Ｓｉ５９合金（ＭはＺｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｗおよ
びＣｕから選択される１種）を負極活物質として用いた場合にも、良好なサイクル特性お
よび高温多湿保存特性が得られた。
【０１０２】
　なお、また（表６）に示す結果は、第１成分である重量平均分子量が２万以上、３０万
以下の非架橋型ポリアクリル酸と、第２成分である重量平均分子量が５０万以上、３００
万以下の非架橋型ポリアクリル酸とを混合させた結着剤であり、その混合組合せがいかな
る場合においても同様の傾向を示した。
【０１０３】
　なお、データを示してはいないが、遷移金属元素としてＴｉ、Ｚｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ
、ＷおよびＣｕから複数種を選択した場合も同様の傾向を示すことを確認した。
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【０１０４】
　次に負極活物質のＳｉ相の結晶性について検討した。そのために、負極活物質作製時に
メカニカルアロイングさせる時間を２０時間とした。これ以外は電池Ａ３８～Ａ４１およ
び電池Ａ１３と同様にして電池Ａ４８～Ａ５２を作製した。メカニカルアロイングさせる
時間を８０時間としたときのＳｉ合金中のＳｉ相に関しては、ＸＲＤにおいてピークがほ
とんど見られず非晶質構造を示す。一方２０時間である場合にはＳｉ相は結晶質構造を有
しており、その結晶子サイズは約１６ｎｍ程度であった。
【０１０５】
　（サイクル特性）
　作製した上記の電池Ａ４８～Ａ５４の各々５個について、０．１ｍＡの定電流で３．３
Ｖから２．０Ｖまでの充放電を繰返した。（表７）には上記条件で行った充放電５０サイ
クル後の放電容量維持率の平均値を示す。
【０１０６】
　（初回放電容量および６０℃・９０％ＲＨ保存特性）
　作製した電池各々１０個をいったん２．０Ｖ以下まで放電し、電池に直列に２ｋΩの抵
抗を介し、３．２Ｖで６０ｈ充電後、５．１ｋΩで２．０Ｖまで放電させたときの放電容
量を確認した。
【０１０７】
　また、作製した電池各々１０個を６０℃・９０％ＲＨ環境下に放置し、２０日間経過後
にいったん２．０Ｖ以下まで放電し、その後、電池に直列に２ｋΩの抵抗を介し、３．２
Ｖで６０ｈ充電後、２２ｋΩで２．０Ｖまで放電させたときの容量残存率を確認した。そ
れらの平均値も（表７）に示す。
【０１０８】
　また（表７）には、（表５）に示したＳｉ相が非晶質状態である電池Ａ１３および電池
Ａ３８～Ａ４１の結果も併せて示した。
【０１０９】
【表７】

【０１１０】
　（表７）に示すように、Ｓｉ合金中のＳｉ相が結晶質構造である場合にも、電池Ａ１３
に用いた結着剤を使用することによってサイクル特性および高温多湿保存特性の双方が良
好である電池を得られることが確認された。しかし、Ｓｉ相が非晶質構造である場合と比
較してサイクル特性および高温多湿保存特性ともに全体的レベルが低いことも確認され、
Ｓｉ相が非晶質構造であれば、より良好な電池特性が得られることが分かった。
【０１１１】
　なお、遷移金属元素がＴｉ、Ｚｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、ＷおよびＣｕから選択される少
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なくとも１種また複数種である場合も同様の傾向を示すことを確認した。
【０１１２】
　なお、以上の説明では負極活物質としてＳｉを含む場合について説明したが、負極活物
質としてＳｎを含む場合についても同様の結果が得られた。
【０１１３】
　また、以上の説明ではコイン形リチウム電池を例に説明したが、本発明の構成は円筒形
電池、角形電池に適用してもよく、電池の形状には限定されない。
【産業上の利用可能性】
【０１１４】
　以上のように、本発明では、重量平均分子量が２万以上、３０万以下の非架橋型ポリア
クリル酸である第１成分と、重量平均分子量が５０万以上、３００万以下の非架橋型ポリ
アクリル酸である第２成分との混合物である結着剤を、ＳｉもしくはＳｎを含む負極活物
質を有する負極に適用する。この負極を使用する非水電解質電池は、高い充放電サイクル
特性を維持し、かつ高い長期保存特性を確保できる。そのため、非水電解質電池の、より
高度な長期信頼性の確保において有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明の実施の形態における非水電解質電池の一例であるコイン型リチウム電池
の断面模式図
【図２】本発明の実施の形態において、結着剤中の第１成分の重量平均分子量が１５万で
あるときの、第２成分の重量平均分子量別のサイクル特性比較図
【図３】本発明の実施の形態において、結着剤中の第１成分の重量平均分子量が１５万で
あるときの、第２成分の重量平均分子量別の６０℃・９０％ＲＨ保存特性比較図
【符号の説明】
【０１１６】
　１　　ケース
　２　　封口板
　３　　正極
　４　　負極
　５　　セパレータ
　６　　ガスケット
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