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(57)【要約】
【課題】　電池内部の電気抵抗が少なく、大電流特性に
優れた非水電解質二次電池を提供する。
【解決手段】　実施形態によれば、正極、負極及び非水
電解質を含む非水電解質二次電池が提供される。正極は
正極集電体及び正極活物質層を含む。負極は負極集電体
及び負極活物質層を含む。前記正極集電体は、前記正極
活物質層が積層された塗工部と、前記正極集電体の少な
くとも一つの端部において前記正極集電体が露出した非
塗工部を含む。前記非塗工部は、前記塗工部と前記非塗
工部との境界から該境界と対向する端部までの長さが５
ｍｍ以上２０ｍｍ以下の範囲である。前記正極活物質層
の密度は３．１ｇ／ｃｃ以上３．４ｇ／ｃｃ以下の範囲
である。前記正極集電体は、以下の式を満たす。　　　
　０．９９７≦Ｗ１／Ｗ２≦１　　
　式中、Ｗ１は前記塗工部の単位面積当たりの重量であ
り、Ｗ２は前記非塗工部の単位面積当たりの重量である
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極集電体及び正極活物質層を含む正極と、
　負極集電体及び負極活物質層を含む負極と、
　非水電解質と、
を含み、
　前記正極集電体は、前記正極活物質層が積層された塗工部と、前記正極集電体の少なく
とも一つの端部において前記正極集電体が露出した非塗工部を含み、
　前記非塗工部は、前記塗工部と前記非塗工部との境界から該境界と対向する端部までの
長さが５ｍｍ以上２０ｍｍ以下の範囲であり、
　前記正極活物質層の密度が３．１ｇ／ｃｃ以上３．４ｇ／ｃｃ以下の範囲であり、
　前記正極集電体が以下の式を満たすことを特徴とする非水電解質二次電池：
　０．９９７≦Ｗ１／Ｗ２≦１
　式中、Ｗ１は前記塗工部の単位面積当たりの重量であり、Ｗ２は前記非塗工部の単位面
積当たりの重量である。
【請求項２】
　前記負極集電体は、前記負極活物質層が積層された塗工部と、前記負極集電体の少なく
とも一つの端部において前記負極集電体が露出した非塗工部を含み、
　前記非塗工部は、前記塗工部と前記非塗工部との境界から該境界と対向する端部までの
長さが５ｍｍ以上２０ｍｍ以下の範囲であり、
　前記負極活物質層の密度が２．１ｇ／ｃｃ以上２．４ｇ／ｃｃ以下の範囲であり、
　前記負極集電体が以下の式を満たすことを特徴とする、請求項１に記載の非水電解質二
次電池：
　０．９９７≦Ｗ１／Ｗ２≦１
　式中、Ｗ１は前記塗工部の単位面積当たりの重量であり、Ｗ２は前記非塗工部の単位面
積当たりの重量である。
【請求項３】
　前記負極活物質層が、Li4Ti5O12及びLi2Ti3O7から選択されるリチウムチタン酸化物、T
iO2、及び、P、V、Sn、Cu、Ni、Co及びFeから成る群より選択される少なくとも１つの元
素とTiを含有する金属複合酸化物から成る群より選択される少なくとも一つの負極活物質
を含むことを特徴とする、請求項２に記載の非水電解質二次電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、非水電解質二次電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ハイブリッド電気自動車用の電源として、また太陽光や風力などの自然エネルギ
ーを使った発電機用の蓄電装置として、非水電解質二次電池が注目されている。自動車用
電源の負荷や発電機の発電量は時間によって著しく変化する。そのため、そのような用途
に用いられる二次電池は、瞬時に大電流を放出したり蓄えたりする能力、即ち、大電流特
性が高いことが要求される。大電流特性を向上するためには、電池内部の電気抵抗を減少
させて、大電流で充放電を行ったときの電圧の低下を抑制する必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２９６２５６号公報
【特許文献２】特開２００６－７９９４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　電池内部の電気抵抗が少なく、大電流特性に優れた非水電解質二次電池を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態によれば、正極、負極及び非水電解質を含む非水電解質二次電池が提供される
。正極は正極集電体及び正極活物質層を含む。負極は負極集電体及び負極活物質層を含む
。前記正極集電体は、前記正極活物質層が積層された塗工部と、前記正極集電体の少なく
とも一つの端部において前記正極集電体が露出した非塗工部を含む。
【０００６】
　前記非塗工部は、前記塗工部と前記非塗工部との境界から該境界と対向する端部までの
長さが５ｍｍ以上２０ｍｍ以下の範囲である。前記正極活物質層の密度は３．１ｇ／ｃｃ
以上３．４ｇ／ｃｃ以下の範囲である。
【０００７】
　前記正極集電体は、以下の式を満たす。　　　
　０．９９７≦Ｗ１／Ｗ２≦１　　
　式中、Ｗ１は前記塗工部の単位面積当たりの重量であり、Ｗ２は前記非塗工部の単位面
積当たりの重量である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態の扁平型非水電解質電池の断面模式図。
【図２】図１のＡ部の拡大断面図。
【図３】正極の一部を抜粋した斜視図。
【図４】負極の一部を抜粋した斜視図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１０】
　（第１実施形態）
　図１は、扁平型の非水電解質電池１の断面模式図である。図２は図１のＡ部の拡大断面
図である。非水電解質電池１は、捲回電極群２を備える。捲回電極群２は外装部材３に収
納される。外装部材３内にはさらに非水電解質（図示せず）が充填される。
【００１１】
　捲回電極群２は、図２に示すように、正極４、負極５、及びセパレータ６から構成され
る。正極４と負極５を、セパレータ６を挟んで積層し、扁平形状に捲回することにより捲
回電極群２が形成される。
【００１２】
　捲回電極群２の構成について、さらに詳細に説明する。図２に示すように、正極４は、
正極層４ｂ、正極集電体４ａ、正極層４ｂの順で層状に構成されている。負極５は、外層
から、負極層５ｂ、負極集電体５ａ、負極層５ｂの順で層状に構成される。正極４と負極
５はセパレータ６を介して層状に構成されている。
【００１３】
　図１に示すように、捲回電極群２の外周端近傍において、正極４には正極端子７が電気
的に接続され、負極５には負極端子８が電気的に接続される。
【００１４】
　外装部材３には、ラミネートフィルム製外装袋が用いられる。ラミネートフィルム製外
装袋の開口部を、正極端子７及び負極端子８が延出した状態でヒートシールすることによ
り、電極群２及び非水電解質が密封される。なお、外装部材はラミネートフィルム製に限
らず、例えば金属製の缶などを用いることもできる。
【００１５】
　以下、正極、負極、セパレータ、非水電解質及び外装部材について詳述する。
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【００１６】
　１）正極
　正極４は、正極集電体４ａ及び正極活物質層４ｂを備える。正極活物質層４ｂは、正極
活物質、及び任意に導電剤及び結着剤を含む。正極活物質層４ｂは、正極集電体４ａの片
面又は両面に形成される。
【００１７】
　図３は、正極集電体４ａの両面に正極活物質層４ｂが形成された正極４の一部を示す斜
視図である。正極集電体４ａは、正極活物質層４ｂが積層された塗工部４ｃと、正極集電
体４ａが露出した非塗工部４ｄを有する。非塗工部４ｄは、正極集電体４ａの少なくとも
一つの端部に配置される。
【００１８】
　非塗工部４ｄは正極タブとして用いることができる。図１に示した正極端子７が非塗工
部４ｄに直接又は導電部材（例えばリード）を介して接続されることにより、正極４と正
極端子７とが電気的に接続される。
【００１９】
　本実施形態において、非塗工部４ｄは、塗工部４ｃと非塗工部４ｄとの境界から該境界
と対向する端部までの長さＬ１が５ｍｍ以上２０ｍｍ以下の範囲である。長さＬ１を５ｍ
ｍ以上にすることにより、非塗工部４ｄと正極端子７又は導電部材との接続面積を大きく
し、接続抵抗を減らすことができる。その結果、電気抵抗を低下させることが可能である
。また、長さＬ１を２０ｍｍ以下にすることにより、エネルギー密度の低下を防ぐことが
できる。なお、長さＬ１は、塗工部４ｃと非塗工部４ｄとの境界から該境界と対向する端
部までの長さの最小値が５ｍｍ以上であり、最大値が２０ｍｍ以下である。
【００２０】
　また、本実施形態において、正極活物質層４ｂの密度は、３．１ｇ／ｃｃ以上３．４ｇ
／ｃｃ以下の範囲である。正極活物質層４ｂの密度を上記範囲内にすることにより、正極
集電体４ａと正極活物質の間の物理的接触を向上させることができる。その結果、電極内
部の電気抵抗を低下させることが可能である。
【００２１】
　また、本実施形態において、正極は、塗工部４ｃの単位面積当たりの重量Ｗ１と、非塗
工部４ｄの単位面積当たりの重量Ｗ２が、以下の式を満たす
　０．９９７≦Ｗ１／Ｗ２≦１
　ここで具体的には、Ｗ１は活物質層で片面又は両面を覆われた部分の集電体の単位面積
当たりの重量であり、Ｗ２は、電極長さ方向の縁に沿った表裏共に活物質層が塗布されて
いない部分の集電体の単位面積当たりの重量である。
【００２２】
　重量比（Ｗ１／Ｗ２）を上記範囲内にすることにより、塗工部４ｃと非塗工部４ｄの単
位面積当たりの重量の相違を減少させることができ、電極の歪みを低下させることが可能
である。電極の歪みが小さいために、電極を捲回する際、或いは、スタック状に積み上げ
る際に、電極間に隙間が生じず、電池内部の電気抵抗を低下させることが可能である。
【００２３】
　以上のような本実施形態に従う正極は電気抵抗が小さいため、大電流特性に優れた非水
電解質電池を提供することが可能である。
【００２４】
　正極活物質層４ｂに含まれる正極活物質としては、リチウム遷移金属複合酸化物を用い
ることができる。その例には、LiCoO2、Li1+a(Mn,Ni,Co)1-aO2（0.0＜a＜0.2）、Li1+bNi

1-b-cM1cO2（0.0＜b＜0.2、0.0＜c＜0.4、M1はCo、Al及びFeから選択される少なくとも一
つの元素である）、Li1+dMn2-d-eM2eO4（0＜d＜0.3、0＜e＜0.3、M2はMg、Al、Fe、Co及
びNiから選択される少なくとも一つの元素である)、LiM3PO4（M3はFe、Co及びNiから選択
される少なくとも一つの元素である）が含まれる。これらの複合酸化物は単独で用いても
よいが、複数種類を組合せて用いてもよい。
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【００２５】
　導電剤は活物質と集電体との接触抵抗を抑えるために用いられる。その例には、アセチ
レンブラック、カーボンブラック及び黒鉛のような炭素質物が含まれる。
【００２６】
　結着剤は活物質と導電剤を結着させるために用いられる。その例には、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)及びフッ素系ゴムが含まれる。
【００２７】
　正極活物質、導電剤及び結着剤の配合比は、正極活物質は８０重量％以上９５重量％以
下、導電剤は３重量％以上１８重量％以下、結着剤は２重量％以上１７重量％以下の範囲
にすることが好ましい。導電剤が３重量％以上含まれることにより上述した効果が得られ
、１８重量％以下の範囲で含まれることにより、高温保存下での導電剤表面での非水電解
質の分解を低減することができる。結着剤が２重量％以上含まれることにより十分な電極
強度が得られ、１７重量％以下の範囲で含まれることにより、絶縁体の配合量を減少させ
、内部抵抗を減少できる。
【００２８】
　正極集電体４ａは、アルミニウム箔又はMg、Ti、Zn、Mn、Fe、Cu及びSiから成る群より
選択される一以上の元素を含むアルミニウム合金箔であることが好ましい。
【００２９】
　次に、本実施形態における正極の製造方法を説明する。
【００３０】
　まず、正極活物質、導電剤及び結着剤を溶媒に懸濁してスラリーを調製する。溶媒には
、例えばＮメチルエチルピロリドンを用いることができる。正極活物質、導電剤及び結着
剤の総重量と溶媒の重量との混合比は、５０：５０から８０：２０の範囲であることが好
ましい。
【００３１】
　次に、スラリーを正極集電体の片面又は両面に塗布して乾燥し、正極活物質層を形成す
る。スラリーは、一定の幅で連続した非塗工部を残して正極集電体に塗布する。非塗工部
は、正極集電体の長手方向に沿った一端に位置することが好ましい。或いは、非塗工部は
、正極集電体の長手方向に沿った両端に位置してもよい。非塗工部の長さは５ｍｍ以上２
０ｍｍ以下の範囲内に調整する。ここで、非塗工部の長さとは、塗工部と非塗工部との境
界から該境界と対向する端部までの長さであり、捲回電極群のための正極においては、長
手方向と直交する方向の長さを指す。
【００３２】
　次いで、正極活物質層の密度が３．１ｇ／ｃｃ以上３．４ｇ／ｃｃ以下の範囲内になる
ように、正極活物質層が形成された正極集電体を圧延する。圧延はローラープレスを用い
て実施することができる。
【００３３】
　この圧延工程では、正極活物質層と共に正極集電体も圧延される。しかし、ローラーの
直径は一定であるため、活物質層が塗工されていない非塗工部にはローラーが接触しない
。よって、活物質層が塗布された塗工部は圧延されて、単位面積当たりの重量Ｗ１が減少
する一方、非塗工部は圧延されず、単位面積当たりの重量Ｗ２が変化しない。その結果、
塗工部の単位面積当たりの重量Ｗ１は、非塗工部の単位面積当たりの重量Ｗ２よりも小さ
くなる。即ち、重量比（Ｗ１／Ｗ２）が１．０未満となり、例えば０．９９５程度になる
。この重量比（Ｗ１／Ｗ２）は、例えば直径が４００ｍｍを超えるローラーを用いて圧延
した場合であっても、０．９９７以上にすることは困難である。
【００３４】
　重量比（Ｗ１／Ｗ２）が０．９９７未満である場合、塗工部と非塗工部との境界に応力
が発生し、電極全体に歪みが生じる。このような歪んだ電極は、捲回する際、或いは、所
定の大きさに切断してスタック状に積み上げる際に、電極間に隙間が生じ、正極及び負極
の極板間が広くなる。その結果、電池内部の電気抵抗が増大し、大電流特性が低下する。



(6) JP 2012-174594 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

【００３５】
　しかしながら、本実施形態によれば、非塗工部を延伸させて単位面積当たりの重量（Ｗ
２）を低下させることにより、重量比（Ｗ１／Ｗ２）を０．９９７以上にすることが可能
である。非塗工部の延伸は、正極全体を引張処理することにより実現することができる。
引張処理では、正極全体に対して、塗工部と非塗工部との境界と平行な方向に張力を加え
る。この引張処理により、非塗工部を選択的に延伸させることが可能である。
【００３６】
　非塗工部が選択的に延伸されるのは、塗工部は圧延されている一方で、非塗工部は圧延
されていないために、正極全体に均一に張力をかけても、張力が非塗工部に集中するため
であると考えられる。例えば、集電体として一般的に使われるアルミ箔は、断面と垂直方
向におおむね１００Ｎ／ｍｍ２に相当する張力を加えると延伸される。よって、厚さ15μ
ｍのアルミ箔を延伸するためには、約１５００Ｎ／ｍの張力が必要である。しかしながら
、本実施形態における引張処理では、３００Ｎ／ｍ程度の張力によっても非塗工部を延伸
させることが可能である。このことからも、正極全体に均一に張力をかけても、非塗工部
が選択的に延伸されることが示されている。
【００３７】
　また、本実施形態によれば、３００Ｎ／ｍ程度の張力によって非塗工部を延伸させるこ
とができるため、電極が破断することを防ぐことができる。
【００３８】
　引張処理は、例えば、捲き出し装置と巻き取り装置のついた巻き替え装置を用いて実施
することができる。巻き替え装置では、巻き出し装置のブレーキ力と巻き取り装置の巻き
取り力を調整することにより、電極に与える張力Ｔを制御することができる。圧延処理後
の電極を巻き替え装置に通して、張力Ｔを制御しながら捲き出し－巻き取りすることによ
り、引張処理を行う。張力Ｔは、１００Ｎ／ｍから６００Ｎ／ｍの範囲であることが好ま
しい。この範囲の張力を与えることにより、電極を破断することなく非塗工部を延伸する
ことができ、重量比（Ｗ１／Ｗ２）を０．９９７以上にすることができる。
【００３９】
　引張処理を行う際に、非塗工部を加熱してもよい。加熱することによって、塑性変形に
必要な応力が１００Ｎ／ｍｍ２よりも小さくなるため、より小さい張力Ｔで非塗工部を延
伸することができる。加熱温度は６０℃以上１４０℃以下であることが好ましい。６０℃
以上に加熱することにより上記効果を得ることができる。また、１４０℃以下で加熱する
ことにより、活物質層に含まれる結着剤が高温で変質して電池性能を低下させることを防
ぐことができる。加熱温度は１００℃以上１４０℃以下であることがより好ましい。温風
、赤外線ヒーター又は電磁誘導ヒーターなどを用いて加熱することができる。或いは、加
熱したローラーに電極を接触させることによっても過熱することができる。加熱して引張
処理を行う場合は、張力Ｔは、５０Ｎ／ｍから４００Ｎ／ｍの範囲であることが好ましい
。
【００４０】
　２）負極
　負極５は、負極集電体５ａ及び負極活物質層５ｂを備える。負極活物質層５ｂは、負極
活物質、及び任意に導電剤及び結着剤を含む。負極活物質層５ｂは、負極集電体５ａの片
面又は両面に形成される。
【００４１】
　図４は、負極集電体５ａの両面に負極活物質層５ｂが形成された負極５の一部を示す斜
視図である。負極集電体５ａは、負極活物質層５ｂが積層された塗工部５ｃと、負極集電
体５ａが露出した非塗工部５ｄを有する。非塗工部５ｄは、負極集電体５ａの少なくとも
一つの端部に配置される。
【００４２】
　非塗工部５ｄは負極タブとして用いることができる。図１に示した負極端子８が非塗工
部５ｄに直接又は導電部材（例えばリード）を介して接続されることにより、負極５と負
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極端子８とが電気的に接続される。
【００４３】
　負極活物質層５ｂに含まれる負極活物質としては、例えばチタン含有金属複合酸化物を
用いることができる。その例には、リチウムチタン酸化物、及び、合成時はリチウムを含
まないが充放電によりリチウムを含み得るチタン系酸化物が含まれる。
【００４４】
　リチウムチタン酸化物の例には、スピネル構造を有するLi4+xTi5O12 (0≦x≦3)及びラ
ムステライド構造を有するLi2+yTi3O7 (0≦y≦3)が含まれる。
【００４５】
　チタン系酸化物の例には、TiO2、及び、P、V、Sn、Cu、Ni、Co及びFeから成る群より選
択される少なくとも１つの元素とTiを含有する金属複合酸化物が含まれる。TiO2はアナタ
ーゼ構造を有するもので、熱処理温度が３００～５００℃の低結晶性のものが好ましい。
【００４６】
　金属複合酸化物の例には、TiO2-P2O5、TiO2-V2O5、TiO2-P2O5-SnO2、及び、TiO2-P2O5-
MeO（MeはCu、Ni、Co及びFeから成る群より選択される少なくとも１つの元素）が含まれ
る。金属複合酸化物は、結晶相とアモルファス相が共存したもの、又は、アモルファス相
が単独で存在するミクロ構造を有するものであることが好ましい。このようなミクロ構造
を有する金属複合酸化物は、サイクル性能を大幅に向上させることができる。
【００４７】
　負極活物質は、リチウムチタン酸化物、及び、P、V、Sn、Cu、Ni、Co及びFeから成る群
より選択される少なくとも１つの元素とTiを含有する金属複合酸化物から選択されること
がより好ましい。
【００４８】
　導電剤は活物質と集電体との接触抵抗を抑えるために用いられる。その例には、アセチ
レンブラック、カーボンブラック及び黒鉛のような炭素質物が含まれる。
【００４９】
　結着剤は活物質と導電剤を結着させるために用いられる。その例には、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)、フッ素系ゴム及びスチレンブタジェ
ンゴムが含まれる。
【００５０】
　負極活物質、導電剤及び結着剤の配合比は、負極活物質は７０重量％以上９６重量％以
下、導電剤は２重量％以上２８重量％以下、結着剤は２重量％以上２８重量％以下の範囲
にすることが好ましい。導電剤が２重量％以上含まれることにより負極層の集電性能を向
上させることができ、電池の大電流特性を向上させることができる。また、結着剤が２重
量％以上含まれることにより、負極層と負極集電体の結着性を向上させ、サイクル特性を
向上させることができる。一方、高容量化の観点から、導電剤及び結着剤は各々２８重量
％以下の範囲で含まれることが好ましい。
【００５１】
　負極集電体５ａは、アルミニウム箔、Mg、Ti、Zn、Mn、Fe、Cu及びSiから成る群より選
択される一以上の元素を含むアルミニウム合金箔、又は銅箔であることが好ましい。アル
ミニウム箔又は上記のようなアルミニウム合金箔は、１．０Ｖよりも貴である電位範囲に
おいて電気化学的に安定であるため、より好ましい。
【００５２】
　負極は、例えば、負極活物質、導電剤及び結着剤を汎用されている溶媒に懸濁してスラ
リーを調製し、このスラリーを負極集電体に塗布し、乾燥し、負極層を形成した後、圧延
することにより作製することができる。
【００５３】
　溶媒には、例えばＮメチルエチルピロリドンを用いることができる。負極活物質、導電
剤及び結着剤の総重量と、溶媒の重量の比は、５０：５０から８０：２０の範囲であるこ
とが好ましい。
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【００５４】
　３）非水電解質
　非水電解質は、例えば、電解質を有機溶媒に溶解することにより調製される液状非水電
解質、又は、液状電解質と高分子材料を複合化したゲル状非水電解質であってよい。
【００５５】
　液状非水電解質は、電解質を０．５モル／Ｌ以上２．５モル／Ｌ以下の濃度で有機溶媒
に溶解したものであることが好ましい。
【００５６】
　電解質の例には、過塩素酸リチウム（LiClO4）、六フッ化リン酸リチウム（LiPF6）、
四フッ化ホウ酸リチウム（LiBF4）、六フッ化砒素リチウム（LiAsF6）、トリフルオロメ
タスルホン酸リチウム（LiCF3SO3）、及びビストリフルオロメチルスルホニルイミドリチ
ウム［LiN(CF3SO2)2］のようなリチウム塩、及び、これらの混合物が含まれる。電解質は
高電位でも酸化し難いものであることが好ましく、LiPF6が最も好ましい。
【００５７】
　有機溶媒の例には、プロピレンカーボネート（PC）、エチレンカーボネート（EC）、ビ
ニレンカーボネートのような環状カーボネート；ジエチルカーボネート（DEC）、ジメチ
ルカーボネート（DMC）、メチルエチルカーボネート（MEC）のような鎖状カーボネート；
テトラヒドロフラン（THF）、２メチルテトラヒドロフラン（2MeTHF）、ジオキソラン（D
OX）のような環状エーテル；ジメトキシエタン（DME）、ジエトキシエタン（DEE）のよう
な鎖状エーテル；γ-ブチロラクトン（GBL）、アセトニトリル（AN）、及びスルホラン（
SL）が含まれる。これらの有機溶媒は、単独で、又は混合溶媒として用いることができる
。
【００５８】
　高分子材料の例には、ポリフッ化ビニリデン（PVdF）、ポリアクリロニトリル（PAN）
、及び、ポリエチレンオキサイド（PEO）が含まれる。
【００５９】
　また或いは、非水電解質には、リチウムイオンを含有した常温溶融塩（イオン性融体）
、高分子固体電解質、無機固体電解質等を用いてもよい。
【００６０】
　常温溶融塩（イオン性融体）は、有機物カチオンとアニオンの組合せからなる有機塩の
内、常温（15～25℃）で液体として存在しうる化合物を指す。常温溶融塩には、単体で液
体として存在する常温溶融塩、電解質と混合させることで液体となる常温溶融塩、有機溶
媒に溶解させることで液体となる常温溶融塩が含まれる。一般に、非水電解質電池に用い
られる常温溶融塩の融点は、２５℃以下である。また、有機物カチオンは、一般に４級ア
ンモニウム骨格を有する。
【００６１】
　高分子固体電解質は、電解質を高分子材料に溶解し、固体化することによって調製され
る。　　
　無機固体電解質は、リチウムイオン伝導性を有する固体物質である。
【００６２】
　４）セパレータ
　セパレータは、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、セルロース、またはポリフッ
化ビニリデン（PVdF）を含む多孔質フィルム、または、合成樹脂製不織布から形成されて
よい。中でも、ポリエチレン又はポリプロピレンから形成された多孔質フィルムは、一定
温度において溶融し、電流を遮断することが可能であるため、安全性を向上できる。
【００６３】
　また、セルロースから形成された多孔質フィルムは、他の材質から形成されたセパレー
タに比べて同じ厚さでより多くの電解質を含むことができるため、電解質中のLiイオン伝
導度が相対的に大きく、大電流を流す必要のある高出力型の非水電解質電池において好適
に用いられる。
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【００６４】
　５）外装部材
　外装部材は、厚さ０．５ｍｍ以下のラミネートフィルムまたは厚さ１ｍｍ以下の金属製
容器が用いることができる。ラミネートフィルムの厚さは０．２ｍｍ以下であることがよ
り好ましい。金属製容器は、厚さ０．５ｍｍ以下であることがより好ましく、厚さ０．３
ｍｍ以下であることがさらに好ましい。
【００６５】
　外装部材の形状は、扁平型（薄型）、角型、円筒型、コイン型、ボタン型等であってよ
い。外装部材は、電池寸法に応じて、例えば携帯用電子機器等に積載される小型電池用外
装部材、二輪乃至四輪の自動車等に積載される大型電池用外装部材であってよい。
【００６６】
　ラミネートフィルムは、樹脂層間に金属層が介在した多層フィルムが用いられる。金属
層は、軽量化のためにアルミニウム箔もしくはアルミニウム合金箔であることが好ましい
。樹脂層は、金属層を補強するために用いられる。樹脂の例には、ポリプロピレン（PP）
、ポリエチレン（PE）、ナイロン及びポリエチレンテレフタレート（PET）のような高分
子材料が含まれる。ラミネートフィルムは、熱融着によりシールを行って外装部材の形状
に成形することができる。
【００６７】
　金属製容器は、アルミニウムまたはアルミニウム合金等から作られる。アルミニウム合
金は、マグネシウム、亜鉛、ケイ素等の元素を含む合金が好ましい。合金中に鉄、銅、ニ
ッケル、クロム等の遷移金属を含む場合、その含有量は１質量％以下にすることが好まし
い。これにより、高温環境下での長期信頼性及び放熱性を飛躍的に向上させることが可能
である。
【００６８】
　以上の実施形態によれば、電池内部の電気抵抗の少ない大電流特性に優れた非水電解質
電池を提供することができる。
【００６９】
　なお、上記実施形態では捲回電極群を用いた非水電解質二次電池を例に説明したが、こ
れに限定されず、捲回電極群の代わりに積層型電極群を用いてもよい。
【００７０】
　（第２実施形態）
　第２実施形態の非水電解質電池は、以下に説明する負極を用いる以外は第１実施形態と
同じ構成を有する。
【００７１】
　本実施形態において、負極は、第１実施形態で用いられる負極と同様に、負極集電体及
び負極活物質層を備える。負極活物質層は、負極活物質、及び任意に導電剤及び結着剤を
含む。負極活物質層は、負極集電体の片面又は両面に形成される。
【００７２】
　図４に示したように、負極集電体５ａは、負極活物質層５ｂが積層された塗工部５ｃと
、負極集電体５ａが露出した非塗工部５ｄを有する。非塗工部５ｄは、負極集電体５ａの
少なくとも一つの端部に配置される。
【００７３】
　非塗工部５ｄは負極タブとして用いることができる。非塗工部５ｄに負極端子８が直接
又は導電部材（例えばリード）を介して接続されることにより、負極５と負極端子８とが
電気的に接続される。
【００７４】
　本実施形態において、非塗工部５ｄは、塗工部５ｃと非塗工部５ｄとの境界から該境界
と対向する端部までの長さＬ２が５ｍｍ以上２０ｍｍ以下の範囲である。長さＬ２を上記
範囲内にすることにより、非塗工部５ｄと負極端子８又は導電部材との接続面積を大きく
し、接続抵抗を減らすことができ、また、エネルギー密度の低下を防ぐことができる。な
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お、長さＬ２は、塗工部５ｃと非塗工部５ｄとの境界から該境界と対向する端部までの長
さの最小値が５ｍｍ以上であり、最大値が２０ｍｍ以下である
　また、本実施形態において、負極活物質層５ｂの密度は、２．１ｇ／ｃｃ以上２．４ｇ
／ｃｃ以下の範囲である。負極活物質層５ｂの密度を上記範囲内にすることにより、負極
集電体５ａと負極活物質の間の物理的接触を向上させることができる。その結果、電極内
部の電気抵抗を低下させることが可能である。
【００７５】
　また、本実施形態において、負極は、塗工部５ｃの単位面積当たりの重量Ｗ１と、非塗
工部５ｄの単位面積当たりの重量Ｗ２が、以下の式を満たす。
【００７６】
　０．９９７≦Ｗ１／Ｗ２≦１
　ここで具体的には、Ｗ１は活物質層で片面又は両面を覆われた部分の集電体の単位面積
当たりの重量であり、Ｗ２は、電極長さ方向の縁に沿った表裏共に活物質層が塗布されて
いない部分の集電体の単位面積当たりの重量である。
【００７７】
　重量比（Ｗ１／Ｗ２）を上記範囲内にすることにより、塗工部５ｃと非塗工部５ｄの単
位面積当たりの重量の相違を減少させることができ、電極の歪みを低下させることが可能
である。電極の歪みが小さいために、電極を捲回する際、或いは、スタック状に積み上げ
る際に、電極間に隙間が生じず、電池内部の電気抵抗を低下させることが可能である。
【００７８】
　以上のような本実施形態に従う負極は電気抵抗が小さいため、大電流特性に優れた非水
電解質電池を提供することが可能である。
【００７９】
　負極活物質、導電剤及び結着剤、それらの配合比、及び負極集電体については、第１実
施形態において述べた通りである。
【００８０】
　次に、本実施形態における負極の製造方法を説明する。
【００８１】
　まず、負極活物質、導電剤及び結着剤を溶媒に懸濁してスラリーを調製する。溶媒には
、例えばＮメチルエチルピロリドンを用いることができる。負極活物質、導電剤及び結着
剤の総重量と溶媒の重量との混合比は、５０：５０から８０：２０の範囲であることが好
ましい。
【００８２】
　次に、スラリーを負極集電体の片面又は両面に塗布して乾燥し、負極活物質層を形成す
る。スラリーは、一定の幅で連続した非塗工部を残して負極集電体に塗布する。非塗工部
は、負極集電体の長手方向に沿った一端に位置することが好ましい。或いは、非塗工部は
、負極集電体の長手方向に沿った両端に位置してもよい。非塗工部の長さは５ｍｍ以上２
０ｍｍ以下の範囲内に調整する。ここで、非塗工部の長さとは、塗工部と非塗工部との境
界から該境界と対向する端部までの長さであり、捲回電極群のための負極においては、長
手方向と直交する方向の長さを指す。
【００８３】
　次いで、負極活物質層の密度が２．１ｇ／ｃｃ以上２．４ｇ／ｃｃ以下の範囲内になる
ように、負極活物質層が形成された負極集電体を圧延する。圧延はローラープレスを用い
て実施することができる。
【００８４】
　この圧延工程では、負極活物質層と共に負極集電体も圧延される。しかし、ローラーの
直径は一定であるため、活物質層が塗工されていない非塗工部にはローラーが接触しない
。よって、活物質層が塗布された塗工部は圧延されて、単位面積当たりの重量Ｗ１が減少
する一方、非塗工部は圧延されず、単位面積当たりの重量Ｗ２が変化しない。その結果、
塗工部の単位面積当たりの重量Ｗ１は、非塗工部の単位面積当たりの重量Ｗ２よりも小さ
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くなる。即ち、重量比（Ｗ１／Ｗ２）が１．０未満となり、例えば０．９９５程度になる
。この重量比（Ｗ１／Ｗ２）は、例えば直径が４００ｍｍを超えるローラーを用いて圧延
した場合であっても、０．９９７以上にすることは困難である。
【００８５】
　重量比（Ｗ１／Ｗ２）が０．９９７未満である場合、塗工部と非塗工部との境界に応力
が発生し、電極全体に歪みが生じる。このような歪んだ電極は、捲回する際、或いは、所
定の大きさに切断してスタック状に積み上げる際に、電極間に隙間が生じ、正極及び負極
の極板間が広くなる。その結果、電池内部の電気抵抗が増大し、大電流特性が低下する。
【００８６】
　しかしながら、本実施形態によれば、非塗工部を延伸させて単位面積当たりの重量（Ｗ
２）を低下させることにより、重量比（Ｗ１／Ｗ２）を０．９９７以上にすることが可能
である。非塗工部の延伸は、負極全体を引張処理することにより実現することができる。
引張処理では、負極全体に対して、塗工部と非塗工部との境界と平行な方向に張力を加え
る。第１実施形態の正極の製造方法に関して説明したように、この引張処理により、非塗
工部を選択的に延伸させることが可能である。
【００８７】
　引張処理は、第１実施形態の正極の製造方法における引張処理と同様に行うことができ
る。
【００８８】
　以上の実施形態によれば、正極及び負極の両極共に電気抵抗が小さいため、大電流特性
がさらに優れた非水電解質電池を提供することが可能である。
【実施例】
【００８９】
　以下、実施例に基づいて上記実施形態をさらに詳細に説明するが、本発明の主旨を超え
ない限り、本発明は以下に掲載される実施例に限定されるものでない。
【００９０】
　（比較例１）
　＜正極の作製＞
　正極活物質としてLiCoO2を用い、導電剤としてアセチレンブラックとカーボンブラック
を用い、結着剤としてポリフッ化ビニリデンを用いた。それぞれ、８５：５：５：５の重
量割合で混合し、有機溶媒に分散させてスラリーを調製した。このスラリーを、厚さ２０
μｍのアルミニウム箔に塗布し、乾燥させて活物質層を形成した。アルミニウム箔の裏側
にも同様にスラリーを塗布し、乾燥させて活物質層を形成した。なお、アルミニウム箔の
両面の活物質層は、それらの長手方向の辺が一致するように形成した。具体的には、両者
の辺のずれが０．５ｍｍ以内になるように形成した。
【００９１】
　上記で得られた両面に活物質層を有するアルミニウム箔を一定の幅で裁断し、長手方向
の一端に幅１５ｍｍの非塗工部が存在する、圧延前正極を得た。この圧延前正極を、ロー
ルプレスを用いて圧延し、正極を得た。圧延は、活物質層の密度が３．２ｇ／ｃｃになる
ようにロールプレスの荷重を調整した。
【００９２】
　＜負極の作製＞
　負極活物質としてLi4Ti5O12を用い、導電剤としてカーボンブラックを用い、結着剤と
してポリフッ化ビニリデンを用いた。それぞれを、８５：１０：５の重量割合で混合し、
有機溶媒に分散させてスラリーを調製した。このスラリーを、厚さ２０μｍのアルミニウ
ム箔に塗布し、乾燥させて活物質層を形成した。アルミニウム箔の裏側にも同様にスラリ
ーを塗布し、乾燥させて活物質層を形成した。なお、アルミニウム箔の両面の活物質層は
、それらの長手方向の辺が一致するように形成した。具体的には、両者の辺のずれが０．
５ｍｍ以内になるように形成した。
【００９３】
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　上記で得られた両面に活物質層を有するアルミニウム箔を一定の幅で裁断し、長手方向
の一端に幅１５ｍｍの非塗工部が存在する、圧延前負極を得た。この圧延前負極を、ロー
ルプレスを用いて圧延し、負極を得た。圧延は、活物質層の密度が２．２ｇ／ｃｃになる
ようにロールプレスの荷重を調整した。
【００９４】
　＜非水電解質二次電池の作製＞
　上記のように製造した正極と負極を、セパレータを挟んで積層し、コイル状に捲回して
電極群を得た。正極の非塗工部を電極群の一端から突出させ、負極の非塗工部を電極群の
他端から突出させた。正極の非塗工部を束ね、正極端子を超音波接合した。同様に、負極
の非塗工部を束ね、負極端子を超音波接合した。正負極端子には、アルミニウム板を用い
た。
【００９５】
　この電極群をアルミニウムラミネート製の外装部材に入れ、非水電解液を注入し、密閉
して非水電解質二次電池を得た。
【００９６】
　＜重量比（Ｗ１／Ｗ２）の測定＞
　上記の非水電解質二次電池の作製に用いた正極と同様に製造された正極から、塗工部を
切り出した。塗工部の表面の活物質層を有機溶剤で除去した。残ったアルミニウム箔の重
量と面積を測り、単位面積当たりの重量Ｗ１を算出した。また、非塗工部を切り出し、そ
の重量と面積を測り、単位面積当たりの重量Ｗ２を算出した。正極の重量比（Ｗ１／Ｗ２
）は、０．９９５であった。
【００９７】
　上記の非水電解質二次電池の作製に用いた負極と同様に製造された負極から、塗工部を
切り出した。塗工部の表面の活物質層を有機溶剤で除去した。残ったアルミニウム箔の重
量と面積を測り、単位面積当たりの重量Ｗ１を算出した。また、非塗工部を切り出し、そ
の重量と面積を測り、単位面積当たりの重量Ｗ２を算出した。負極の重量比（Ｗ１／Ｗ２
）は、０．９９５であった。
【００９８】
　＜放電試験＞
　上記のように製造した非水電解質二次電池を用いて放電試験を行った。　　
　電池を満充電の半分の容量まで充電した。その後、２０Ｃの電流で放電し、放電開始か
ら１０秒後の電圧と放電電流の積を取り、出力を算出した。
【００９９】
　（例１）
　比較例１と同様に正極を製造した後、引張処理を行った。引張処理は、正極を捲き出し
装置と巻き取り装置が付いた電極巻き替え装置に通し、張力を５００Ｎ／ｍに設定して捲
き替えすることにより行った。　
　負極及び非水電解質二次電池は比較例１と同様に製造し、測定及び放電試験を行った。
正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、非塗工部の長さは、表１に示したとお
りである。
【０１００】
　（例２）
　比較例１と同様に負極を製造した後、引張処理を行った。引張処理は、負極を捲き出し
装置と巻き取り装置が付いた電極巻き替え装置に通し、張力を５００Ｎ／ｍに設定して捲
き替えすることにより行った。　
　正極及び非水電解質二次電池は比較例１と同様に製造し、測定及び放電試験を行った。
正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、非塗工部の長さは、表１に示したとお
りである。
【０１０１】
　（例３）



(13) JP 2012-174594 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

　例１と同様に製造した正極と、例２と同様に製造した負極を用いた以外は、比較例１と
同様に非水電解質二次電池を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密
度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。
【０１０２】
　（比較例２）
　正負極の非塗工部の長さを１０ｍｍとした以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電
池を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２
）、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。
【０１０３】
　（例４）
　比較例２の正極を引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池を製
造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、非
塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記載したとおり
に行った。
【０１０４】
　（例５）
　比較例２の負極を引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池を製
造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、非
塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記載したとおり
に行った。
【０１０５】
　（例６）
　比較例２の正負極のそれぞれを引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質
二次電池を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１
／Ｗ２）、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記
載したとおりに行った。
【０１０６】
　（比較例３）
　正負極の非塗工部の長さを５ｍｍとした以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池
を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）
、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。
【０１０７】
　（例７）
　比較例３の正極を引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池を製
造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、非
塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記載したとおり
に行った。
【０１０８】
　（例８）
　比較例３の負極を引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池を製
造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、非
塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記載したとおり
に行った。
【０１０９】
　（例９）
　比較例３の正負極のそれぞれを引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質
二次電池を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１
／Ｗ２）、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記
載したとおりに行った。
【０１１０】
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　（比較例４）
　正負極の非塗工部の長さを２ｍｍとした以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池
を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）
、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。
【０１１１】
　（比較例５）
　比較例４の正極を引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池を製
造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、非
塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記載したとおり
に行った。
【０１１２】
　（比較例６）
　比較例４の負極を引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池を製
造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、非
塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記載したとおり
に行った。
【０１１３】
　（比較例７）
　比較例４の正負極のそれぞれを引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質
二次電池を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１
／Ｗ２）、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記
載したとおりに行った。
【０１１４】
　（比較例８）
　ロールプレスの荷重を変えて正負極の活物質層の密度を変えたことを除けば、比較例１
と同様に非水電解質二次電池を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の
密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。
【０１１５】
　（例１０）
　比較例８の正極を引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池を製
造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、非
塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記載したとおり
に行った。
【０１１６】
　（例１１）
　比較例８の負極を引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池を製
造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、非
塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記載したとおり
に行った。
【０１１７】
　（例１２）
　比較例８の正負極のそれぞれを引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質
二次電池を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１
／Ｗ２）、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記
載したとおりに行った。
【０１１８】
　（比較例９）
　ロールプレスの荷重を変えて正負極の活物質層の密度を変えたことを除けば、比較例１
と同様に非水電解質二次電池を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の
密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。
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【０１１９】
　（比較例１０）
　比較例９の正極を引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池を製
造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、非
塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記載したとおり
に行った。
【０１２０】
　（比較例１１）
　比較例９の負極を引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池を製
造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、非
塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記載したとおり
に行った。
【０１２１】
　（比較例１２）
　比較例９の正負極のそれぞれを引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質
二次電池を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１
／Ｗ２）、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記
載したとおりに行った。
【０１２２】
　（比較例１３）
　ロールプレスの荷重を変えて正負極の活物質層の密度を変えたことを除けば、比較例１
と同様に非水電解質二次電池を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の
密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。
【０１２３】
　（例１３）
　比較例１３の正極を引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池を
製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、
非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記載したとお
りに行った。
【０１２４】
　（例１４）
　比較例１３の負極を引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池を
製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、
非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記載したとお
りに行った。
【０１２５】
　（例１５）
　比較例１３の正負極のそれぞれを引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解
質二次電池を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ
１／Ｗ２）、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において
記載したとおりに行った。
【０１２６】
　（比較例１４）
　ロールプレスの荷重を変えて正負極の活物質層の密度を変えたことを除けば、比較例１
と同様に非水電解質二次電池を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の
密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。
【０１２７】
　（比較例１５）
　正極活物質として、LiNi0.8Co0.17Al0.03O2を用いた以外は、比較例１と同様に非水電
解質二次電池を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（
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Ｗ１／Ｗ２）、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。
【０１２８】
　（例１６）
　比較例１５の正極を引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池を
製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、
非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記載したとお
りに行った。
【０１２９】
　（例１７）
　比較例１５の負極を引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池を
製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、
非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記載したとお
りに行った。
【０１３０】
　（例１８）
　比較例１５の正負極のそれぞれを引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解
質二次電池を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ
１／Ｗ２）、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において
記載したとおりに行った。
【０１３１】
　（比較例１６）
　正極活物質として、Li1.1Mn1.8Al0.1O4を用いた以外は、比較例１と同様に非水電解質
二次電池を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１
／Ｗ２）、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。
【０１３２】
　（例１９）
　比較例１６の正極を引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池を
製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、
非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記載したとお
りに行った。
【０１３３】
　（例２０）
　比較例１６の負極を引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解質二次電池を
製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ１／Ｗ２）、
非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において記載したとお
りに行った。
【０１３４】
　（例２１）
　比較例１６の正負極のそれぞれを引張処理に供した以外は、比較例１と同様に非水電解
質二次電池を製造し、測定及び放電試験を行った。正負極の活物質層の密度、重量比（Ｗ
１／Ｗ２）、非塗工部の長さは、表１に示したとおりである。引張処理は、例１において
記載したとおりに行った。
【０１３５】
　＜結果＞
　比較例１の出力を１とし、それぞれの例及び比較例の出力を出力比として算出した。そ
の結果を表１に示す。
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【表１－１】

【０１３６】
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【表１－２】

【０１３７】
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【表１－３】

【０１３８】
　正極の重量比（Ｗ１／Ｗ２）が０．９９７以上である例１は比較例１よりも出力比が高
かった。正負極の両極の重量比（Ｗ１／Ｗ２）が共に０．９９７以上である例３は、例１
よりもさらに出力比が高かった。
【０１３９】
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　正極の重量比（Ｗ１／Ｗ２）が０．９９７以上である例４は比較例２よりも出力比が高
かった。正負極の両極の重量比（Ｗ１／Ｗ２）が共に０．９９７以上である例６は、例４
よりもさらに出力比が高かった。
【０１４０】
　正極の重量比（Ｗ１／Ｗ２）が０．９９７以上である例７は比較例３よりも出力比が高
かった。正負極の両極の重量比（Ｗ１／Ｗ２）が共に０．９９７以上である例９は、例７
よりもさらに出力比が高かった。
【０１４１】
　正極の重量比（Ｗ１／Ｗ２）が０．９９７以上である例１０は比較例８よりも出力比が
高かった。正負極の両極の重量比（Ｗ１／Ｗ２）が共に０．９９７以上である例１２は、
例１０よりもさらに出力比が高かった。
【０１４２】
　正極の重量比（Ｗ１／Ｗ２）が０．９９７以上である例１３は比較例１３よりも出力比
が高かった。正負極の両極の重量比（Ｗ１／Ｗ２）が共に０．９９７以上である例１５は
、例１３よりもさらに出力比が高かった。
【０１４３】
　正負極の非塗工部の長さが２ｍｍである比較例４～７は、正負極の重量比（Ｗ１／Ｗ２
）に関わらず、何れも出力比が低かった。これは、非塗工部と電極端子との接触面積が十
分でなく、接触抵抗が増大した結果、出力性能が著しく低下したためであると考えられる
。従って、本発明の効果が十分に発揮できるのは、非塗工部の長さが５ｍｍ以上の場合で
あると考えられる。
【０１４４】
　なお、非塗工部の長さが５ｍｍ未満の電極は、製造工程における圧延処理によっても塗
工部と非塗工部との間の歪みが少ない。よって、本実施形態における引張りによる効果が
得られにくい。
【０１４５】
　正極の活物質層の密度が３．０ｇ／ｃｃであり、負極の活物質層の密度が２．０ｇ／ｃ
ｃである比較例９～１２は、正負極の重量比（Ｗ１／Ｗ２）に関わらず、何れも出力比が
低かった。これは、密度が低いために、活物質と集電体との接触が十分ではなく、接触抵
抗が増大した結果、出力性能が低下したためであると考えられる。従って、本発明の効果
が十分に発揮できるのは、正極密度が３．１ｇ/ｃｃ以上、負極の密度が２．１ｇ/ｃｃ以
上の時であると考えられる。
【０１４６】
　なお、正極活物質層の密度が３．１ｇ／ｃｃ未満であるような正極、及び、負極活物質
層の密度が２．１ｇ/ｃ未満であるような負極は、製造工程において圧延されていないか
圧延が弱いために、集電体の塗工部と非塗工部との間の歪みが少ない。よって、本実施形
態における引張りによる効果が得られにくい。
【０１４７】
　正極の活物質層の密度が３．５ｇ／ｃｃであり、負極の活物質層の密度が２．５ｇ／ｃ
ｃである比較例１４は、正負極の重量比が０．９９７以上であるにも関わらず、出力比が
低かった。これは、活物質層中の隙間が少ないために電解液の量が不足し、出力が低下し
たものと考えられる。
【０１４８】
　正極の重量比（Ｗ１／Ｗ２）が０．９９７以上である例１６は比較例１５よりも出力比
が高かった。正負極の両極の重量比（Ｗ１／Ｗ２）が共に０．９９７以上である例１８は
、例１６よりもさらに出力比が高かった。
【０１４９】
　正極の重量比（Ｗ１／Ｗ２）が０．９９７以上である例１９は比較例１６よりも出力比
が高かった。正負極の両極の重量比（Ｗ１／Ｗ２）が共に０．９９７以上である例２１は
、例１９よりもさらに出力比が高かった。
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【０１５０】
　以上の結果から、正極の重量比（Ｗ１／Ｗ２）が０．９９７以上であり、非塗工部の長
さが５ｍｍ以上であり、正極活物質層の密度が３．１ｇ／ｃｃ以上３．４ｇ／ｃｃ以下の
範囲である電池は、比較例の電池よりも出力が大きく、優れた大電流特性を有することが
示された。加えて、負極の重量比（Ｗ１／Ｗ２）が０．９９７以上であり、非塗工部の長
さが５ｍｍ以上であり、負極活物質層の密度が２．１ｇ／ｃｃ以上２．４ｇ／ｃｃ以下の
範囲である電池は、さらに出力が大きくなることが示された。
【０１５１】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【０１５２】
　１…非水電解質電池、２…捲回電極群、３…外装部材、４…正極、４ａ…正極集電体、
４ｂ…正極活物質層、４ｃ…塗工部、４ｄ…非塗工部、５…負極、５ａ…負極集電体、５
ｂ…負極活物質層、５ｃ…塗工部、５ｄ…非塗工部、６…セパレータ、７…正極端子、８
…負極端子。

【図１】 【図２】
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