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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脂肪族共役ジエン系単量体単位２５～５５質量％、エチレン性不飽和カルボン酸単量体
単位１～１０質量％、及び、これらと共重合可能な他の単量体単位３５～７４質量％から
なるバインダーと、
　該バインダー１００質量部に対し、３０００ｐｐｍより多く７０００ｐｐｍ未満のα－
メチルスチレンダイマーと、１００～５０００ｐｐｍのアミン系化合物とを含有し、
　前記アミン系化合物が、硫酸ヒドロキシルアミンまたはジエチルヒドロキシルアミンを
含んでなる、二次電池負極用バインダー組成物。
【請求項２】
　さらに老化防止剤を含んでなる請求項１に記載の二次電池負極用バインダー組成物。
【請求項３】
　さらに防腐剤を含んでなる請求項１または２に記載の二次電池負極用バインダー組成物
。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の二次電池負極用バインダー組成物及び負極活物質を含
有してなる二次電池負極用スラリー組成物。
【請求項５】
　前記負極活物質のＢＥＴ比表面積が、３～２０ｍ２／ｇである請求項４に記載の二次電
池負極用スラリー組成物。
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【請求項６】
　前記負極活物質が、合金系活物質である請求項４または５に記載の二次電池負極用スラ
リー組成物。
【請求項７】
　エチレン性不飽和カルボン酸単量体単位２０～６０質量％、（メタ）アクリル酸エステ
ル単量体単位２０～８０質量％およびこれらと共重合可能な他の単量体単位０～２０質量
％からなる水溶性ポリマーをさらに含んでなる請求項４～６のいずれかに記載の二次電池
負極用スラリー組成物。
【請求項８】
　請求項４～７のいずれかに記載の二次電池負極用スラリー組成物からなる負極活物質層
を集電体上に形成してなる二次電池負極。
【請求項９】
　正極、負極、セパレーター及び電解液を備えてなる二次電池であって、前記負極が請求
項８に記載の二次電池負極である二次電池。
【請求項１０】
　脂肪族共役ジエン系単量体単位２５～５５質量％、エチレン性不飽和カルボン酸単量体
単位１～１０質量％およびこれらと共重合可能な他の単量体単位３５～７４質量％からな
る単量体組成物を水系溶媒中で重合して、得られた重合体からなるバインダーを含む水系
分散液を得る工程と、該水系分散液に、該バインダー１００質量部に対し、３０００ｐｐ
ｍより多く７０００ｐｐｍ未満のα－メチルスチレンダイマーおよび１００～５０００ｐ
ｐｍのアミン系化合物を添加する工程とを含有し、
　前記アミン系化合物が、硫酸ヒドロキシルアミンまたはジエチルヒドロキシルアミンを
含んでなる、二次電池負極用バインダー組成物の製造方法。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二次電池負極用スラリー組成物、二次電池負極及び二次電池に関し、特に、
リチウムイオン二次電池負極用スラリー組成物、リチウムイオン二次電池負極及びリチウ
ムイオン二次電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ノート型パソコン、携帯電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓ
ｓｉｓｔａｎｔ）などの携帯端末の普及が著しい。これら携帯端末の電源に用いられてい
る二次電池には、ニッケル水素二次電池、リチウムイオン二次電池などが多用されている
。携帯端末は、より快適な携帯性が求められて小型化、薄型化、軽量化、高性能化が急速
に進み、その結果、携帯端末は様々な場で利用されるようになっている。また、電池に対
しても、携帯端末に対するのと同様に、小型化、薄型化、軽量化、高性能化が要求されて
いる。
【０００３】
　例えば、リチウムイオンを吸蔵放出する導電性炭素質材料を負極活物質に用いたリチウ
ムイオン二次電池は、軽量でエネルギー密度が大きいというその特徴から、導電性炭素質
材料を負極活物質とし、結着剤としてポリマーバインダー（以下において「バインダー」
と記載することがある。）が利用されている。
　このポリマーバインダーには、活物質との接着性、電解液として使用される極性溶媒に
対する耐性、電気化学的な環境下での安定性が求められる。従来からポリフッ化ビニリデ
ンなどのフッ素系のポリマーがこの分野に利用されてはいるが、電極膜を形成した際に導
電性を阻害したり、集電体と電極膜間の接着強度が不足するなどの問題点がある。
　特にフッ素系のポリマーを還元条件となる負極に用いた場合は、安定性が十分ではなく
、二次電池のサイクル性が低下するなど問題点もある為、例えば、非フッ素系ポリマーと
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して、スチレンブタジエン系のバインダー等も知られている。
【０００４】
　特許文献１には、特定のバインダー１００重量部に対して４００～３０００ｐｐｍのα
－メチルスチレンダイマーを含有するバインダー組成物が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３１９４０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、本発明者らが検討した結果、特許文献１に記載のバインダー組成物は二
次電池を製造した際の電解液に対する膨潤度が大きく、また負極の電解液浸漬後のピール
強度が小さいため、二次電池の高温保存特性、高温サイクル特性、低温出力特性が低下す
ることが分かった。これは、バインダーの内部及び外部（バインダー表面や負極活物質表
面等）において電解液との反応点（活性点）が残存することが原因と考えられる。
【０００７】
　したがって、本発明は、二次電池の電解液に対する膨潤度が小さく、また負極の電解液
浸漬後のピール強度が大きいため、二次電池の高温保存特性、高温サイクル特性、低温出
力特性を向上させることができる二次電池負極用バインダー組成物、該バインダー組成物
を用いた二次電池負極用スラリー組成物、二次電池負極及び二次電池を提供することを目
的としている。
【０００８】
　そこで、本発明者らがさらに検討した結果、特定組成のバインダーを含有する組成物に
、特定量のα－メチルスチレンダイマー及びアミン系化合物を含有させることで、バイン
ダー組成物の電解液に対する膨潤度が良好になると共に、負極の電解浸漬後のピール強度
が大きくなり、得られる二次電池の高温保存特性、高温サイクル特性及び低温出力特性を
向上させることができることを見出した。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　このような課題の解決を目的とした本発明の要旨は以下のとおりである。
（１）脂肪族共役ジエン系単量体単位２５～５５質量％、エチレン性不飽和カルボン酸単
量体単位１～１０質量％、及び、これらと共重合可能な他の単量体単位３５～７４質量％
からなるバインダーと、
　該バインダー１００質量部に対し、３０００ｐｐｍより多く７０００ｐｐｍ未満のα－
メチルスチレンダイマーと、１００～５０００ｐｐｍのアミン系化合物とを含有する二次
電池負極用バインダー組成物。
【００１０】
（２）前記アミン系化合物が、硫酸ヒドロキシルアミンまたはジエチルヒドロキシルアミ
ンを含んでなる（１）に記載の二次電池負極用バインダー組成物。
【００１１】
（３）さらに老化防止剤を含んでなる（１）または（２）に記載の二次電池負極用バイン
ダー組成物。
【００１２】
（４）さらに防腐剤を含んでなる（１）～（３）のいずれかに記載の二次電池負極用バイ
ンダー組成物。
【００１３】
（５）上記（１）～（４）のいずれかに記載の二次電池負極用バインダー組成物及び負極
活物質を含有してなる二次電池負極用スラリー組成物。
【００１４】
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（６）前記負極活物質のＢＥＴ比表面積が、３～２０ｍ２／ｇである（５）に記載の二次
電池負極用スラリー組成物。
【００１５】
（７）前記負極活物質が、合金系活物質である（５）または（６）に記載の二次電池負極
用スラリー組成物。
【００１６】
（８）エチレン性不飽和カルボン酸単量体単位２０～６０質量％、（メタ）アクリル酸エ
ステル単量体単位２０～８０質量％およびこれらと共重合可能な他の単量体単位０～２０
質量％からなる水溶性ポリマーをさらに含んでなる（５）～（７）のいずれかに記載の二
次電池負極用スラリー組成物。
【００１７】
（９）上記（５）～（８）のいずれかに記載の二次電池負極用スラリー組成物からなる負
極活物質層を集電体上に形成してなる二次電池負極。
【００１８】
（１０）正極、負極、セパレーター及び電解液を備えてなる二次電池であって、前記負極
が（９）に記載の二次電池負極である二次電池。
【００１９】
（１１）脂肪族共役ジエン系単量体単位２５～５５質量％、エチレン性不飽和カルボン酸
単量体単位１～１０質量％およびこれらと共重合可能な他の単量体単位３５～７４質量％
からなる単量体組成物を水系溶媒中で重合して、得られた重合体からなるバインダーを含
む水系分散液を得る工程と、該水系分散液に、該バインダー１００質量部に対し、３００
０ｐｐｍより多く７０００ｐｐｍ未満のα－メチルスチレンダイマーおよび１００～５０
００ｐｐｍのアミン系化合物を添加する工程とを含有する二次電池負極用バインダー組成
物の製造方法。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、脂肪族共役ジエン系単量体単位、エチレン性不飽和カルボン酸単量体
単位、及び、これらと共重合可能な他の単量体単位からなり、各単量体単位を特定比率で
含むバインダーと、該バインダー１００質量部に対し、特定量のα－メチルスチレンダイ
マーと、特定量のアミン系化合物とを含有する二次電池負極用バインダー組成物を用いる
ことで、バインダーの内部及び外部（バインダー表面や負極活物質表面等）における電解
液との反応点（活性点）を捕捉することができるため、バインダー組成物と電解液との反
応を抑制することができる。その結果、電解液の粘度上昇を抑制し、バインダー組成物の
電解液に対する膨潤度を小さくすると共に、負極の電解浸漬後のピール強度が大きくなり
、得られる二次電池の高温保存特性、高温サイクル特性及び低温出力特性を向上させるこ
とができる。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下において、（１）二次電池負極用バインダー組成物、（２）二次電池負極用スラリ
ー組成物、（３）二次電池負極、及び（４）二次電池の順に説明する。
【００２２】
（１）二次電池負極用バインダー組成物
　本発明の二次電池負極用バインダー組成物は、特定のバインダーと、特定量のα－メチ
ルスチレンダイマーと、特定量のアミン系化合物とを含有する。
【００２３】
（バインダー）
　バインダーは、脂肪族共役ジエン系単量体単位、エチレン性不飽和カルボン酸単量体単
位、及びこれらと共重合可能な他の単量体単位からなり、各単量体単位を特定比率で含む
。前記の脂肪族共役ジエン系単量体単位は、脂肪族共役ジエン系単量体を重合して得られ
る重合体繰り返し単位であり、エチレン性不飽和カルボン酸単量体単位は、エチレン性不



(5) JP 5761197 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

飽和カルボン酸単量体を重合して得られる重合体繰り返し単位であり、これらと共重合可
能な他の単量体単位は、共重合可能な他の単量体を重合して得られる重合体繰り返し単位
である。
【００２４】
　脂肪族共役ジエン系単量体としては、１，３－ブタジエン、２－メチル－１，３－ブタ
ジエン、２，３－ジメチル－１，３－ブタジエン、２－クロル－１，３－ブタジエン、置
換直鎖共役ペンタジエン類、置換および側鎖共役ヘキサジエン類などが挙げられ、１種ま
たは２種以上用いることができる。特に１，３－ブタジエンが好ましい。
【００２５】
　エチレン性不飽和カルボン酸単量体としては、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸
、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸などのモノまたはジカルボン酸（無水物）等が挙げ
られ、１種または２種以上用いることができる。これらの中でも、密着性に優れる点で、
メタクリル酸、イタコン酸が好ましい。
【００２６】
　これらと共重合可能な他の単量体としては、芳香族ビニル系単量体、シアン化ビニル系
単量体、不飽和カルボン酸アルキルエステル単量体、ヒドロキシアルキル基を含有する不
飽和単量体、不飽和カルボン酸アミド単量体等が挙げられ、これらは、１種または２種以
上用いることができる。特に、電解液に対する膨潤が抑制できる点で、芳香族ビニル系単
量体が好ましい。
【００２７】
　芳香族ビニル系単量体としては、スチレン、α－メチルスチレン、ビニルトルエンおよ
びジビニルベンゼン等が挙げられ、１種または２種以上用いることができる。これらの中
でも電解液に対する膨潤が抑制できる点で、特にスチレンが好ましい。
【００２８】
　シアン化ビニル系単量体としては、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、α－クロ
ルアクリロニトリル、α－エチルアクリロニトリルなどが挙げられ、１種または２種以上
用いることができる。特にアクリロニトリル、メタクリロニトリルが好ましい。
【００２９】
　不飽和カルボン酸アルキルエステル単量体としては、メチルアクリレート、メチルメタ
クリレート、エチルアクリレート、エチルメタクリレート、ブチルアクリレート、グリシ
ジルメタクリレート、ジメチルフマレート、ジエチルフマレート、ジメチルマレエート、
ジエチルマレエート、ジメチルイタコネート、モノメチルフマレート、モノエチルフマレ
ート、２－エチルヘキシルアクリレート等が挙げられ、１種または２種以上用いることが
できる。特にメチルメタクリレートが好ましい。
【００３０】
　ヒドロキシアルキル基を含有する不飽和単量体としては、β－ヒドロキシエチルアクリ
レート、β－ヒドロキシエチルメタクリレート、ヒドロキシプロピルアクリレート、ヒド
ロキシプロピルメタクリレート、ヒドロキシブチルアクリレート、ヒドロキシブチルメタ
クリレート、３－クロロ－２－ヒドロキシプロピルメタクリレート、ジ－（エチレングリ
コール）マレエート、ジ－（エチレングリコール）イタコネート、２－ヒドロキシエチル
マレエート、ビス（２－ヒドロキシエチル）マレエート、２－ヒドロキシエチルメチルフ
マレートなどが挙げられ、１種または２種以上用いることができる。特にβ－ヒドロキシ
エチルアクリレートが好ましい。
【００３１】
　不飽和カルボン酸アミド単量体としては、アクリルアミド、メタクリルアミド、Ｎ－メ
チロールアクリルアミド、Ｎ－メチロールメタクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリル
アミド等が挙げられ、１種または２種以上用いることができる。特にアクリルアミド、メ
タクリルアミドが好ましい。
【００３２】
　さらに、上記単量体の他に、エチレン、プロピレン、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル
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、塩化ビニル、塩化ビニリデン等、通常の乳化重合において使用される単量体は何れも使
用可能である。
【００３３】
　本発明におけるバインダーの各単量体単位の比率は、脂肪族共役ジエン系単量体単位が
２５～５５質量％、好ましくは２５～５０質量％、より好ましくは２５～４５質量％であ
り、エチレン性不飽和カルボン酸単量体単位が１～１０質量％、好ましくは１～８質量％
、より好ましくは１～６質量％であり、これらと共重合可能な他の単量体単位が３５～７
４質量％、好ましくは４２～７４質量％、より好ましくは４９～７４質量％である。
【００３４】
　脂肪族共役ジエン系単量体単位が２５質量％未満では、本発明の二次電池負極の柔軟性
が低下すると共に、二次電池負極における電極活物質と集電体との十分な密着性を得るこ
とができず、耐久性に劣る。つまり、ピール強度が低下する。脂肪族共役ジエン系単量体
単位が５５質量％を超えると、二次電池負極のピール強度が低下するとともに、二次電池
の高温サイクル寿命特性が低下する。
【００３５】
　エチレン性不飽和カルボン酸単量体単位が１質量％未満では、バインダー組成物及びス
ラリー組成物の安定性が低下すると共に二次電池負極における電極活物質と集電体との十
分な密着性を得ることができず、耐久性に劣る。つまり、ピール強度が低下する。エチレ
ン性不飽和カルボン酸単量体単位が１０質量％を超えると、バインダー組成物の粘度が高
くなり、取扱いが困難になると共に、スラリー組成物の粘度変化も激しく、極板作製すら
困難になる場合がある。また、二次電池負極のピール強度が低下するとともに、二次電池
の高温サイクル寿命特性が低下する。
【００３６】
　共重合可能な他の単量体単位が３５質量％未満では、二次電池負極のピール強度が低下
するとともに、二次電池の高温サイクル寿命特性が低下する。共重合可能な他の単量体単
位が７４質量％を超えると、本発明の二次電池負極の柔軟性が低下すると共に、二次電池
負極における電極活物質と集電体との十分な密着性を得ることができず、耐久性に劣る。
つまり、ピール強度が低下する。
【００３７】
（α－メチルスチレンダイマー）
　本発明の二次電池負極用バインダー組成物には、上記のバインダー１００質量部（固形
分換算）に対し、特定量のα－メチルスチレンダイマーが含まれる。本発明のバインダー
組成物は、特定量のα－メチルスチレンダイマーを含有することで、バインダー内部にお
ける電解液との反応点がα－メチルスチレンダイマーにより捕捉されるため、バインダー
組成物による電解液の分解が抑制される。その結果、電解液の分解による電解液粘度の上
昇と二次電池の内部抵抗の上昇とが抑制されるため、二次電池の高温保存特性、高温サイ
クル特性、低温出力特性が向上する。
【００３８】
　α－メチルスチレンダイマーの含有量は、上記のバインダー１００質量部（固形分換算
）に対し、３０００ｐｐｍより多く７０００ｐｐｍ未満、好ましくは３５００～６５００
ｐｐｍ、より好ましくは４０００～６０００ｐｐｍである。α－メチルスチレンダイマー
が３０００ｐｐｍ以下では、電解液の分解を十分に抑制できないため、二次電池の内部抵
抗が上昇し、二次電池の高温保存特性、高温サイクル特性、低温出力特性が低下する。α
－メチルスチレンダイマーが７０００ｐｐｍ以上では、α－メチルスチレンダイマーの分
解が進むため、二次電池負極のピール強度が低下するとともに、二次電池の高温サイクル
寿命特性が低下する。
【００３９】
（アミン系化合物）
　本発明の二次電池負極用バインダー組成物には、上記のバインダー１００質量部（固形
分換算）に対し、特定量のアミン系化合物が含まれる。本発明のバインダー組成物は、特
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定量のアミン系化合物を含有することで、バインダー外部（バインダー表面や電極活物質
表面など）における電解液との反応点がアミン系化合物により捕捉されるため、バインダ
ー表面や電極活物質表面における電解液の分解が抑制される。その結果、電解液の分解に
よる電解液粘度の上昇と二次電池の内部抵抗の上昇とが抑制されるため、二次電池の高温
保存特性、高温サイクル特性、低温出力特性が向上する。
【００４０】
　アミン系化合物は特に限定されず、硫酸ヒドロキシルアミン、ジエチルヒドロキシルア
ミン、ジメチルヒドロキシルアミン、ジプロピルヒドロキシルアミン等を挙げることがで
き、硫酸ヒドロキシルアミンまたはジエチルヒドロキシルアミンを含んでなるアミン系化
合物が環境性の観点から好ましい。
【００４１】
　アミン系化合物の含有量は、上記のバインダー１００質量部（固形分換算）に対し、１
００～５０００ｐｐｍ、好ましくは１００～４０００ｐｐｍ、より好ましくは１００～３
０００ｐｐｍである。アミン系化合物が１００ｐｐｍ未満では、電解液の分解を十分に抑
制できないため、二次電池の内部抵抗が上昇し、二次電池の高温保存特性、高温サイクル
特性、低温出力特性が低下する。アミン系化合物が５０００ｐｐｍを超えると、アミン系
化合物の分解が進むため、二次電池負極のピール強度が低下するとともに、二次電池の高
温サイクル寿命特性が低下する。
【００４２】
（老化防止剤）
　本発明のバインダー組成物は、さらに老化防止剤を含んでなることが好ましい。バイン
ダー組成物中に老化防止剤を含むことで、電解液の分解を抑制することができると共に、
二次電池負極における電極活物質と集電体との十分な密着性を得ることができ、二次電池
負極の耐久性を向上させることができる。つまり、ピール強度が向上する。
【００４３】
　本発明で用いる老化防止剤としては、アミン系酸化防止剤、フェノール系酸化防止剤、
キノン系酸化防止剤、有機リン系酸化防止剤、硫黄系酸化防止剤、フェノチアジン系酸化
防止剤等が挙げられる。
【００４４】
　前記アミン系酸化防止剤としては、例えば、ビス（４－ｔ－ブチルフェニル）アミン、
ポリ（２，２，４－トリメチル－１，２－ジヒドロキノリン）、６－エトキシ－１，２－
ジヒドロ－２，２，４－トリメチルキノリン、ジフェニルアミンとアセトンとの反応物、
１－（Ｎ－フェニルアミノ）－ナフタレン、ジフェニルアミン誘導体、ジアルキルジフェ
ニルアミン類、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－ｐ－フェニレンジアミン、混合ジアリル－ｐ－フ
ェニレンジアミン、Ｎ－フェニル－Ｎ’－イソプロピル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，
Ｎ’－ジ－２－ナフチル－ｐ－フェニレンジアミン化合物等が挙げられる。
【００４５】
　前記フェノール系酸化防止剤としては、３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシトル
エン、ジブチルヒドロキシトルエン、２，２’－メチレンビス（６－ｔ－ブチル－４－メ
チルフェノール）、４，４’－ブチリデンビス（３－ｔ－ブチル－３－メチルフェノール
）、４，４’－チオビス（６－ｔ－ブチル－３－メチルフェノール）、α－トコフェノー
ル、２，２，４－トリメチル－６－ヒドロキシ－７－ｔ－ブチルクロマン、または分子量
の比較的高いポリマー型フェノール等が挙げられる。
【００４６】
　前記キノン系酸化防止剤としては、２，５－ジ－ｔ－ブチルハイドロキノン、２，５－
ジ－ｔ－オクチルハイドロキノン、２，６－ジ－ｎ－ドデシルハイドロキノン、２－ｎ－
ドデシル－５－クロロハイドロキノン、２－ｔ－オクチル－５－メチルハイドロキノンな
どのハイドロキノン化合物が挙げられる。
【００４７】
　前記有機リン系酸化防止剤としては、例えば、トリフェニルホスファイト、ジフェニル



(8) JP 5761197 B2 2015.8.12

10

20

30

40

イソデシルホスファイト、フェニルジイソデシルホスファイト、４，４’－ブチリデン－
ビス（３－メチル－６－ｔ－ブチルフェニルジトリデシル）ホスファイト、サイクリック
ネオペンタンテトライルビス（オクタデシルホスファイト）、トリス（ノニルフェニルホ
スファイト）、トリス（モノ（またはジ）ノニルフェニル）ホスファイト、ジイソデシル
ペンタエリスリトールジホスファイト、９，１０－ジヒドロ－９－オキサ－１０－ホスフ
ァフェナントレン－１０－オキサイド、１０－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキ
シベンジル）－９，１０－ジヒドロ－９－オキサ－１０－ホスファフェナントレン－１０
－オキサイド、１０－デシロキシ－９，１０－ジヒドロ－９－オキサ－１０－ホスファフ
ェナントレン－１０－オキサイド、トリス（２，４－ジ－ｔ－ブチルフェニル）ホスファ
イト、サイクリックネオペンタンテトライルビス（２，４－ジ－ｔ－ブチルフェニル）ホ
スファイト、サイクリックネオペンタンテトライルビス（２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－
メチルフェニル）ホスファイト、２，２－メチレンビス（４，６－ジ－ｔ－ブチルフェニ
ル）オクチルホスファイト等が挙げられる。
【００４８】
　硫黄系酸化防止剤としては、ジラウリル－３，３’－チオジプロピオネート、ジステア
リル－３，３’－トリジプロピオネートなどが挙げられる。
【００４９】
　前記フェノチアジン系酸化防止剤としては、例えば、フェノチアジン、１０－メチルフ
ェノチアジン、２－メチルフェノチアジン、２－トリフルオロメチルフェノチアジン等が
挙げられる。
【００５０】
　これらの老化防止剤の中でも、電池のサイクル特性向上効果が大きいこと、また電池内
部における電解液溶媒やリチウム塩、電極活物質の表面官能基等との反応が起こりにくい
ために表面処理による低温リチウム受け入れ性の大幅な向上が見られることなどの観点に
より、アミン系酸化防止剤、フェノール系酸化防止剤、キノン系酸化防止剤、又は有機リ
ン系酸化防止剤が好ましい。さらに、電解液に対する溶解性が低く、電池内部においても
電極活物質表面や細孔内部に存在し、活物質表面を非活性化させて、寿命特性及び低温リ
チウム受け入れ性のいずれの向上効果も非常に大きいことから、アミン系酸化防止剤又は
フェノール系酸化防止剤がより好ましい。さらにその中でも、特に電解液への溶解性が非
常に低く、また、活物質表面に吸着安定化し、電極内部に存在しやすいことからジフェニ
ルアミン誘導体が特に好ましく、電解液に溶解しにくいという点で、電気吸引基、例えば
イミド骨格を側鎖に持つジフェニルアミン誘導体が最も好ましい。また老化防止剤は、こ
れらを単独で用いても、２種類以上を混合して用いてもよい。
【００５１】
　老化防止剤の含有量は、特に限定されず、上述のバインダー１００質量部（固形分換算
）に対し、好ましくは０．００１～１質量部、より好ましくは０．００５～０．５質量部
である。老化防止剤の含有量を上記範囲にすることにより、高温サイクル特性がより向上
する。
【００５２】
（防腐剤）
　本発明のバインダー組成物は、さらに防腐剤を含んでなることが好ましい。バインダー
組成物中に防腐剤を含むことで、電解液の分解を抑制することができると共に、二次電池
負極における電極活物質と集電体との十分な密着性を得ることができ、二次電池負極の耐
久性を向上させることができる。つまり、ピール強度が向上する。
【００５３】
　本発明で用いる防腐剤としては、イソチアゾリン系化合物が挙げられる。イソチアゾリ
ン系化合物は、防腐剤として良く知られた化合物であり、一般的には下記構造式（１）で
示される。
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【化１】

【００５４】
　（式中、Ｙは水素又は置換されていてもよい炭化水素基を、Ｘ１及びＸ２は、それぞれ
、水素原子、ハロゲン原子又は炭素数１～６のアルキル基をそれぞれ示す。なお、Ｘ１、
Ｘ２が共同して芳香環を形成してもよい。なお、Ｘ１及びＸ２は、それぞれ同一でもよく
、相異なっていてもよい。）
【００５５】
　まず、上記構造式（１）で表されるイソチアゾリン系化合物について説明する。
　上記構造式（１）において、Ｙは水素原子又は置換されていてもよい炭化水素基を示す
。Ｙで示される置換されていてもよい炭化水素基の置換基としては、例えばヒドロキシル
基、ハロゲン原子（例えば塩素、フッ素、臭素、ヨウ素等）、シアノ基、アミノ基、カル
ボキシル基、炭素数１～４のアルコキシ基（例えばメトキシ基、エトキシ基等）、炭素数
６～１０のアリールオキシ基（例えばフェノキシ基等）、炭素数１～４のアルキルチオ基
（例えばメチルチオ基、エチルチオ基等）及び炭素数６～１０のアリールチオ基（例えば
フェニルチオ基等）等が挙げられる。前記置換基の中では、ハロゲン原子、炭素数１～４
のアルコキシ基が好ましい。これらの置換基は１～５個、好ましくは１～３個の範囲で前
記炭化水素基の水素を置換していてもよく、また前記置換基はそれぞれ同一でもよく、相
異なっていてもよい。
【００５６】
　Ｙで示される置換されていてもよい炭化水素基の該炭化水素基としては、例えば炭素数
１～１０のアルキル基、炭素数２～６のアルケニル基、炭素数２～６のアルキニル基、炭
素数３～１０のシクロアルキル基、炭素数６～１４のアリール基等が挙げられる。前記炭
化水素基の中では炭素数１～１０のアルキル基や炭素数３～１０のシクロアルキル基が好
ましく、炭素数１～１０のアルキル基がより好ましい。
【００５７】
　前記炭素数１～１０のアルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、
イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ペ
ンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、イソオクチル基、ｓｅｃ－オクチル基
、ｔｅｒｔ－オクチル基、ノニル基及びデシル基等が挙げられる。これらアルキル基の中
では、例えばメチル基、エチル基等の炭素数１～３のアルキル基や、例えばオクチル基、
ｔｅｒｔ－オクチル基等の炭素数７～１０のアルキル基がより好ましく、炭素数１～３の
アルキル基がより好ましい。
【００５８】
　前記炭素数２～６のアルケニル基としては、例えばビニル基、アリル基、イソプロペニ
ル基、１－プロペニル基、２－プロペニル基、２－メチル－１－プロペニル基等が挙げら
れる。前記アルケニル基の中では、ビニル基、アリル基が好ましい。
【００５９】
　前記炭素数２～６のアルキニル基としては、例えばエチニル基、１－プロピニル基、２
－プロピニル基、ブチニル基、ペンチニル基等が挙げられる。前記アルキニル基の中では
、エチニル基、プロピニル基が好ましい。
【００６０】
　前記炭素数３～１０のシクロアルキル基としては、例えばシクロプロピル基、シクロブ
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が挙げられる。前記シクロアルキル基の中では、シクロペンチル基、シクロヘキシル基が
好ましい。
【００６１】
　前記炭素数６～１４のアリール基としては、例えばフェニル基、ナフチル基、アントリ
ル基、フェナントリル基等が挙げられる。前記アリール基の中では、フェニル基が好まし
い。
【００６２】
　以上説明したように、Ｙで示される置換されていてもよい炭化水素基として種々のもの
が挙げられるが、これら炭化水素基の中では、メチル基やオクチル基がより好ましく、メ
チル基がさらに好ましい。
【００６３】
　上記構造式（１）において、Ｘ１及びＸ２は、同一又は相異なる水素原子、ハロゲン原
子又は炭素数１～６のアルキル基をそれぞれ示す。
　前記ハロゲン原子としては、例えば、フッ素、塩素、臭素及びヨウ素が挙げられ、これ
らの中では塩素原子が好ましい。
【００６４】
　前記炭素数１～６のアルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イ
ソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ペン
チル基等が挙げられる。前記アルキル基の中では、例えばメチル基、エチル基、プロピル
基等の炭素数１～４のアルキル基が好ましい。以上説明した置換基の中で、Ｘ１としては
水素原子又は塩素原子がより好ましく、塩素原子がさらに好ましい。また、Ｘ２としては
水素原子又は塩素原子がより好ましく、水素原子がさらに好ましい。
【００６５】
　上記構造式（１）で表されるイソチアゾリン系化合物の具体例としては、例えば５－ク
ロロ－２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン、２－メチル－４－イソチアゾリン－
３－オン、２－ｎ－オクチル－４－イソチアゾリン－３－オン、４，５－ジクロロ－２－
ｎ－オクチル－４－イソチアゾリン－３－オン、２－エチル－４－イソチアゾリン－３－
オン、４，５－ジクロロ－２－シクロヘキシル－４－イソチアゾリン－３－オン、５－ク
ロロ－２－エチル－４－イソチアゾリン－３－オン、５－クロロ－２－ｔ－オクチル－４
－イソチアゾリン－３－オン等が挙げられる。
　これらの化合物の中では、５－クロロ－２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン（
以下において「ＣＩＴ」と表すことがある。）、２－メチル－４－イソチアゾリン－３－
オン（以下において「ＭＩＴ」と表すことがある。）、２－ｎ－オクチル－４－イソチア
ゾリン－３－オン（以下において「ＯＩＴ」と表すことがある。）、４，５－ジクロロ－
２－ｎ－オクチル－４－イソチアゾリン－３－オンが好ましく、５－クロロ－２－メチル
－４－イソチアゾリン－３－オンや２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オンがより好
ましい。
【００６６】
　下記構造式（２）は、上記構造式（１）において、Ｘ１、Ｘ２が共同して芳香環を形成
したもののうち、ベンゼン環を形成した場合を示す。
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【化２】

【００６７】
　（式中、Ｙは構造式（１）の場合と同様であり、Ｘ３～Ｘ６は水素原子、ハロゲン原子
、ヒドロキシル基、シアノ基、アミノ基、カルボキシル基、炭素数１～４のアルキル基又
は炭素数１～４のアルコキシ基をそれぞれ示す。）
【００６８】
　上記構造式（２）において、Ｘ３～Ｘ６は、水素原子、ヒドロキシル基、ハロゲン原子
（例えば塩素、フッ素、臭素、ヨウ素等）、シアノ基、アミノ基、カルボキシル基、炭素
数１～４のアルキル基（例えばメチル基、エチル基、プロピル基等）、炭素数１～４のア
ルコキシ基（例えばメトキシ及びエトキシ等）等が挙げられるが、これらの中では、ハロ
ゲン原子や炭素数１～４のアルキル基が好ましい。これらＸ３～Ｘ６は、それぞれ同一で
もよく、相異なっていてもよい。
【００６９】
　上記構造式（２）で表わされるイソチアゾリン系化合物としては、１，２－ベンズイソ
チアゾリン－３－オン（以下において「ＢＩＴ」と表すことがある。）、Ｎ－メチル－１
，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン等が挙げられる。
【００７０】
　これらイソチアゾリン系化合物は、単独でまたは二種以上を組み合わせて用いることが
できる。バインダー組成物の長期貯蔵安定性と該バインダー組成物を用いた電池特性（サ
イクル寿命）においては、これらの中でも、１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オンが
含まれることが特に好ましい。
【００７１】
　防腐剤の含有量は、特に限定されず、上述のバインダー１００質量部（固形分換算）に
対し、好ましくは０．００５～０．５質量部、より好ましくは０．０１～０．１質量部で
ある。防腐剤の含有量を上記範囲にすることにより、バインダー組成物の長期保存安定性
を向上させることができると共に、二次電池負極のピール強度及び二次電池の高温サイク
ル特性を向上させることができる。
【００７２】
　なお、本発明においては、本発明の効果を妨げない範囲において、上記のイソチアゾリ
ン系化合物以外の防腐剤を使用することを何ら妨げるものではない。
【００７３】
　また、本発明の二次電池負極用バインダー組成物には、防腐剤として、上述のバインダ
ー１００質量部（固形分換算）に対し、好ましくは０．００１～１．０質量部、より好ま
しくは０．００５～０．５質量部、特に好ましくは０．０１～０．１質量部のピリチオン
化合物が含まれることが好ましい。
【００７４】
　ところで、工業用抗菌組成物として用いられる物質においては、抗菌効果と安全性とが
相反し、抗菌力に優れた物質は変異原性を有する等、安全性に問題を有する傾向がある。
前記イソチアゾリン系化合物の中でも、ＣＩＴは、高い抗菌効果を有するが変異原性を有
し、又はアレルギーを引き起こし易いといった安全性の問題があることが知られている。
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また系中のｐＨが９以上になると抗菌力の低下が大きい。ＭＩＴは、安全性は高いが、Ｃ
ＩＴに比して抗菌効果がやや劣り、またＣＩＴ同様、アルカリ性で安定性が低下する。Ｂ
ＩＴは、比較的安定性が高いが、即効性がやや低く、また系中のｐＨが９以上になるとや
はり抗菌力が徐々に低下してしまう。
【００７５】
　ピリチオン化合物はアルカリ性でも安定である為、イソチアゾリン系化合物と併用使用
することにより、アルカリ性条件下においても、防腐性能効果を延長でき、相乗効果によ
り高い抗菌効果が得ることができる。
【００７６】
　ピリチオン化合物としては、ナトリウム、カリウム、リチウム等のアルカリ金属塩；ア
ンモニウム塩等の一価塩、及びカルシウム、マグネシウム、亜鉛、銅、アルミニウム、鉄
等の多価塩が挙げられるが、水溶性である一価塩が好ましく、特に二次電池への汎用性及
びサイクル特性の観点からナトリウム、カリウム、リチウム等のアルカリ金属塩が好まし
い。好ましいピリチオン化合物として、具体的には、ナトリウムピリチオン、カリウムピ
リチオン、リチウムピリチオンが挙げられる。これらの中でも、ナトリウムピリチオンが
溶解度も高く好ましい。
【００７７】
（二次電池負極用バインダー組成物の製造方法）
　本発明の二次電池負極用バインダー組成物を製造する方法としては、（Ｉ）上記単量体
を含む単量体組成物を、水系溶媒中で重合してバインダーを含む水系分散液（結着力を有
する重合体粒子であるバインダーが水系溶媒に溶解又は分散された溶液又は分散液）を得
、バインダーを含む水系分散液に特定量のα－メチルスチレンダイマー及びアミン系化合
物を添加・混合する方法；（ＩＩ）上記単量体を含む単量体組成物及びα－メチルスチレ
ンダイマーを、水系溶媒中で重合してバインダーとα－メチルスチレンダイマーを含む水
系分散液を得、次いで、該水系分散液を蒸留分離することによりα－メチルスチレンダイ
マーの含有量を特定範囲とし、その後、特定量のアミン系化合物を添加・混合する方法；
（ＩＩＩ）上記単量体を含む単量体組成物及びα－メチルスチレンダイマーを、水系溶媒
中で重合してバインダーとα－メチルスチレンダイマーを含む水系分散液を得、次いで、
該水系分散液を蒸留分離し、その後、特定量のα－メチルスチレンダイマー及びアミン系
化合物を添加・混合する方法；が挙げられる。この中でも、（Ｉ）バインダーを含む水系
分散液に特定量のα－メチルスチレンダイマー及びアミン系化合物を添加・混合する方法
が、α－メチルスチレンダイマー及びアミン系化合物の含有量の調整がしやすいことから
好ましい。
【００７８】
　本発明の二次電池負極用バインダー組成物は、上記（Ｉ）～（ＩＩＩ）の方法で製造さ
れるが、その詳細な製造方法を以下に説明する。
　（Ｉ）の方法では、単量体を含む単量体組成物を、水系溶媒中で重合してバインダーを
含む水系分散液を得、バインダーを含む水系分散液に特定量のα－メチルスチレンダイマ
ー及びアミン系化合物を添加・混合することで、本発明の二次電池負極用バインダー組成
物は製造される。
【００７９】
　バインダーを含む水系分散液を得る工程における単量体組成物中の各単量体の比率は、
脂肪族共役ジエン系単量体が２５～５５質量％、好ましくは２５～５０質量％、より好ま
しくは２５～４５質量％であり、エチレン性不飽和カルボン酸単量体が１～１０質量％、
好ましくは１～８質量％、より好ましくは１～６質量％であり、これらと共重合可能な他
の単量体が３５～７４質量％、好ましくは４２～７４質量％、より好ましくは４９～７４
質量％である。
【００８０】
　水系溶媒としては、バインダーの分散が可能なものであれば格別限定されることはなく
、通常、常圧における沸点が８０～３５０℃、好ましくは１００～３００℃の分散媒から
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選ばれる。なお、分散媒名の後の（　）内の数字は常圧での沸点（単位℃）であり、小数
点以下は四捨五入または切り捨てられた値である。例えば、ケトン類としては、ダイアセ
トンアルコール(１６９)、γ－ブチロラクトン(２０４)；アルコール類としては、エチル
アルコール(７８)、イソプロピルアルコール(８２)、ノルマルプロピルアルコール(９７)
；グリコール類として、エチレングリコール（１９３）、プロピレングリコール（１８８
）、ジエチレングリコール（２４４）；グリコールエーテル類としては、プロピレングリ
コールモノメチルエーテル（１２０）、メチルセロソルブ（１２４）、エチルセロソルブ
（１３６）、エチレングリコールターシャリーブチルエーテル（１５２）、ブチルセロソ
ルブ（１７１）、３－メトキシ－３－メチル－１－ブタノール（１７４）、エチレングリ
コールモノプロピルエーテル（１５０）、ジエチレングリコールモノブチルピルエーテル
（２３０）、トリエチレングリコールモノブチルエーテル（２７１）、ジプロピレングリ
コールモノメチルエーテル（１８８）；エーテル類としては、１,３－ジオキソラン（７
５）、１,４－ジオキソラン（１０１）、テトラヒドロフラン（６６）が挙げられる。中
でも、水は可燃性がなく、バインダーの分散体が容易に得られやすいという観点から最も
好ましい。なお、主溶媒として水を使用して、バインダーの分散状態が確保可能な範囲に
おいて上記記載の水以外の水系溶媒を混合して用いて良い。
【００８１】
　重合方法は、特に限定されず、溶液重合法、懸濁重合法、塊状重合法、乳化重合法など
のいずれの方法も用いることができる。重合反応としては、イオン重合、ラジカル重合、
リビングラジカル重合などが挙げられる。高分子量体が得やすい事、重合物がそのまま水
に分散した状態で得られ、再分散化の処理が不要であり、そのまま二次電池負極用スラリ
ー組成物作製に供することができるなど、製造効率の観点から、中でも乳化重合法が最も
好ましい。
【００８２】
　乳化重合法は、常法、例えば「実験化学講座」第２８巻、（発行元：丸善（株）、日本
化学会編）に記載された方法、すなわち、攪拌機および加熱装置付きの密閉容器に水、分
散剤や乳化剤、架橋剤などの添加剤、開始剤およびモノマーを所定の組成になるように加
え、攪拌してモノマーなどを水に乳化させ、攪拌しながら温度を上昇させて重合を開始す
る方法である。或いは、上記組成物を乳化させた後に密閉容器に入れ同様に反応を開始さ
せる方法である。
【００８３】
　乳化剤や分散剤、重合開始剤などは、これらの重合法において一般的に用いられるもの
であり、その使用量も一般に使用される量でよい。また重合に際しては、シード粒子を採
用すること（シード重合）もできる。
【００８４】
　重合温度および重合時間は、重合法や使用する重合開始剤の種類などにより任意に選択
できるが、通常、重合温度は約３０℃以上、重合時間は０．５～３０時間程度である。ア
ミン類などの添加剤を重合助剤として用いることもできる。さらにこれらの方法によって
得られる重合体粒子の水系分散液に、アルカリ金属（Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ）水酸
化物、アンモニア、無機アンモニウム化合物（ＮＨ４Ｃｌなど）、有機アミン化合物（エ
タノールアミン、ジエチルアミンなど）などが溶解している塩基性水溶液を加えてｐＨ５
～１０、好ましくは５～９の範囲になるように調整することができる。なかでも、アルカ
リ金属水酸化物によるｐＨ調整は、バインダー組成物と、集電体及び活物質との結着性（
ピール強度）を向上させるため好ましい。
【００８５】
　上述したバインダーは、２種以上の重合体からなる複合重合体粒子であってもよい。複
合重合体粒子は、少なくとも１種のモノマー成分を常法により重合し、引き続き、他の少
なくとも１種のモノマー成分を添加し、常法により重合させる方法（二段重合法）などに
よっても得ることができる。
【００８６】
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　重合に用いる重合開始剤としては、たとえば過酸化ラウロイル、ジイソプロピルパーオ
キシジカーボネート、ジ－２－エチルヘキシルパーオキシジカーボネート、ｔ－ブチルパ
ーオキシピバレート、３，３，５－トリメチルヘキサノイルパーオキサイドなどの有機過
酸化物、α，α’－アゾビスイソブチロニトリルなどのアゾ化合物、または過硫酸アンモ
ニウム、過硫酸カリウムなどが挙げられる。
【００８７】
　また、前記重合において、連鎖移動剤を加えることが好ましい。連鎖移動剤としては、
アルキルメルカプタンが好ましく、具体的には、ｎ－ブチルメルカプタン、ｔ－ブチルメ
ルカプタン、ｎ－ヘキシルメルカプタン、ｎ－オクチルメルカプタン、ｔ－オクチルメル
カプタン、ｎ－ドデシルメルカプタン、ｔ－ドデシルメルカプタン、ｎ－ステアリルメル
カプタンが挙げられる。中でも、ｎ－オクチルメルカプタン、ｔ－ドデシルメルカプタン
が、重合安定性が良好であるという観点から好ましい。
【００８８】
　また、上記アルキルメルカプタンと共に他の連鎖移動剤を併用してもよい。併用しても
よい連鎖移動剤としては、ターピノーレン、アリルアルコール、アリルアミン、アリルス
ルフォン酸ソーダ（カリウム）、メタアリルスルフォン酸ソーダ（カリウム）等が挙げら
れる。上記の連鎖移動剤の使用量は、本願発明の効果を妨げない範囲で特に限定されない
。
【００８９】
　水系分散液中のバインダーの個数平均粒径は、５０～５００ｎｍが好ましく、７０～４
００ｎｍがさらに好ましい。バインダーの個数平均粒径が上記範囲にあることで、得られ
る負極の強度および柔軟性が良好となる。重合体粒子の存在は、透過型電子顕微鏡法やコ
ールターカウンター、レーザー回折散乱法などによって容易に測定することができる。
【００９０】
　バインダーのガラス転移温度は、４０℃以下であることが好ましく、より好ましくは、
－７５～＋３０℃、更に好ましくは－５５～＋２０℃、最も好ましくは－３５～１５℃で
ある。バインダーのガラス転移温度が、上記範囲であることにより、負極の柔軟性、結着
性及び捲回性、負極活物質と集電体との密着性などの特性が高度にバランスされ好適であ
る。
【００９１】
　また、バインダーは、上記単量体を段階的に重合することにより得られるコアシェル構
造を有する重合体粒子からなるバインダーであってもよい。
【００９２】
　バインダーを含む水系分散液に、バインダー１００質量部（固形分換算）に対し、３０
００ｐｐｍより多く７０００ｐｐｍ未満、好ましくは３５００～６５００ｐｐｍ、より好
ましくは４０００～６０００ｐｐｍのα－メチルスチレンダイマーと、１００～５０００
ｐｐｍ、好ましくは１００～４０００ｐｐｍ、より好ましくは１００～３０００ｐｐｍの
アミン系化合物とを添加・混合する方法は特に限定されない。混合する方法としては、例
えば、撹拌式、振とう式、および回転式などの混合装置を使用した方法が挙げられる。ま
た、ホモジナイザー、ボールミル、サンドミル、ロールミル、プラネタリーミキサーおよ
び遊星式混練機などの分散混練装置を使用した方法が挙げられる。
【００９３】
　（ＩＩ）の方法では、単量体を含む単量体組成物及びα－メチルスチレンダイマーを水
系溶媒中で重合してバインダーとα－メチルスチレンダイマーを含む水系分散液を得、次
いで、該水系分散液を蒸留分離することによりα－メチルスチレンダイマーの含有量を特
定範囲とし、その後、特定量のアミン系化合物を添加・混合することで、本発明の二次電
池負極用バインダー組成物は製造される。
【００９４】
　バインダーを含む水系分散液を得る工程における単量体組成物中の各単量体の比率、水
系溶媒、重合方法及び特定量のアミン系化合物を添加・混合する方法は上述の（Ｉ）と同
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様である。なお、重合の際のα－メチルスチレンダイマーの含有量は特に限定されず、後
述する蒸留分離方法により、バインダーとα－メチルスチレンダイマーを含む水系分散液
中のα－メチルスチレンダイマーの含有量を特定範囲とする。
【００９５】
　蒸留分離方法は特に限定されず、例えば加熱減圧蒸留法が挙げられる。バインダーとα
－メチルスチレンダイマーを含む水系分散液を蒸留分離することにより未反応単量体及び
／または過剰なα－メチルスチレンダイマーを除去することができるため、該水系分散液
中のα－メチルスチレンダイマーの含有量をバインダー１００質量部（固形分換算）に対
し、３０００ｐｐｍより多く７０００ｐｐｍ未満、好ましくは３５００～６５００ｐｐｍ
、より好ましくは４０００～６０００ｐｐｍとすることができる。
【００９６】
　（ＩＩＩ）の方法では、単量体を含む単量体組成物及びα－メチルスチレンダイマーを
、水系溶媒中で重合してバインダーとα－メチルスチレンダイマーを含む水系分散液を得
、次いで、該水系分散液を蒸留分離し、その後、特定量のα－メチルスチレンダイマー及
びアミン系化合物を添加・混合することで、本発明の二次電池負極用バインダー組成物は
製造される。
【００９７】
　バインダーを含む水系分散液を得る工程における単量体組成物中の各単量体の比率、水
系溶媒、重合方法及び特定量のアミン系化合物を添加・混合する方法は上述の（Ｉ）と同
様である。なお、重合の際及び蒸留分離後のα－メチルスチレンダイマーの含有量は特に
限定されず、バインダーとα－メチルスチレンダイマーを含む水系分散液を蒸留分離した
後に、α－メチルスチレンダイマー及びアミン系化合物を添加・混合することにより、該
水系分散液中のα－メチルスチレンダイマー及びアミン系化合物の含有量を特定範囲とす
る。該水系分散液の蒸留分離後に、該水系分散液にα－メチルスチレンダイマー及びアミ
ン系化合物を添加・混合することにより、α－メチルスチレンダイマーの含有量をバイン
ダー１００質量部（固形分換算）に対し、３０００ｐｐｍより多く７０００ｐｐｍ未満、
好ましくは３５００～６５００ｐｐｍ、より好ましくは４０００～６０００ｐｐｍとする
ことができ、アミン系化合物の含有量をバインダー１００質量部（固形分換算）に対し、
１００～５０００ｐｐｍ、好ましくは１００～４０００ｐｐｍ、より好ましくは１００～
３０００ｐｐｍとすることができる。
【００９８】
　また、（Ｉ）～（ＩＩＩ）の方法で得られた本発明の二次電池負極用バインダー組成物
には、塗布性を向上させたり、充放電特性を向上させるために添加剤を加えることができ
る。これらの添加剤としては、カルボキシメチルセルロース、メチルセルロース、ヒドロ
キシプロピルセルロースなどのセルロース系ポリマー、ポリアクリル酸ナトリウムなどの
ポリアクリル酸塩、ポリビニルアルコール、ポリエチレンオキシド、ポリビニルピロリド
ン、アクリル酸－ビニルアルコール共重合体、メタクリル酸－ビニルアルコール共重合体
、マレイン酸－ビニルアルコール共重合体、変性ポリビニルアルコール、ポリエチレング
リコール、エチレン－ビニルアルコール共重合体、ポリ酢酸ビニル部分ケン化物などが挙
げられる。これらの添加剤は、バインダー組成物に添加する方法以外に、後述する本発明
の二次電池負極用スラリー組成物に添加することもできる。
【００９９】
（２）二次電池負極用スラリー組成物
　本発明の二次電池負極用スラリー組成物は、上記二次電池負極用バインダー組成物及び
負極活物質を含有してなる。以下においては、本発明の二次電池負極用スラリー組成物を
、リチウムイオン二次電池負極用スラリー組成物として用いる態様について説明する。
【０１００】
（負極活物質）
　本発明に用いる負極活物質は、二次電池負極内で電子の受け渡しをする物質である。
【０１０１】
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　リチウムイオン二次電池用負極活物質としては、炭素材料系活物質や合金系活物質が挙
げられる。
　炭素材料系活物質とは、リチウムが挿入可能な炭素を主骨格とする活物質をいい、具体
的には、炭素質材料と黒鉛質材料が挙げられる。炭素質材料とは一般的に炭素前駆体を２
０００℃以下で熱処理（炭素化）された黒鉛化の低い（結晶性の低い）炭素材料を示し、
黒鉛質材料とは易黒鉛性炭素を２０００℃以上で熱処理することによって得られた黒鉛に
近い高い結晶性を有する黒鉛質材料を示す。
【０１０２】
　炭素質材料としては、熱処理温度によって炭素の構造を容易に変える易黒鉛性炭素や、
ガラス状炭素に代表される非晶質構造に近い構造を持つ難黒鉛性炭素が挙げられる。
　易黒鉛性炭素としては石油や石炭から得られるタールピッチを原料とした炭素材料が挙
げられ、例えば、コークス、メソカーボンマイクロビーズ（ＭＣＭＢ）、メソフェーズピ
ッチ系炭素繊維、熱分解気相成長炭素繊維などが挙げられる。ＭＣＭＢとはピッチ類を４
００℃前後で過熱する過程で生成したメソフェーズ小球体を分離抽出した炭素微粒子であ
り、メソフェーズピッチ系炭素繊維とは、前記メソフェーズ小球体が成長、合体して得ら
れるメソフェーズピッチを原料とする炭素繊維である。
　難黒鉛性炭素としては、フェノール樹脂焼成体、ポリアクリロニトリル系炭素繊維、擬
等方性炭素、フルフリルアルコール樹脂焼成体（ＰＦＡ）などが挙げられる。
【０１０３】
　黒鉛質材料としては天然黒鉛、人造黒鉛が挙げられる。人造黒鉛としては、主に２８０
０℃以上で熱処理した人造黒鉛、ＭＣＭＢを２０００℃以上で熱処理した黒鉛化ＭＣＭＢ
、メソフェーズピッチ系炭素繊維を２０００℃以上で熱処理した黒鉛化メソフェーズピッ
チ系炭素繊維などが挙げられる。
【０１０４】
　炭素系活物質の中でも黒鉛質材料が好ましい。
【０１０５】
　本発明で用いる合金系活物質とは、リチウムの挿入可能な元素を構造に含み、リチウム
が挿入した場合の重量あたりの理論電気容量が５００ｍＡｈ／ｇ以上である活物質をいい
、具体的には、リチウム金属、リチウム合金を形成する単体金属およびその合金、及びそ
れらの酸化物や硫化物、窒化物、珪化物、炭化物、燐化物等が用いられる。
　リチウム合金を形成する単体金属及び合金としては、Ａｇ、Ａｌ、Ｂａ、Ｂｉ、Ｃｕ、
Ｇａ、Ｇｅ、Ｉｎ、Ｎｉ、Ｐ、Ｐｂ、Ｓｂ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｓｒ、Ｚｎ等の金属を含有する
化合物が挙げられる。それらの中でもケイ素（Ｓｉ）、スズ（Ｓｎ）または鉛（Ｐｂ）の
単体金属若しくはこれら原子を含む合金、または、それらの金属の化合物が用いられる。
　本発明で用いる合金系活物質は、さらに、一つ以上の非金属元素を含有していてもよい
。具体的には、例えばＳｉＣ、ＳｉＯｘＣｙ（以下、「Ｓｉ－Ｏ－Ｃ」と呼ぶ場合がある
。）（０＜ｘ≦３、０＜ｙ≦５）、Ｓｉ３Ｎ４、Ｓｉ２Ｎ２Ｏ、ＳｉＯｘ（０＜ｘ≦２）
、ＳｎＯｘ（０＜ｘ≦２）、ＬｉＳｉＯ、ＬｉＳｎＯ等が挙げられ、中でも低電位でリチ
ウムの挿入脱離が可能なＳｉＯｘＣｙが好ましい。例えば、ＳｉＯｘＣｙは、ケイ素を含
む高分子材料を焼成して得ることができる。ＳｉＯｘＣｙの中でも、容量とサイクル特性
の兼ね合いから、０．８≦ｘ≦３、２≦ｙ≦４の範囲が好ましく用いられる。
【０１０６】
　酸化物や硫化物、窒化物、珪化物、炭化物、燐化物としては、リチウムの挿入可能な元
素の酸化物や硫化物、窒化物、珪化物、炭化物、燐化物等が挙げられ、その中で酸化物が
特に好ましい。具体的には酸化スズ、酸化マンガン、酸化チタン、酸化ニオブ、酸化バナ
ジウム等の酸化物、Ｓｉ、Ｓｎ、ＰｂおよびＴｉ原子よりなる群から選ばれる金属元素を
含むリチウム含有金属複合酸化物材料が用いられている。ケイ素の酸化物としてはシリコ
ンカーバイドのような材料も挙げられる。
　リチウム含有金属複合酸化物としては、更にＬｉｘＴｉｙＭｚＯ４で示されるリチウム
チタン複合酸化物（０．７≦ｘ≦１．５、１．５≦ｙ≦２．３、０≦ｚ≦１．６、Ｍは、
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Ｎａ、Ｋ、Ｃｏ、Ａｌ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ｍｇ、Ｃｒ、Ｇａ、Ｃｕ、ＺｎおよびＮｂ）が挙げ
られ、中でもＬｉ４／３Ｔｉ５／３Ｏ４、Ｌｉ１Ｔｉ２Ｏ４、Ｌｉ４／５Ｔｉ１１／５Ｏ

４が用いられる。
　これらの中でもケイ素を含む材料が好ましく、中でもＳｉ－Ｏ－Ｃがさらに好ましい。
この化合物では高電位でＳｉ（ケイ素）、低電位ではＣ（炭素）へのＬｉの挿入脱離が起
こると推測され、他の合金系活物質よりも膨張・収縮が抑制されるため、本発明の効果が
より得られ易い。
【０１０７】
　本発明においては、二次電池の低温出力特性に優れるという観点から、合金系活物質が
好ましい。
【０１０８】
　負極活物質の形状は、粒状に整粒されたものが好ましい。粒子の形状が球形であると、
電極成形時により高密度な電極が形成できる。
【０１０９】
　負極活物質の体積平均粒子径は、電池の他の構成要件との兼ね合いで適宜選択されるが
通常０．１～１００μｍ、好ましくは１～５０μｍ、より好ましくは５～２０μｍである
。また、負極活物質の５０％体積累積径は、初期効率、負荷特性、サイクル特性などの電
池特性の向上の観点から、通常１～５０μｍ、好ましくは１５～３０μｍである。体積平
均粒子径は、レーザー回折で粒度分布を測定することにより求めることができる。５０％
体積累積径は、レーザー回折式粒度分布測定装置（ＳＡＬＤ－３１００；島津製作所製）
にて測定し、算出される５０％体積平均粒子径である。
【０１１０】
　負極活物質のタップ密度は、特に制限されないが、０．６ｇ／ｃｍ３以上のものが好適
に用いられる。
【０１１１】
　負極活物質のＢＥＴ比表面積は、好ましくは３～２０ｍ２／ｇ、より好ましくは３～１
５ｍ２／ｇ、特に好ましくは３～１０ｍ２／ｇである。負極活物質のＢＥＴ比表面積が上
記範囲にあることで、負極活物質表面の活性点が増えるため、二次電池の低温出力特性に
優れる。
【０１１２】
　本発明の二次電池負極用スラリー組成物における、負極活物質及びバインダー組成物の
合計含有量は、スラリー組成物１００質量部中、好ましくは１０～９０質量部であり、さ
らに好ましくは３０～８０質量部である。また負極活物質の総量に対するバインダー組成
物の含有量（固形分相当量）は、負極活物質の総量１００質量部に対して、好ましくは０
．１～５質量部であり、さらに好ましくは０．５～２質量部である。スラリー組成物にお
ける負極活物質及びバインダー組成物の合計含有量とバインダー組成物の含有量が上記範
囲であると、得られる二次電池負極用スラリー組成物の粘度が適正化され、塗工を円滑に
行えるようになり、また得られた負極に関して抵抗が高くなることなく、十分な密着強度
が得られる。その結果、極板プレス工程における集電体からの負極活物質層の剥がれを抑
制することができる。
【０１１３】
（分散媒）
　本発明では、分散媒として水を用いる。本発明においては、バインダー組成物の分散安
定性を損なわない範囲であれば、分散媒として水に親水性の溶媒を混ぜたものを使用して
もよい。親水性の溶媒としては、メタノール、エタノール、Ｎ－メチルピロリドンなどが
挙げられ、水に対して５質量％以下であることが好ましい。
【０１１４】
（導電剤）
　本発明の二次電池負極用スラリー組成物においては、導電剤を含有することが好ましい
。導電剤としては、アセチレンブラック、ケッチェンブラック、カーボンブラック、グラ
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ファイト、気相成長カーボン繊維、およびカーボンナノチューブ等の導電性カーボンを使
用することができる。導電剤を含有することにより、負極活物質同士の電気的接触を向上
させることができ、二次電池に用いる場合に放電レート特性を改善することができる。ス
ラリー組成物における導電剤の含有量は、負極活物質１００質量部に対して、好ましくは
１～２０質量部、より好ましくは１～１０質量部である。
【０１１５】
（増粘剤）
　本発明の二次電池負極用スラリー組成物においては、増粘剤を含有することが好ましい
。増粘剤としては、カルボキシメチルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシプロピ
ルセルロースなどのセルロース系ポリマーおよびこれらのアンモニウム塩並びにアルカリ
金属塩；（変性）ポリ（メタ）アクリル酸およびこれらのアンモニウム塩並びにアルカリ
金属塩；（変性）ポリビニルアルコール、アクリル酸又はアクリル酸塩とビニルアルコー
ルの共重合体、無水マレイン酸又はマレイン酸もしくはフマル酸とビニルアルコールの共
重合体などのポリビニルアルコール類；ポリエチレングリコール、ポリエチレンオキシド
、ポリビニルピロリドン、変性ポリアクリル酸、酸化スターチ、リン酸スターチ、カゼイ
ン、各種変性デンプンなどが挙げられる。
【０１１６】
　増粘剤の配合量は、負極活物質１００質量部に対して、０．５～１．５質量部が好まし
い。増粘剤の配合量が上記範囲であると、塗工性、集電体との密着性が良好である。本発
明において、「（変性）ポリ」は「未変性ポリ」又は「変性ポリ」を意味し、「（メタ）
アクリル」は、「アクリル」又は「メタアクリル」を意味する。
【０１１７】
　二次電池負極用スラリー組成物には、上記成分のほかに、さらに補強材、レベリング剤
、電解液分解抑制等の機能を有する電解液添加剤等の他の成分が含まれていてもよく、後
述の二次電池負極中に含まれていてもよい。これらは電池反応に影響を及ぼさないもので
あれば特に限られない。
【０１１８】
　補強材としては、各種の無機および有機の球状、板状、棒状または繊維状のフィラーが
使用できる。補強材を用いることにより強靭で柔軟な負極を得ることができ、優れた長期
サイクル特性を示すことができる。スラリー組成物における補強材の含有量は、負極活物
質１００質量部に対して通常０．０１～２０質量部、好ましくは１～１０質量部である。
上記範囲に含まれることにより、高い容量と高い負荷特性を示すことができる。
【０１１９】
　レベリング剤としては、アルキル系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤、フッ素系界
面活性剤、金属系界面活性剤などの界面活性剤が挙げられる。レベリング剤を混合するこ
とにより、塗工時に発生するはじきを防止したり、負極の平滑性を向上させることができ
る。スラリー組成物中のレベリング剤の含有量は、負極活物質１００質量部に対して、好
ましくは０．０１～１０質量部である。レベリング剤が上記範囲であることにより負極作
製時の生産性、平滑性及び電池特性に優れる。界面活性剤を含有させることによりスラリ
ー組成物中の負極活物質等の分散性を向上することができ、さらにそれにより得られる負
極の平滑性を向上させることができる。
【０１２０】
　電解液添加剤としては、スラリー組成物中及び電解液中に使用されるビニレンカーボネ
ートなどを用いることができる。スラリー組成物中の電解液添加剤の含有量は、負極活物
質１００質量部に対して、好ましくは０．０１～１０質量部である。電解液添加剤が、上
記範囲であることによりサイクル特性及び高温特性に優れる。その他には、フュームドシ
リカやフュームドアルミナなどのナノ微粒子が挙げられる。ナノ微粒子を混合することに
よりスラリー組成物のチキソ性をコントロールすることができ、さらにそれにより得られ
る負極のレベリング性を向上させることができる。スラリー組成物中のナノ微粒子の含有
量は、負極活物質１００質量部に対して、好ましくは０．０１～１０質量部である。ナノ



(19) JP 5761197 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

微粒子が上記範囲であることによりスラリー安定性、生産性に優れ、高い電池特性を示す
。
【０１２１】
（水溶性ポリマー）
　本発明の二次電池負極用スラリー組成物は、エチレン性不飽和カルボン酸単量体単位２
０～６０質量％、（メタ）アクリル酸エステル単量体単位２０～８０質量％およびこれら
と共重合可能な他の単量体単位０～２０質量％からなる水溶性ポリマーをさらに含んでな
ることが好ましい。二次電池負極用スラリー組成物に上記水溶性ポリマーを含ませること
で、二次電池負極の密着性及び耐久性が向上するため、ピール強度を向上させることがで
きる。本発明における水溶性ポリマーとは、ｐＨ１２において、１％水溶液粘度が０．１
～１０００００ｍＰａ・ｓである重合体をいう。
【０１２２】
　エチレン性不飽和カルボン酸単量体としては、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸
、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸などのモノまたはジカルボン酸（無水物）等が挙げ
られ、１種または２種以上用いることができる。これらのエチレン性不飽和カルボン酸単
量体単位の割合は、より好ましくは２５～５５質量％、特に好ましくは３０～５０質量％
である。
【０１２３】
　（メタ）アクリル酸エステル単量体としては、メチルアクリレート、エチルアクリレー
ト、ｎ－プロピルアクリレート、イソプロピルアクリレート、ｎ－ブチルアクリレート、
ｔ－ブチルアクリレート、ペンチルアクリレート、ヘキシルアクリレート、ヘプチルアク
リレート、オクチルアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、ノニルアクリレー
ト、デシルアクリレート、ラウリルアクリレート、ｎ－テトラデシルアクリレート、ステ
アリルアクリレートなどのアクリル酸アルキルエステル；メチルメタクリレート、エチル
メタクリレート、ｎ－プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、ｎ－ブチ
ルメタクリレート、ｔ－ブチルメタクリレート、ペンチルメタクリレート、ヘキシルメタ
クリレート、ヘプチルメタクリレート、オクチルメタクリレート、２－エチルヘキシルメ
タクリレート、ノニルメタクリレート、デシルメタクリレート、ラウリルメタクリレート
、ｎ－テトラデシルメタクリレート、ステアリルメタクリレートなどのメタクリル酸アル
キルエステルが挙げられる。これらの（メタ）アクリル酸エステル単量体単位の割合は、
より好ましくは２５～７５質量％、特に好ましくは３０～７０質量％である。
【０１２４】
　共重合可能な他の単量体としては、エチレングリコールジメタクリレート、ジエチレン
グリコールジメタクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレートなどの２つ以上
の炭素－炭素二重結合を有するカルボン酸エステルモノマー；スチレン、クロロスチレン
、ビニルトルエン、ｔ－ブチルスチレン、ビニル安息香酸、ビニル安息香酸メチル、ビニ
ルナフタレン、クロロメチルスチレン、ヒドロキシメチルスチレン、α－メチルスチレン
、ジビニルベンゼン等のスチレン系モノマー；アクリルアミド、Ｎ－メチロールアクエイ
ルアミド、アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸などのアミド系モノマー；ア
クリロニトリル、メタクリロニトリルなどのα，β－不飽和ニトリル化合物；エチレン、
プロピレン等のオレフィン類；塩化ビニル、塩化ビニリデン等のハロゲン原子含有モノマ
ー；酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル、安息香酸ビニル等のビニルエステル
類；メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、ブチルビエルエーテル等のビニルエ
ーテル類；メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、ブチルビニルケトン、ヘキシルビ
ニルケトン、イソプロペニルビニルケトン等のビニルケトン類；Ｎ－ビニルピロリドン、
ビニルピリジン、ビニルイミダゾール等の複素環含有ビニル化合物が挙げられる。これら
の中でも、α，β－不飽和ニトリル化合物やスチレン系モノマーが好ましく、α，β－不
飽和ニトリル化合物が特に好ましい。これらの共重合可能な単量体単位の割合は、より好
ましくは０～１０質量％、特に好ましくは０～５質量％である。
【０１２５】
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　水溶性ポリマーを製造する方法としては、上記単量体を含む単量体組成物を、水系溶媒
中で重合して水分散型ポリマーを得、ｐＨ７～１３にアルカリ化する方法が挙げられる。
水系溶媒や重合方法については、上述の二次電池負極用バインダー組成物と同様である。
【０１２６】
　ｐＨ７～１３にアルカリ化する方法としては、特に限定されないが、水酸化リチウム水
溶液、水酸化ナトリウム水溶液、水酸化カリウム水溶液などのアルカリ金属水溶液、水酸
化カルシウム水溶液、水酸化マグネシウム水溶液などのアルカリ土類金属水溶液や、アン
モニア水溶液などのアルカリ水溶液を添加する方法が挙げられる。
【０１２７】
　水溶性ポリマーの含有割合は、負極活物質１００質量部に対して、通常０．００１～１
５質量部、好ましくは０．００５～１０質量部、より好ましくは０．０１～５質量部であ
る。水溶性ポリマーの含有割合がこの範囲にあると、電解液溶媒の分解を抑制し、耐久性
に優れる。また、上記水溶性ポリマーは、上記増粘剤と併用することにより増粘剤として
の機能も果たすことができる。
【０１２８】
（二次電池負極用スラリー組成物の製造）
　二次電池負極用スラリー組成物は、上記バインダー組成物、負極活物質および必要に応
じ用いられる導電剤等を混合して得られる。該スラリー組成物を調製するときに使用する
分散媒の量は、スラリー組成物の固形分濃度が、通常１～５０質量％、好ましくは５～５
０質量％の範囲となる量である。固形分濃度がこの範囲にあるときに、上記バインダー組
成物が均一に分散するため好適である。
【０１２９】
　混合法は特に限定はされないが、例えば、撹拌式、振とう式、および回転式などの混合
装置を使用した方法が挙げられる。また、ホモジナイザー、ボールミル、サンドミル、ロ
ールミル、プラネタリーミキサーおよび遊星式混練機などの分散混練装置を使用した方法
が挙げられる。
【０１３０】
　二次電池負極用スラリー組成物の粘度は、室温において、通常１０～３，０００ｍＰａ
・ｓ、好ましくは３０～１，５００ｍＰａ・ｓ、より好ましくは５０～１，０００ｍＰａ
・ｓの範囲である。スラリー組成物の粘度がこの範囲にあると、後述する複合粒子の生産
性を上げることができる。また、スラリー組成物の粘度が高いほど、噴霧液滴が大きくな
り、得られる複合粒子の重量平均粒子径が大きくなる。
【０１３１】
（３）二次電池負極
　本発明の二次電池負極は、本発明の二次電池負極用スラリー組成物からなる負極活物質
層を集電体上に形成してなる。
【０１３２】
（二次電池負極の製造方法）
　本発明の二次電池負極の製造方法は、特に限定されない。具体的には、（Ｉ）上記スラ
リー組成物を集電体の少なくとも片面、好ましくは両面に塗布、乾燥し、負極活物質層を
形成する方法（湿式成形法）や、（ＩＩ）上記スラリー組成物から複合粒子を調製し、こ
れを集電体上に供給してシート成形し、負極活物質層を形成する方法（乾式成形法）等が
挙げられる。これらの中でも、（ＩＩ）乾式成形法が、得られる二次電池負極の容量を高
く、且つ内部抵抗を低減できる点で好ましい。
【０１３３】
　（Ｉ）湿式成形法において、スラリー組成物を集電体上に塗布する方法は特に限定され
ない。例えば、ドクターブレード法、ディップ法、リバースロール法、ダイレクトロール
法、グラビア法、エクストルージョン法、およびハケ塗り法などの方法が挙げられる。
【０１３４】
　乾燥方法としては、例えば、温風、熱風、低湿風による乾燥、真空乾燥、（遠）赤外線
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や電子線などの照射による乾燥法が挙げられる。乾燥時間は通常５～３０分であり、乾燥
温度は通常４０～１８０℃である。
【０１３５】
　（ＩＩ）乾式成形法における複合粒子は、上記スラリー組成物に含まれるバインダー組
成物や負極活物質等が一体化した粒子をさす。負極活物質層を複合粒子を用いて形成する
ことにより、得られる二次電池負極のピール強度をより高くできると共に、内部抵抗を低
減することができる。
【０１３６】
　本発明に好適に用いる複合粒子は、本発明のバインダー組成物、負極活物質及び必要に
応じて用いられる導電剤等を造粒することにより製造される。
【０１３７】
　複合粒子の造粒方法は特に制限されず、噴霧乾燥造粒法、転動層造粒法、圧縮型造粒法
、攪拌型造粒法、押出し造粒法、破砕型造粒法、流動層造粒法、流動層多機能型造粒法、
パルス燃焼式乾燥法、および溶融造粒法などの公知の造粒法により製造することができる
。中でも、表面付近にバインダー組成物および導電剤が偏在した複合粒子を容易に得られ
るので、噴霧乾燥造粒法が好ましい。噴霧乾燥造粒法で得られる複合粒子を用いると、本
発明の二次電池負極を高い生産性で得ることができる。また、二次電池負極の内部抵抗を
より低減することができる。
【０１３８】
　噴霧乾燥造粒法では、本発明の二次電池負極用スラリー組成物を噴霧乾燥して造粒し、
複合粒子を得る。噴霧乾燥は、熱風中にスラリー組成物を噴霧して乾燥することにより行
う。スラリー組成物の噴霧に用いる装置としてアトマイザーが挙げられる。アトマイザー
は、回転円盤方式と加圧方式との二種類の装置がある。回転円盤方式は、高速回転する円
盤のほぼ中央にスラリー組成物を導入し、円盤の遠心力によってスラリー組成物が円盤の
外に放たれ、その際にスラリー組成物を霧状にする方式である。円盤の回転速度は円盤の
大きさに依存するが、通常は５，０００～４０，０００ｒｐｍ、好ましくは１５，０００
～４０，０００ｒｐｍである。円盤の回転速度が低いほど、噴霧液滴が大きくなり、得ら
れる複合粒子の重量平均粒子径が大きくなる。回転円盤方式のアトマイザーとしては、ピ
ン型とベーン型が挙げられるが、好ましくはピン型アトマイザーである。ピン型アトマイ
ザーは、噴霧盤を用いた遠心式の噴霧装置の一種であり、該噴霧盤が上下取付円板の間に
その周縁に沿ったほぼ同心円上に着脱自在に複数の噴霧用コロを取り付けたもので構成さ
れている。スラリー組成物は噴霧盤中央から導入され、遠心力によって噴霧用コロに付着
し、コロ表面を外側へと移動し、最後にコロ表面から離れ噴霧される。一方、加圧方式は
、スラリー組成物を加圧してノズルから霧状にして乾燥する方式である。
【０１３９】
　噴霧されるスラリー組成物の温度は、通常は室温であるが、加温して室温以上にしたも
のであってもよい。また、噴霧乾燥時の熱風温度は、通常８０～２５０℃、好ましくは１
００～２００℃である。
【０１４０】
　噴霧乾燥において、熱風の吹き込み方法は特に制限されず、例えば、熱風と噴霧方向が
横方向に並流する方式、乾燥塔頂部で噴霧され熱風と共に下降する方式、噴霧した滴と熱
風が向流接触する方式、噴霧した滴が最初熱風と並流し次いで重力落下して向流接触する
方式等が挙げられる。
【０１４１】
　本発明に好適に用いる複合粒子の形状は、実質的に球形であることが好ましい。すなわ
ち、複合粒子の短軸径をＬｓ、長軸径をＬｌ、Ｌａ＝（Ｌｓ＋Ｌｌ）／２とし、（１－（
Ｌｌ－Ｌｓ）／Ｌａ）×１００の値を球形度（％）としたとき、球形度が８０％以上であ
ることが好ましく、より好ましくは９０％以上である。ここで、短軸径Ｌｓおよび長軸径
Ｌｌは、透過型電子顕微鏡写真像より測定される値である。
【０１４２】
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　本発明に好適に用いる複合粒子の体積平均粒子径は、通常１０～１００μｍ、好ましく
は２０～８０μｍ、より好ましくは３０～６０μｍの範囲である。体積平均粒子径は、レ
ーザー回折式粒度分布測定装置を用いて測定することができる。
【０１４３】
　本発明において、複合粒子を集電体上に供給する工程で用いられるフィーダーは、特に
限定されないが、複合粒子を定量的に供給できる定量フィーダーであることが好ましい。
ここで、定量的に供給できるとは、かかるフィーダーを用いて複合粒子を連続的に供給し
、一定間隔で供給量を複数回測定し、その測定値の平均値ｍと標準偏差σｍから求められ
るＣＶ値（＝σｍ／ｍ×１００）が４以下であることをいう。本発明に好適に用いられる
定量フィーダーは、ＣＶ値が好ましくは２以下である。定量フィーダーの具体例としては
、テーブルフィーダー、ロータリーフィーダーなどの重力供給機、スクリューフィーダー
、ベルトフィーダーなどの機械力供給機などが挙げられる。これらのうちロータリーフィ
ーダーが好適である。
【０１４４】
　次いで、集電体と供給された複合粒子とを一対のロールで加圧して、集電体上に負極活
物質層を形成する。この工程では、必要に応じ加温された前記複合粒子が、一対のロール
でシート状の負極活物質層に成形される。供給される複合粒子の温度は、好ましくは４０
～１６０℃、より好ましくは７０～１４０℃である。この温度範囲にある複合粒子を用い
ると、プレス用ロールの表面で複合粒子の滑りがなく、複合粒子が連続的かつ均一にプレ
ス用ロールに供給されるので、膜厚が均一で、電極密度のばらつきが小さい、負極活物質
層を得ることができる。
【０１４５】
　成形時の温度は、通常０～２００℃であり、本発明に用いるバインダーの融点またはガ
ラス転移温度より高いことが好ましく、融点またはガラス転移温度より２０℃以上高いこ
とがより好ましい。ロールを用いる場合の成形速度は、通常０．１ｍ／分より大きく、好
ましくは３５～７０ｍ／分である。またプレス用ロール間のプレス線圧は、通常０．２～
３０ｋＮ／ｃｍ、好ましくは０．５～１０ｋＮ／ｃｍである。
【０１４６】
　上記製法では、前記一対のロールの配置は特に限定されないが、略水平または略垂直に
配置されることが好ましい。略水平に配置する場合は、集電体を一対のロール間に連続的
に供給し、該ロールの少なくとも一方に複合粒子を供給することで、集電体とロールとの
間隙に複合粒子が供給され、加圧により負極活物質層を形成できる。略垂直に配置する場
合は、集電体を水平方向に搬送させ、集電体上に複合粒子を供給し、供給された複合粒子
を必要に応じブレード等で均した後、前記集電体を一対のロール間に供給し、加圧により
負極活物質層を形成できる。
【０１４７】
　本発明の二次電池負極を製造するに際して、集電体上に上記スラリー組成物からなる負
極活物質層を形成後、金型プレスやロールプレスなどを用い、加圧処理により負極活物質
層の空隙率を低くする工程を有することが好ましい。空隙率の好ましい範囲は５～３０％
、より好ましくは７～２０％である。空隙率が高すぎると充電効率や放電効率が悪化する
。空隙率が低すぎる場合は、高い体積容量が得難く、負極活物質層が集電体から剥がれ易
く不良を発生し易いといった問題を生じる。さらに、バインダー組成物に硬化性の重合体
を用いる場合は、硬化させることが好ましい。
【０１４８】
　本発明の二次電池負極における負極活物質層の厚みは、通常５～３００μｍであり、好
ましくは３０～２５０μｍである。負極活物質層の厚みが上記範囲にあることにより、負
荷特性及びサイクル特性共に高い特性を示す。
【０１４９】
　本発明において、負極活物質層における負極活物質の含有割合は、好ましくは８５～９
９質量％、より好ましくは８８～９７質量％である。負極活物質の含有割合を、上記範囲
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とすることにより、高い容量を示しながらも柔軟性、結着性を示すことができる。
【０１５０】
　本発明において、二次電池負極の負極活物質層の密度は、好ましくは１．６～１．９ｇ
／ｃｍ３であり、より好ましくは１．６５～１．８５ｇ／ｃｍ３である。負極活物質層の
密度が上記範囲にあることにより、高容量の電池を得ることができる。
【０１５１】
（集電体）
　本発明で用いる集電体は、電気導電性を有しかつ電気化学的に耐久性のある材料であれ
ば特に制限されないが、耐熱性を有するため金属材料が好ましく、例えば、鉄、銅、アル
ミニウム、ニッケル、ステンレス鋼、チタン、タンタル、金、白金などが挙げられる。中
でも、二次電池負極に用いる集電体としては銅が特に好ましい。集電体の形状は特に制限
されないが、厚さ０．００１～０．５ｍｍ程度のシート状のものが好ましい。集電体は、
負極活物質層との接着強度を高めるため、予め粗面化処理して使用するのが好ましい。粗
面化方法としては、機械的研磨法、電解研磨法、化学研磨法などが挙げられる。機械的研
磨法においては、研磨剤粒子を固着した研磨布紙、砥石、エメリバフ、鋼線などを備えた
ワイヤーブラシ等が使用される。また、負極活物質層との接着強度や導電性を高めるため
に、集電体表面に中間層を形成してもよい。
【０１５２】
（４）二次電池
　本発明の二次電池は、正極、負極、セパレーター及び電解液を備えてなる二次電池であ
って、負極が、上記二次電池負極である。
【０１５３】
（正極）
　正極は、正極活物質及び二次電池正極用バインダー組成物を含む正極活物質層が、集電
体上に積層されてなる。
【０１５４】
（正極活物質）
　正極活物質は、リチウムイオンをドープ及び脱ドープ可能な活物質が用いられ、無機化
合物からなるものと有機化合物からなるものとに大別される。
【０１５５】
　無機化合物からなる正極活物質としては、遷移金属酸化物、遷移金属硫化物、リチウム
と遷移金属とのリチウム含有複合金属酸化物などが挙げられる。上記の遷移金属としては
、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｍｏ等が使用される。
【０１５６】
　遷移金属酸化物としては、ＭｎＯ、ＭｎＯ２、Ｖ２Ｏ５、Ｖ６Ｏ１３、ＴｉＯ２、Ｃｕ

２Ｖ２Ｏ３、非晶質Ｖ２Ｏ－Ｐ２Ｏ５、ＭｏＯ３、Ｖ２Ｏ５、Ｖ６Ｏ１３等が挙げられ、
中でもサイクル安定性と容量からＭｎＯ、Ｖ２Ｏ５、Ｖ６Ｏ１３、ＴｉＯ２が好ましい。
遷移金属硫化物としては、ＴｉＳ２、ＴｉＳ３、非晶質ＭｏＳ２、ＦｅＳ等が挙げられる
。リチウム含有複合金属酸化物としては、層状構造を有するリチウム含有複合金属酸化物
、スピネル構造を有するリチウム含有複合金属酸化物、オリビン型構造を有するリチウム
含有複合金属酸化物などが挙げられる。
【０１５７】
　層状構造を有するリチウム含有複合金属酸化物としてはリチウム含有コバルト酸化物（
ＬｉＣｏＯ２）、リチウム含有ニッケル酸化物（ＬｉＮｉＯ２）、Ｃｏ－Ｎｉ－Ｍｎのリ
チウム複合酸化物、Ｎｉ－Ｍｎ－Ａｌのリチウム複合酸化物、Ｎｉ－Ｃｏ－Ａｌのリチウ
ム複合酸化物等が挙げられる。スピネル構造を有するリチウム含有複合金属酸化物として
はマンガン酸リチウム（ＬｉＭｎ２Ｏ４）やＭｎの一部を他の遷移金属で置換したＬｉ［
Ｍｎ３／２Ｍ１／２］Ｏ４（ここでＭは、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ等）等が挙げら
れる。オリビン型構造を有するリチウム含有複合金属酸化物としてはＬｉＸＭＰＯ４（式
中、Ｍは、Ｍｎ，Ｆｅ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｃｕ，Ｍｇ，Ｚｎ，Ｖ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ，Ｔｉ，
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Ａｌ，Ｓｉ，Ｂ及びＭｏから選ばれる少なくとも１種、０≦Ｘ≦２）であらわされるオリ
ビン型燐酸リチウム化合物が挙げられる。
【０１５８】
　有機化合物としては、例えば、ポリアセチレン、ポリ－ｐ－フェニレンなどの導電性高
分子を用いることもできる。電気伝導性に乏しい、鉄系酸化物は、還元焼成時に炭素源物
質を存在させることで、炭素材料で覆われた電極活物質として用いてもよい。また、これ
ら化合物は、部分的に元素置換したものであってもよい。二次電池用の正極活物質は、上
記の無機化合物と有機化合物の混合物であってもよい。
【０１５９】
　正極活物質の体積平均粒子径は、通常０．０１～５０μｍ、好ましくは０．０５～３０
μｍである。体積平均粒子径が上記範囲にあることにより、後述する正極用スラリー組成
物を調製する際の正極用バインダー組成物の量を少なくすることができ、電池の容量の低
下を抑制できると共に、正極用スラリー組成物を、塗布するのに適正な粘度に調製するこ
とが容易になり、均一な電極を得ることができる。
【０１６０】
　正極活物質層における正極活物質の含有割合は、好ましくは９０～９９．９質量％、よ
り好ましくは９５～９９質量％である。正極中の正極活物質の含有量を、上記範囲とする
ことにより、高い容量を示しながらも柔軟性、結着性を示すことができる。
【０１６１】
（二次電池正極用バインダー組成物）
　二次電池正極用バインダー組成物としては、特に制限されず公知のものを用いることが
できる。例えば、ポリエチレン、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）、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
（ＦＥＰ）、ポリアクリル酸誘導体、ポリアクリロニトリル誘導体などの樹脂や、アクリ
ル系軟質重合体、ジエン系軟質重合体、オレフィン系軟質重合体、ビニル系軟質重合体等
の軟質重合体を用いることができる。これらは単独で使用しても、これらを２種以上併用
してもよい。
【０１６２】
　正極には、上記成分のほかに、さらに前述の電解液分解抑制等の機能を有する電解液添
加剤等の他の成分が含まれていてもよい。これらは電池反応に影響を及ぼさないものであ
れば特に限られない。
【０１６３】
　集電体は、前述の二次電池負極に使用される集電体を用いることができ、電気導電性を
有しかつ電気化学的に耐久性のある材料であれば特に制限されないが、二次電池正極用と
してはアルミニウムが特に好ましい。
【０１６４】
　正極活物質層の厚みは、通常５～３００μｍであり、好ましくは１０～２５０μｍであ
る。正極活物質層の厚みが上記範囲にあることにより、負荷特性及びエネルギー密度共に
高い特性を示す。
【０１６５】
　正極は、前述の二次電池負極と同様に製造することができる。
【０１６６】
（セパレーター）
　セパレーターは気孔部を有する多孔性基材であって、使用可能なセパレーターとしては
、（ａ）気孔部を有する多孔性セパレーター、（ｂ）片面または両面に高分子コート層が
形成された多孔性セパレーター、または（ｃ）無機セラミック粉末を含む多孔質の樹脂コ
ート層が形成された多孔性セパレーターが挙げられる。これらの非制限的な例としては、
ポリプロピレン系、ポリエチレン系、ポリオレフィン系、またはアラミド系多孔性セパレ
ーター、ポリビニリデンフルオリド、ポリエチレンオキシド、ポリアクリロニトリルまた
はポリビニリデンフルオリドヘキサフルオロプロピレン共重合体などの固体高分子電解質
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用またはゲル状高分子電解質用の高分子フィルム、ゲル化高分子コート層がコートされた
セパレーター、または無機フィラー、無機フィラー用分散剤からなる多孔膜層がコートさ
れたセパレーターなどがある。
【０１６７】
（電解液）
　本発明に用いられる電解液は、特に限定されないが、例えば、非水系の溶媒に支持電解
質としてリチウム塩を溶解したものが使用できる。リチウム塩としては、例えば、ＬｉＰ
Ｆ６、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＳｂＦ６、ＬｉＡｌＣｌ４、ＬｉＣｌＯ４、ＣＦ

３ＳＯ３Ｌｉ、Ｃ４Ｆ９ＳＯ３Ｌｉ、ＣＦ３ＣＯＯＬｉ、（ＣＦ３ＣＯ）２ＮＬｉ、（Ｃ
Ｆ３ＳＯ２）２ＮＬｉ、（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）ＮＬｉなどのリチウム塩が挙げられる。特に
溶媒に溶けやすく高い解離度を示すＬｉＰＦ６、ＬｉＣｌＯ４、ＣＦ３ＳＯ３Ｌｉは好適
に用いられる。これらは、単独、または２種以上を混合して用いることができる。支持電
解質の量は、電解液に対して、通常１質量％以上、好ましくは５質量％以上、また通常は
３０質量％以下、好ましくは２０質量％以下である。支持電解質の量が少なすぎても多す
ぎてもイオン導電度は低下し電池の充電特性、放電特性が低下する。
【０１６８】
　電解液に使用する溶媒としては、支持電解質を溶解させるものであれば特に限定されな
いが、通常、ジメチルカーボネート（ＤＭＣ）、エチレンカーボネート（ＥＣ）、ジエチ
ルカーボネート（ＤＥＣ）、プロピレンカーボネート（ＰＣ）、ブチレンカーボネート（
ＢＣ）、およびメチルエチルカーボネート（ＭＥＣ）などのアルキルカーボネート類；γ
－ブチロラクトン、ギ酸メチルなどのエステル類、１，２－ジメトキシエタン、およびテ
トラヒドロフランなどのエーテル類；スルホラン、およびジメチルスルホキシドなどの含
硫黄化合物類；が用いられる。特に高いイオン伝導性が得易く、使用温度範囲が広いため
、ジメチルカーボネート、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジエチルカ
ーボネート、メチルエチルカーボネートが好ましい。これらは、単独、または２種以上を
混合して用いることができる。また、電解液には添加剤を含有させて用いることも可能で
ある。添加剤としてはビニレンカーボネート（ＶＣ）などのカーボネート系の化合物が好
ましい。
【０１６９】
　上記以外の電解液としては、ポリエチレンオキシド、ポリアクリロニトリルなどのポリ
マー電解質に電解液を含浸したゲル状ポリマー電解質や、硫化リチウム、ＬｉＩ、Ｌｉ３

Ｎなどの無機固体電解質を挙げることができる。
【０１７０】
（二次電池の製造方法）
　本発明の二次電池の製造方法は、特に限定されない。例えば、上述した負極と正極とを
セパレーターを介して重ね合わせ、これを電池形状に応じて巻く、折るなどして電池容器
に入れ、電池容器に電解液を注入して封口する。さらに必要に応じてエキスパンドメタル
や、ヒューズ、ＰＴＣ素子などの過電流防止素子、リード板などを入れ、電池内部の圧力
上昇、過充放電の防止をすることもできる。電池の形状は、ラミネートセル型、コイン型
、ボタン型、シート型、円筒型、角形、扁平型などいずれであってもよい。
【実施例】
【０１７１】
　以下に、実施例を挙げて本発明を説明するが、本発明はこれに限定されるものではない
。なお、本実施例における部および％は、特記しない限り質量基準である。実施例および
比較例において、各種物性は以下のように評価した。
【０１７２】
＜電解液に対する膨潤度＞
　所定の容器内で、バインダー組成物の溶媒を蒸散させてバインダー組成物からなるフィ
ルムを作製し、このフィルムを６０℃の電解液に７２時間浸漬した後に引き上げ、フィル
ム表面に付着した電解液を拭き取った。そして、該フィルムの、電解液への浸漬前後の縦
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方向および横方向の長さの変化率の平均（％）を求め、バインダー組成物の電解液に対す
る膨潤度とした。
【０１７３】
＜電解液浸漬後のピール強度＞
　集電体の片面に負極活物質層が形成された二次電池負極を長さ１００ｍｍ、幅１０ｍｍ
の長方形に切り出して試験片とし、電解液に６０℃、７２時間浸漬したあとに引き上げ、
負極表面に付着した電解液を拭き取って、負極活物質層面を下にして負極活物質層表面に
セロハンテープ（ＪＩＳ　Ｚ１５２２　２００９に規定されるもの）を貼り付け、集電体
の一端を垂直方向に引張り速度５０ｍｍ／分で引張って剥がしたときの応力を測定した（
なお、セロハンテープは試験台に固定されている。）。測定を３回行い、その平均値を求
めてこれを電解液浸漬後のピール強度（Ｎ／ｍ）とした。ピール強度が大きいほど負極活
物質層の集電体への結着力が大きい、すなわち電極強度が大きいことを示す。
【０１７４】
＜高温保存特性＞
　実施例および比較例で製造するリチウムイオン二次電池負極を用いて、コイン型セルの
リチウムイオン二次電池を作製し、２４時間静置した後に４．２Ｖ、０．１Ｃの充放電レ
ートにて充放電の操作を行い、初期容量Ｃ０を測定した。さらに、４．２Ｖに充電し、６
０℃、７日間保存した後、４．２Ｖ、０．１Ｃの充放電レートにて充放電の操作を行い、
高温保存後の容量Ｃ１を測定した。高温保存特性は、ΔＣ＝Ｃ１／Ｃ０×１００（％）で
示す容量変化率にて評価し、この値が高いほど高温保存特性に優れることを示す。
【０１７５】
＜高温サイクル特性＞
　実施例および比較例で製造するリチウムイオン二次電池負極を用いて、コイン型セルの
リチウムイオン二次電池を作製し、２４時間静置した後に４．２Ｖ、０．１Ｃの充放電レ
ートにて充放電の操作を行い、初期容量Ｃ０を測定した。さらに、６０℃環境下で、充放
電を繰り返し、１００サイクル後の容量Ｃ２を測定した。高温サイクル特性は、ΔＣ＝Ｃ
２／Ｃ０×１００（％）で示す容量変化率にて評価し、この値が高いほど高温サイクル特
性に優れることを示す。
【０１７６】
＜低温出力特性＞
　実施例および比較例で製造するリチウムイオン二次電池負極を用いて、コイン型セルの
リチウムイオン二次電池を作製し、２４時間静置した後に４．２Ｖ、０．１Ｃの充放電レ
ートにて充放電の操作を行った。その後、－３０℃環境下で、充放電の操作を行い、放電
開始１０秒後の電圧Ｖ１０を測定した。低温出力特性は、ΔＶ＝４．２－Ｖ１０（Ｖ）で
示す電圧変化にて評価し、この値が小さいほど低温出力特性に優れることを示す。
【０１７７】
（実施例１）
（バインダー組成物の製造）
　攪拌機付き５ＭＰａ耐圧容器に、１，３－ブタジエン３３部、メタクリル酸１．５部、
スチレン６５．５部、分子量調整剤としてｔ－ドデシルメルカプタン０．４部、乳化剤と
してドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム４部、イオン交換水１５０部及び重合開始剤
として過硫酸カリウム０．５部を入れ、十分に攪拌した後、５０℃に加温して重合を開始
した。重合転化率が９６％になった時点で冷却し反応を停止して、バインダーを含む水系
分散液を得た。
【０１７８】
　上記バインダーを含む水系分散液に、５％水酸化ナトリウム水溶液を添加して、ｐＨ８
に調整後、加熱減圧蒸留によって未反応単量体の除去を行った後、３０℃以下まで冷却し
た。その後、直ちに、バインダーの固形分１００部に対して、α－メチルスチレンダイマ
ーを５０００ｐｐｍ、アミン系化合物として硫酸ヒドロキシルアミンおよびジエチルヒド
ロキシルアミンをそれぞれ７５０ｐｐｍ（合計で１５００ｐｐｍ）、老化防止剤としてイ
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ミド骨格を側鎖に持つジフェニルアミン誘導体を１０００ｐｐｍ、及び防腐剤としてＭＩ
ＴとＢＩＴとを合計１０００ｐｐｍ添加、混合し、イオン交換水で固形分濃度調整を更に
行いながら、２００メッシュ（目開　約７７μｍ）のステンレス製金網でろ過を行い、固
形分濃度４０％のバインダー組成物を得た。上記評価方法に基づき、このバインダー組成
物の電解液に対する膨潤度を求めた。結果を表１に示す。
【０１７９】
（二次電池負極用スラリー組成物の製造）
　増粘剤として、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ、第一工業製薬株式会社製「ＢＳ
Ｈ－１２」）を用いた。増粘剤の重合度は、１７００、エーテル化度は０．６５であった
。
【０１８０】
　ディスパー付きのプラネタリーミキサーに、負極活物質としてＢＥＴ比表面積４ｍ２／
ｇの人造黒鉛（体積平均粒子径：２４．５μｍ）を１００部、上記増粘剤の１％水溶液１
００部をそれぞれ加え、イオン交換水で固形分濃度５５％に調整した後、２５℃で６０分
混合した。次に、イオン交換水で固形分濃度５２％に調整した後、さらに２５℃で１５分
混合し混合液を得た。
【０１８１】
　上記混合液に、上記バインダー組成物を１部（固形分基準）、及びイオン交換水を入れ
、最終固形分濃度４２％となるように調整し、さらに１０分間混合した。これを減圧下で
脱泡処理して流動性の良い二次電池負極用スラリー組成物を得た。
【０１８２】
（二次電池負極の製造）
　上記二次電池負極用スラリー組成物を、コンマコーターで、厚さ２０μｍの銅箔の上に
、乾燥後の膜厚が２００μｍ程度になるように塗布し、２分間乾燥（０．５ｍ／分の速度
、６０℃）し、２分間加熱処理（１２０℃）して電極原反を得た。この電極原反をロール
プレスで圧延して負極活物質層の厚みが８０μｍの二次電池負極を得た。上記評価方法に
基づき、この二次電池負極の電解液浸漬後のピール強度を求めた。結果を表１に示す。
【０１８３】
（二次電池の製造）
　正極活物質として、体積平均粒子径０．５μｍでオリビン結晶構造を有するＬｉＦｅＰ
Ｏ４を１００部、分散剤としてカルボキシメチルセルロースの１％水溶液（ＣＭＣ、第一
工業製薬株式会社製「ＢＳＨ－１２」）を固形分相当で１部、バインダー組成物としてガ
ラス転移温度が－４０℃で、数平均粒子径が０．２０μｍのアクリレート重合体（アクリ
ル酸２－エチルヘキシル７８質量％、アクリロニトリル２０質量％、メタクリル酸２質量
％を含む単量体混合物を乳化重合して得られる共重合体）の４０％水分散体を固形分相当
で５部、及びイオン交換水で全固形分濃度が４０％となるようにプラネタリーミキサーに
より混合し、正極の電極組成物層用スラリー（二次電池正極用スラリー組成物）を調製し
た。上記二次電池正極用スラリー組成物を、コンマコーターで、厚さ２０μｍの銅箔の上
に、乾燥後の膜厚が２００μｍ程度になるように塗布し、２分間乾燥（０．５ｍ／分の速
度、６０℃）し、２分間加熱処理（１２０℃）して電極原反（二次電池正極）を得た。
【０１８４】
　単層のポリプロピレン製セパレーター（幅６５ｍｍ、長さ５００ｍｍ、厚さ２５μｍ、
乾式法により製造、気孔率５５％）を直径１８ｍｍの円形に切り抜いた。
【０１８５】
　上記得られたリチウムイオン二次電池正極を、集電体面が外装容器に接するよう、外装
容器底面に配置した。正極の正極活物質層側の面上に、セパレーターを配置した。さらに
、セパレーター上に上記得られたリチウムイオン二次電池負極を、負極活物質層側の面が
セパレーターに対向するよう配置した。さらに、外装容器の開口を密封するためのポリプ
ロピレン製パッキンを介して外装容器に厚さ０．２ｍｍのステンレス鋼のキャップをかぶ
せて固定し、容器を封止して、直径２０ｍｍ、厚さ約３．２ｍｍのリチウムイオン二次電
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池を製造した。上記評価方法に基づき、この二次電池の高温保存特性、高温サイクル特性
及び低温出力特性を求めた。結果を表１に示す。
【０１８６】
（実施例２）
　α－メチルスチレンダイマーの添加量を３５００ｐｐｍとしたこと以外は、実施例１と
同様の操作を行って、バインダー組成物、スラリー組成物、負極及び電池を作製し、評価
を行った。結果を表１に示す。
【０１８７】
（実施例３）
　負極活物質としてＢＥＴ比表面積６ｍ２／ｇのＳｉＯＣ（体積平均粒子径：１８μｍ）
を用いたこと以外は、実施例１と同様の操作を行って、バインダー組成物、スラリー組成
物、負極及び電池を作製し、評価を行った。結果を表１に示す。
【０１８８】
（実施例４）
（水溶性ポリマーの製造）
　攪拌機付き５ＭＰａ耐圧容器に、アクリル酸ブチル６５部、メタクリル酸３０部、アク
リロニトリル５部、乳化剤としてドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム１部、イオン交
換水１５０部及び重合開始剤として過硫酸カリウム１部を入れ、十分に攪拌した後、５０
℃に加温して重合を開始した。重合転化率が９６％になった時点で冷却し反応を停止し、
５％水酸化ナトリウム水溶液を添加して、ｐＨ８に調整し、１０％水溶性ポリマーを得た
。
【０１８９】
（二次電池負極用スラリー組成物の製造）
　増粘剤として、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ、第一工業製薬株式会社製「ＢＳ
Ｈ－１２」）を用いた。増粘剤の重合度は、１７００、エーテル化度は０．６５であった
。
【０１９０】
　ディスパー付きのプラネタリーミキサーに、負極活物質としてＢＥＴ比表面積４ｍ２／
ｇの人造黒鉛（平均粒子径：２４．５μｍ）を１００部、上記増粘剤の１％水溶液７０部
および上記水溶性ポリマーの１０％水溶液３部をそれぞれ加え、イオン交換水で固形分濃
度５５％に調整した後、２５℃で６０分混合した。次に、イオン交換水で固形分濃度５２
％に調整した後、さらに２５℃で１５分混合し混合液を得た。
【０１９１】
　上記混合液に、実施例１のバインダー組成物を１部（固形分基準）、及びイオン交換水
を入れ、最終固形分濃度４２％となるように調整し、さらに１０分間混合した。これを減
圧下で脱泡処理して流動性の良い二次電池負極用スラリー組成物を得た。
【０１９２】
　上記のスラリー組成物を用いたこと以外は、実施例１と同様の操作を行って、負極及び
電池を作製し、評価を行った。結果を表１に示す。
【０１９３】
（実施例５）
（バインダー組成物の製造）
　攪拌機付き５ＭＰａ耐圧容器に、１，３－ブタジエン３３部、イタコン酸４部、スチレ
ン６３部、分子量調整剤としてｔ－ドデシルメルカプタン０．４部、乳化剤としてドデシ
ルベンゼンスルホン酸ナトリウム４部、イオン交換水１５０部及び重合開始剤として過硫
酸カリウム０．５部を入れ、十分に攪拌した後、５０℃に加温して重合を開始した。重合
転化率が９６％になった時点で冷却し反応を停止して、バインダーを含む水系分散液を得
た。
【０１９４】
　上記バインダーを含む水系分散液に、５％水酸化ナトリウム水溶液を添加して、ｐＨ８
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に調整後、加熱減圧蒸留によって未反応単量体の除去を行った後、３０℃以下まで冷却し
た。その後、直ちに、バインダーの固形分１００部に対して、α－メチルスチレンダイマ
ーを３５００ｐｐｍ、アミン系化合物として硫酸ヒドロキシルアミンおよびジエチルヒド
ロキシルアミンをそれぞれ７５０ｐｐｍ（合計で１５００ｐｐｍ）、老化防止剤としてイ
ミド骨格を側鎖に持つジフェニルアミン誘導体を１０００ｐｐｍ、及び防腐剤としてＭＩ
ＴとＢＩＴとを合計で１０００ｐｐｍ添加、混合し、イオン交換水で固形分濃度調整を更
に行いながら、２００メッシュ（目開　約７７μｍ）のステンレス製金網でろ過を行い、
固形分濃度４０％のバインダー組成物を得た。
【０１９５】
　上記のバインダー組成物を用いたこと以外は、実施例１と同様の操作を行って、スラリ
ー組成物、負極及び電池を作製し、評価を行った。結果を表１に示す。
【０１９６】
（実施例６）
（水溶性ポリマーの製造）
　攪拌機付き５ＭＰａ耐圧容器に、アクリル酸ブチル６５部、メタクリル酸３０部、アク
リロニトリル５部、乳化剤としてドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム１部、イオン交
換水１５０部及び重合開始剤として過硫酸カリウム１部を入れ、十分に攪拌した後、５０
℃に加温して重合を開始した。重合転化率が９６％になった時点で冷却し反応を停止し、
５％水酸化ナトリウム水溶液を添加して、ｐＨ８に調整し、１０％水溶性ポリマーを得た
。
【０１９７】
（二次電池負極用スラリー組成物の製造）
　増粘剤として、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ、第一工業製薬株式会社製「ＢＳ
Ｈ－１２」）を用いた。増粘剤の重合度は、１７００、エーテル化度は０．６５であった
。
【０１９８】
　ディスパー付きのプラネタリーミキサーに、負極活物質としてＢＥＴ比表面積４ｍ２／
ｇの人造黒鉛（体積平均粒子径：２４．５μｍ）を１００部、上記増粘剤の１％水溶液７
０部および上記水溶性ポリマーの１０％水溶液３部をそれぞれ加え、イオン交換水で固形
分濃度５５％に調整した後、２５℃で６０分混合した。次に、イオン交換水で固形分濃度
５２％に調整した後、さらに２５℃で１５分混合し混合液を得た。
【０１９９】
　上記混合液に、実施例５のバインダー組成物を１部（固形分基準）、及びイオン交換水
を入れ、最終固形分濃度４２％となるように調整し、さらに１０分間混合した。これを減
圧下で脱泡処理して流動性の良い二次電池負極用スラリー組成物を得た。
【０２００】
　上記のスラリー組成物を用いたこと以外は、実施例１と同様の操作を行って、負極及び
電池を作製し、評価を行った。結果を表１に示す。
【０２０１】
（実施例７）
　負極活物質としてＢＥＴ比表面積６ｍ２／ｇのＳｉＯＣ（体積平均粒子径：１８μｍ）
を用いたこと以外は、実施例６と同様の操作を行って、バインダー組成物、スラリー組成
物、負極及び電池を作製し、評価を行った。結果を表１に示す。
【０２０２】
（実施例８）
（バインダー組成物の製造）
　攪拌機付き５ＭＰａ耐圧容器に、１，３－ブタジエン４３部、イタコン酸４部、スチレ
ン５３部、分子量調整剤としてｔ－ドデシルメルカプタン０．４部、乳化剤としてドデシ
ルベンゼンスルホン酸ナトリウム４部、イオン交換水１５０部及び重合開始剤として過硫
酸カリウム０．５部を入れ、十分に攪拌した後、５０℃に加温して重合を開始した。重合
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転化率が９６％になった時点で冷却し反応を停止して、バインダーを含む水系分散液を得
た。
【０２０３】
　上記バインダーを含む水系分散液に、５％水酸化ナトリウム水溶液を添加して、ｐＨ８
に調整後、加熱減圧蒸留によって未反応単量体の除去を行った後、３０℃以下まで冷却し
た。その後、直ちに、バインダーの固形分１００部に対して、α－メチルスチレンダイマ
ーを３５００ｐｐｍ、アミン系化合物として硫酸ヒドロキシルアミンおよびジエチルヒド
ロキシルアミンをそれぞれ７５０ｐｐｍ（合計で１５００ｐｐｍ）、老化防止剤としてイ
ミド骨格を側鎖に持つジフェニルアミン誘導体を１０００ｐｐｍ、及び防腐剤としてＭＩ
ＴとＢＩＴとを合計１０００ｐｐｍ添加、混合し、イオン交換水で固形分濃度調整を更に
行いながら、２００メッシュ（目開　約７７μｍ）のステンレス製金網でろ過を行い、固
形分濃度４０％のバインダー組成物を得た。
【０２０４】
　上記のバインダー組成物を用いたこと以外は、実施例６と同様の操作を行って、スラリ
ー組成物、負極及び電池を作製し、評価を行った。結果を表１に示す。
【０２０５】
（実施例９）
　アミン系化合物として硫酸ヒドロキシルアミンを１５００ｐｐｍ添加したこと以外は、
実施例６と同様の操作を行って、バインダー組成物、スラリー組成物、負極及び電池を作
製し、評価を行った。結果を表１に示す。
【０２０６】
（実施例１０）
　アミン系化合物としてジエチルヒドロキシルアミンを１５００ｐｐｍ添加したこと以外
は、実施例６と同様の操作を行って、バインダー組成物、スラリー組成物、負極及び電池
を作製し、評価を行った。結果を表１に示す。
【０２０７】
（実施例１１）
（バインダー組成物の製造）
　攪拌機付き５ＭＰａ耐圧容器に、１，３－ブタジエン４０部、イタコン酸４部、スチレ
ン４６部、メチルメタクリレート１０部、分子量調整剤としてｔ－ドデシルメルカプタン
０．４部、乳化剤としてドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム４部、イオン交換水１５
０部及び重合開始剤として過硫酸カリウム０．５部を入れ、十分に攪拌した後、５０℃に
加温して重合を開始した。重合転化率が９６％になった時点で冷却し反応を停止して、バ
インダーを含む水系分散液を得た。
【０２０８】
　上記バインダーを含む水系分散液に、５％水酸化ナトリウム水溶液を添加して、ｐＨ８
に調整後、加熱減圧蒸留によって未反応単量体の除去を行った後、３０℃以下まで冷却し
た。その後、直ちに、バインダーの固形分１００部に対して、α－メチルスチレンダイマ
ーを３５００ｐｐｍ、アミン系化合物として硫酸ヒドロキシルアミンおよびジエチルヒド
ロキシルアミンをそれぞれ７５０ｐｐｍ（合計で１５００ｐｐｍ）、老化防止剤としてイ
ミド骨格を側鎖に持つジフェニルアミン誘導体を１０００ｐｐｍ、及び防腐剤としてＭＩ
ＴとＢＩＴとを合計１０００ｐｐｍ添加、混合し、イオン交換水で固形分濃度調整を更に
行いながら、２００メッシュ（目開　約７７μｍ）のステンレス製金網でろ過を行い、固
形分濃度４０％のバインダー組成物を得た。上記評価方法に基づき、このバインダー組成
物の電解液に対する膨潤度を求めた。結果を表１に示す。
【０２０９】
（水溶性ポリマーの製造）
　攪拌機付き５ＭＰａ耐圧容器に、アクリル酸ブチル６５部、メタクリル酸３０部、アク
リロニトリル５部、乳化剤としてドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム１部、イオン交
換水１５０部及び重合開始剤として過硫酸カリウム１部を入れ、十分に攪拌した後、５０
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℃に加温して重合を開始した。重合転化率が９６％になった時点で冷却し反応を停止し、
５％水酸化ナトリウム水溶液を添加して、ｐＨ８に調整し、１０％水溶性ポリマーを得た
。
【０２１０】
（二次電池負極用スラリー組成物の製造）
　増粘剤として、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ、第一工業製薬株式会社製「ＢＳ
Ｈ－１２」）を用いた。増粘剤の重合度は、１７００、エーテル化度は０．６５であった
。
【０２１１】
　ディスパー付きのプラネタリーミキサーに、負極活物質としてＢＥＴ比表面積４ｍ２／
ｇの人造黒鉛（平均粒子径：２４．５μｍ）を１００部、上記増粘剤の１％水溶液７０部
および上記水溶性ポリマーの１０％水溶液３部をそれぞれ加え、イオン交換水で固形分濃
度５５％に調整した後、２５℃で６０分混合した。次に、イオン交換水で固形分濃度５２
％に調整した後、さらに２５℃で１５分混合し混合液を得た。
【０２１２】
　上記混合液に、上記のバインダー組成物を１部（固形分基準）、及びイオン交換水を入
れ、最終固形分濃度４２％となるように調整し、さらに１０分間混合した。これを減圧下
で脱泡処理して流動性の良い二次電池負極用スラリー組成物を得た。
【０２１３】
（二次電池負極の製造）
　上記二次電池負極用スラリー組成物を、スプレー乾燥機（ＯＣ－１６；大川原化工機社
製）を使用し、回転円盤方式のアトマイザー（直径６５ｍｍ）の回転数２５，０００ｒｐ
ｍ、熱風温度１５０℃、粒子回収出口の温度が９０℃の条件で、噴霧乾燥造粒を行い、体
積平均粒子径５６μｍ、球形度９３％の球状の複合粒子を得た。
【０２１４】
　ロールプレス機（押し切り粗面熱ロール；ヒラノ技研社製）のロール（ロール温度１０
０℃、プレス線圧３．９ｋＮ／ｃｍ）に、上記複合粒子を、厚さ２０μｍの銅箔とともに
供給し、成形速度２０ｍ／分でシート状の電極原反を成形した。この電極原反をロールプ
レスで圧延して負極活物質層の厚みが８０μｍの二次電池負極を得た。上記評価方法に基
づき、この二次電池負極の電解液浸漬後のピール強度を求めた。結果を表１に示す。
【０２１５】
　上記の二次電池負極を用いたこと以外は、実施例１と同様の操作を行って、電池を作製
し、評価を行った。結果を表１に示す。
【０２１６】
（実施例１２）
　水溶性ポリマーを用いなかった。
　二次電池負極用スラリー組成物の製造において、ディスパー付きのプラネタリーミキサ
ーに、負極活物質としてＢＥＴ比表面積４ｍ２／ｇの人造黒鉛（体積平均粒子径：２４．
５μｍ）を１００部、増粘剤の１％水溶液１００部をそれぞれ加え、イオン交換水で固形
分濃度５５％に調整した後、２５℃で６０分混合した。次に、イオン交換水で固形分濃度
５２％に調整した後、さらに２５℃で１５分混合し混合液を得た。
【０２１７】
　上記混合液に、実施例１１のバインダー組成物を１部（固形分基準）、及びイオン交換
水を入れ、最終固形分濃度４２％となるように調整し、さらに１０分間混合した。これを
減圧下で脱泡処理して流動性の良い二次電池負極用スラリー組成物を得た。
【０２１８】
　上記のスラリー組成物を用いたこと以外は、実施例１１と同様の操作を行って、負極及
び電池を作製し、評価を行った。結果を表１に示す。
【０２１９】
（実施例１３）
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（バインダー組成物の製造）
　攪拌機付き５ＭＰａ耐圧容器に、１，３－ブタジエン４０部、イタコン酸４部、スチレ
ン５６部、分子量調整剤としてｔ－ドデシルメルカプタン０．４部、乳化剤としてドデシ
ルベンゼンスルホン酸ナトリウム４部、イオン交換水１５０部及び重合開始剤として過硫
酸カリウム０．５部を入れ、十分に攪拌した後、５０℃に加温して重合を開始した。重合
転化率が９６％になった時点で冷却し反応を停止して、バインダーを含む水系分散液を得
た。
【０２２０】
　上記バインダーを含む水系分散液に、５％水酸化ナトリウム水溶液を添加して、ｐＨ８
に調整後、加熱減圧蒸留によって未反応単量体の除去を行った後、３０℃以下まで冷却し
た。その後、直ちに、バインダーの固形分１００部に対して、α－メチルスチレンダイマ
ーを３５００ｐｐｍ、アミン系化合物として硫酸ヒドロキシルアミンおよびジエチルヒド
ロキシルアミンをそれぞれ７５０ｐｐｍ（合計で１５００ｐｐｍ）、老化防止剤としてイ
ミド骨格を側鎖に持つジフェニルアミン誘導体を１０００ｐｐｍ、及び防腐剤としてＭＩ
ＴとＢＩＴとを合計１０００ｐｐｍ添加、混合し、イオン交換水で固形分濃度調整を更に
行いながら、２００メッシュ（目開　約７７μｍ）のステンレス製金網でろ過を行い、固
形分濃度４０％のバインダー組成物を得た。上記評価方法に基づき、このバインダー組成
物の電解液に対する膨潤度を求めた。結果を表１に示す。
【０２２１】
（二次電池負極用スラリー組成物の製造）
　増粘剤として、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ、第一工業製薬株式会社製「ＢＳ
Ｈ－１２」）を用いた。増粘剤の重合度は、１７００、エーテル化度は０．６５であった
。
【０２２２】
　ディスパー付きのプラネタリーミキサーに、負極活物質としてＢＥＴ比表面積４ｍ２／
ｇの人造黒鉛（体積平均粒子径：２４．５μｍ）を１００部、増粘剤の１％水溶液１００
部をそれぞれ加え、イオン交換水で固形分濃度５５％に調整した後、２５℃で６０分混合
した。次に、イオン交換水で固形分濃度５２％に調整した後、さらに２５℃で１５分混合
し混合液を得た。
【０２２３】
　上記混合液に、上記のバインダー組成物を１部（固形分基準）、及びイオン交換水を入
れ、最終固形分濃度４２％となるように調整し、さらに１０分間混合した。これを減圧下
で脱泡処理して流動性の良い二次電池負極用スラリー組成物を得た。
【０２２４】
　上記のスラリー組成物を用いたこと以外は、実施例１１と同様の操作を行って、負極及
び電池を作製し、評価を行った。結果を表１に示す。
【０２２５】
（実施例１４）
　ＢＥＴ比表面積６ｍ２／ｇの負極活物質（人造黒鉛／ＳｉＯＣ＝９０／１０（質量比）
、体積平均粒子径（人造黒鉛：２４．５μｍ、ＳｉＯＣ：５μｍ））を用いたこと以外は
、実施例１２と同様の操作を行って、バインダー組成物、スラリー組成物、負極及び電池
を作製し、評価を行った。結果を表１に示す。
【０２２６】
（実施例１５）
　アミン系化合物として硫酸ヒドロキシルアミンを１５００ｐｐｍ添加したこと以外は、
実施例１２と同様の操作を行って、バインダー組成物、スラリー組成物、負極及び電池を
作製し、評価を行った。結果を表１に示す。
【０２２７】
（実施例１６）
　アミン系化合物としてジエチルヒドロキシルアミンを１５００ｐｐｍ添加したこと以外
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は、実施例１２と同様の操作を行って、バインダー組成物、スラリー組成物、負極及び電
池を作製し、評価を行った。結果を表１に示す。
【０２２８】
（比較例１）
　α－メチルスチレンダイマーの添加量を７５００ｐｐｍとしたこと以外は実施例６と同
様の操作を行って、バインダー組成物、スラリー組成物、負極及び電池を作製し、評価を
行った。結果を表２に示す。
【０２２９】
（比較例２）
　α－メチルスチレンダイマーの添加量を４８００ｐｐｍ、アミン系化合物を添加しなか
ったこと以外は実施例６と同様の操作を行って、バインダー組成物、スラリー組成物、負
極及び電池を作製し、評価を行った。結果を表２に示す。
【０２３０】
（比較例３）
　α－メチルスチレンダイマーの添加量を１８００ｐｐｍとしたこと以外は実施例６と同
様の操作を行って、バインダー組成物、スラリー組成物、負極及び電池を作製し、評価を
行った。結果を表２に示す。
【０２３１】
（比較例４）
　硫酸ヒドロキシルアミンおよびジエチルヒドロキシルアミンの添加量をそれぞれ２７５
０ｐｐｍ（合計で５５００ｐｐｍ）としたこと以外は実施例６と同様の操作を行って、バ
インダー組成物、スラリー組成物、負極及び電池を作製し、評価を行った。結果を表２に
示す。
【０２３２】
（比較例５）
（バインダー組成物の製造）
　攪拌機付き５ＭＰａ耐圧容器に、１，３－ブタジエン４５部、メタクリル酸１．５部、
スチレン５３．５部、分子量調整剤としてｔ－ドデシルメルカプタン０．４部、乳化剤と
してドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム４部、イオン交換水１５０部及び重合開始剤
として過硫酸カリウム０．５部を入れ、十分に攪拌した後、５０℃に加温して重合を開始
した。重合転化率が９６％になった時点で冷却し反応を停止して、バインダーを含む水系
分散液を得た。
【０２３３】
　上記バインダーを含む水系分散液に、５％水酸化ナトリウム水溶液を添加して、ｐＨ８
に調整後、加熱減圧蒸留によって未反応単量体の除去を行った後、３０℃以下まで冷却し
た。その後、直ちに、バインダーの固形分１００部に対して、α－メチルスチレンダイマ
ーを８０００ｐｐｍ、アミン系化合物として硫酸ヒドロキシルアミンおよびジエチルヒド
ロキシルアミンをそれぞれ７５０ｐｐｍ（合計で１５００ｐｐｍ）、老化防止剤としてイ
ミド骨格を側鎖に持つジフェニルアミン誘導体を１０００ｐｐｍ、及び防腐剤としてＭＩ
ＴとＢＩＴとを合計１０００ｐｐｍ添加、混合し、イオン交換水で固形分濃度調整を更に
行いながら、２００メッシュ（目開　約７７μｍ）のステンレス製金網でろ過を行い、固
形分濃度４０％のバインダー組成物を得た。
【０２３４】
　上記のバインダー組成物を用いたこと以外は、実施例６と同様の操作を行って、スラリ
ー組成物、負極及び電池を作製し、評価を行った。結果を表２に示す。
【０２３５】
（比較例６）
　α－メチルスチレンダイマーの代わりにｔ－ドデシルメルカプタン（ＴＤＭ）を４８０
０ｐｐｍ添加したこと以外は、実施例６と同様の操作を行って、バインダー組成物、スラ
リー組成物、負極及び電池を作製し、評価を行った。結果を表２に示す。
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【０２３６】
（比較例７）
（バインダー組成物の製造）
　攪拌機付き５ＭＰａ耐圧容器に、１，３－ブタジエン１５部、メタクリル酸０．５部、
スチレン８４．５部、分子量調整剤としてｔ－ドデシルメルカプタン０．４部、乳化剤と
してドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム４部、イオン交換水１５０部及び重合開始剤
として過硫酸カリウム０．５部を入れ、十分に攪拌した後、５０℃に加温して重合を開始
した。重合転化率が９６％になった時点で冷却し反応を停止して、バインダーを含む水系
分散液を得た。
【０２３７】
　上記バインダーを含む水系分散液に、５％水酸化ナトリウム水溶液を添加して、ｐＨ８
に調整後、加熱減圧蒸留によって未反応単量体の除去を行った後、３０℃以下まで冷却し
た。その後、直ちに、バインダーの固形分１００部に対して、α－メチルスチレンダイマ
ーを４８００ｐｐｍ、アミン系化合物として硫酸ヒドロキシルアミンおよびジエチルヒド
ロキシルアミンをそれぞれ７５０ｐｐｍ（合計で１５００ｐｐｍ）、老化防止剤としてイ
ミド骨格を側鎖に持つジフェニルアミン誘導体を１０００ｐｐｍ、及び防腐剤としてＭＩ
ＴとＢＩＴとを合計１０００ｐｐｍ添加、混合し、イオン交換水で固形分濃度調整を更に
行いながら、２００メッシュ（目開　約７７μｍ）のステンレス製金網でろ過を行い、固
形分濃度４０％のバインダー組成物を得た。
【０２３８】
　上記のバインダー組成物を用いたこと以外は、実施例６と同様の操作を行って、スラリ
ー組成物、負極及び電池を作製し、評価を行った。結果を表２に示す。
【０２３９】
（比較例８）
　α－メチルスチレンダイマーの添加量を７５００ｐｐｍとし、負極活物質としてＢＥＴ
比表面積６ｍ２／ｇのＳｉＯＣ（体積平均粒子径：１８μｍ）を用いたこと以外は、実施
例６と同様の操作を行って、バインダー組成物、スラリー組成物、負極及び電池を作製し
、評価を行った。結果を表２に示す。
【０２４０】
（比較例９）
（バインダー組成物の製造）
　攪拌機付き５ＭＰａ耐圧容器に、１，３－ブタジエン４０部、イタコン酸４部、スチレ
ン５６部、分子量調整剤としてｔ－ドデシルメルカプタン０．４部、乳化剤としてドデシ
ルベンゼンスルホン酸ナトリウム４部、イオン交換水１５０部及び重合開始剤として過硫
酸カリウム０．５部を入れ、十分に攪拌した後、５０℃に加温して重合を開始した。重合
転化率が９６％になった時点で冷却し反応を停止して、バインダーを含む水系分散液を得
た。
【０２４１】
　上記バインダーを含む水系分散液に、５％水酸化ナトリウム水溶液を添加して、ｐＨ８
に調整後、加熱減圧蒸留によって未反応単量体の除去を行った後、３０℃以下まで冷却し
た。その後、直ちに、バインダーの固形分１００部に対して、α－メチルスチレンダイマ
ーを８５００ｐｐｍ添加、混合し、イオン交換水で固形分濃度調整を更に行いながら、２
００メッシュ（目開　約７７μｍ）のステンレス製金網でろ過を行い、固形分濃度４０％
のバインダー組成物を得た。上記評価方法に基づき、このバインダー組成物の電解液に対
する膨潤度を求めた。結果を表２に示す。
【０２４２】
（二次電池負極用スラリー組成物の製造）
　増粘剤として、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ、第一工業製薬株式会社製「ＢＳ
Ｈ－１２」）を用いた。増粘剤の重合度は、１７００、エーテル化度は０．６５であった
。
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【０２４３】
　ディスパー付きのプラネタリーミキサーに、負極活物質としてＢＥＴ比表面積４ｍ２／
ｇの人造黒鉛（体積平均粒子径：２４．５μｍ）を１００部、上記増粘剤の１％水溶液１
００部をそれぞれ加え、イオン交換水で固形分濃度５５％に調整した後、２５℃で６０分
混合した。次に、イオン交換水で固形分濃度５２％に調整した後、さらに２５℃で１５分
混合し混合液を得た。
【０２４４】
　上記混合液に、上記バインダー組成物を１部（固形分基準）、及びイオン交換水を入れ
、最終固形分濃度４２％となるように調整し、さらに１０分間混合した。これを減圧下で
脱泡処理して流動性の良い二次電池負極用スラリー組成物を得た。
【０２４５】
　上記のスラリー組成物を用いたこと以外は、実施例１１と同様の操作を行って、負極及
び電池を作製し、評価を行った。結果を表２に示す。
【０２４６】
（比較例１０）
　α－メチルスチレンダイマーの添加量を１３００ｐｐｍとしたこと以外は比較例９と同
様の操作を行って、バインダー組成物、スラリー組成物、負極及び電池を作製し、評価を
行った。結果を表２に示す。
【０２４７】
（比較例１１）
　ＢＥＴ比表面積６ｍ２／ｇの負極活物質（人造黒鉛／ＳｉＯＣ＝９０／１０（質量比）
、体積平均粒子径（人造黒鉛：２４．５μｍ、ＳｉＯＣ：５μｍ））を用いたこと以外は
、比較例１０と同様の操作を行って、バインダー組成物、スラリー組成物、負極及び電池
を作製し、評価を行った。結果を表２に示す。
【０２４８】
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【表１】

【０２４９】
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【表２】

【０２５０】
　表１の結果から以下のことがわかる。
　脂肪族共役ジエン系単量体単位２５～５５質量％、エチレン性不飽和カルボン酸単量体
単位１～１０質量％、及び、これらと共重合可能な他の単量体単位３５～７４質量％から
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なるバインダーと、該バインダー１００質量部に対し、３０００ｐｐｍより多く７０００
ｐｐｍ未満のα－メチルスチレンダイマーと、１００～５０００ｐｐｍのアミン系化合物
とを含有する二次電池負極用バインダー組成物（実施例１～１６）は電解液に対する膨潤
度に優れるため、該バインダー組成物を用いた負極は電解液浸漬後のピール強度が大きい
。また、該バインダー組成物を用いた二次電池は、優れた高温保存特性、高温サイクル特
性、低温出力特性を示す。
　一方、α－メチルスチレンダイマーの添加量が範囲外である場合（比較例１、３、５、
８～１１）、アミン系化合物を添加していないもの又はその添加量が範囲外である場合（
比較例２、４、９～１１）、α－メチルスチレンダイマーのかわりにｔ－ドデシルメルカ
プタンを添加したもの（比較例６）、並びに脂肪族共役ジエン系単量体単位、エチレン性
不飽和カルボン酸単量体単位及びこれらと共重合可能な他の単量体単位の割合が範囲外の
もの（比較例７）は、いずれも、電解液に対する膨潤度に劣るため、該バインダー組成物
を用いた負極は電解液浸漬後のピール強度が小さい。また、該バインダー組成物を用いた
二次電池は、高温保存特性、高温サイクル特性及び低温出力特性が劣る。
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