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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極と、負極と、非水電解質と、セパレータとを備え、
　上記正極は、下記の式（１）で表される平均組成を有するリチウム複合酸化物を含み、
　上記セパレータは、基材層と、該基材層の少なくとも一方の主面に形成された高分子樹
脂層とを備え、
　上記高分子樹脂層は、ポリビニルホルマール、ポリアクリル酸エステル、およびメタク
リル酸メチルの少なくとも１種と、無機物を主成分とする微粒子とを含んでいる非水電解
質二次電池。
　ＬｉxＣｏyＮｉzＭ1-y-zＯb-aＸa　・・・（１）
（式中、Ｍは、ホウ素（Ｂ）、マグネシウム（Ｍｇ）、アルミニウム（Ａｌ）、ケイ素（
Ｓｉ）、リン（Ｐ）、硫黄（Ｓ）、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）、マンガン（Ｍｎ）
、鉄（Ｆｅ）、銅（Ｃｕ）、亜鉛（Ｚｎ）、ガリウム（Ｇａ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、
イットリウム（Ｙ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、銀（Ａｇ）、ストロ
ンチウム（Ｓｒ）、セシウム（Ｃｓ）、バリウム（Ｂａ）、タングステン（Ｗ）、インジ
ウム（Ｉｎ）、スズ（Ｓｎ）、鉛（Ｐｂ）、およびアンチモン（Ｓｂ）から選ばれる１種
以上の元素である。Ｘは、ハロゲン元素である。ｘ、ｙ、ｚ、ａ、およびｂはそれぞれ０
．８＜ｘ≦１．２、０≦ｙ≦１．０、０．５≦z≦１．０、０≦ａ≦１．０、１．８≦ｂ
≦２．２の範囲内の値である。ただしｙ＜ｚとする。）
【請求項２】
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　上記無機物は、アルミナ、シリカ、およびチタニアの少なくとも１種である請求項１記
載の非水電解質二次電池。
【請求項３】
　上記微粒子の平均粒径は、１ｎｍ以上３μｍ以下の範囲内である請求項１記載の非水電
解質二次電池。
【請求項４】
　上記正極は、炭酸塩および重炭酸塩を含み、
　上記炭酸塩および上記重炭酸塩の合計の濃度は、０．３％以下である請求項１記載の非
水電解質二次電池。
【請求項５】
　上記正極と、上記負極と、上記非水電解質と、上記セパレータとを収容する外装部材を
さらに備え、
　上記外装部材がラミネートフィルムからなる容器である請求項１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】
　この発明は、非水電解質二次電池に関する。詳しくは、ニッケル成分を多く含むリチウ
ム複合酸化物を用いる非水電解質二次電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ビデオカメラやノート型パソコンなどのポータブル機器の普及に伴い、小型高容
量の二次電池に対する需要が高まっている。従来使用されている二次電池のほとんどはア
ルカリ電解液を用いたニッケル－カドミウム電池であったが、電池電圧が約１．２Ｖと低
く、エネルギー密度の向上は困難であった。そのため、比重が０．５３４と固体の単体中
最も軽いうえ、電位が極めて卑であり、単位重量当たりの電流容量も金属負極材料中最大
であるリチウム金属を使用するリチウム二次電池が検討された。
【０００３】
　しかし、リチウム金属を負極に使用する二次電池では、充電時に負極の表面に樹枝状の
リチウム（デンドライト）が析出し、充放電サイクルによってこれが成長する。このデン
ドライトの成長は、二次電池のサイクル特性を劣化させるばかりではなく、最悪の場合に
は正極と負極が接触しないように配置された隔膜（セパレータ）を突き破って、正極と電
気的に短絡、発火して電池を破壊してしまう。そこで、例えば、特許文献１に示されてい
るように、コークスなどの炭素質材料を負極とし、アルカリ金属イオンをドーピング、脱
ドーピングすることにより充放電を繰り返す二次電池が提案された。これによって、上述
したような充放電の繰り返しにおける負極の劣化問題を回避できることが分かった。
【０００４】
　一方、正極活物質としては高電位を示す活物質の探索、開発によって、電池電圧が４Ｖ
前後を示すものが現れ、注目を浴びている。それらの活物質としては、アルカリ金属を含
む遷移金属酸化物や遷移金属カルコゲンなどの無機化合物が知られている。なかでも、Ｌ
ｉXＣｏＯ2（０＜ｘ≦１．０）、ＬｉXＮｉＯ2（０＜ｘ≦１．０）などが、高電位、安定
性、長寿命という点から最も有望である。このなかでも、ニッケル成分がコバルト成分よ
り多く含まれる、ＬｉＮｉＯ2に代表される正極（以下ハイニッケル正極と称する）はＬ
ｉxＣｏＯ2と比較して放電容量が高く、魅力的な正極材料である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭６２－９０８６３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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【０００６】
　しかし、ＬｉxＮｉＯ2の表面には不純物として正極原料の残渣であるＬｉＯＨなどの他
、ＬｉＯＨが空気中の炭酸ガスを吸って生成されるＬｉ2ＣＯ3がＬｉxＣｏＯ2より多く存
在している。不純物のうちＬｉＯＨはアルカリ成分として、電解液の分解を促進しＣＯ2

およびＣＯ3ガスを発生させる。Ｌｉ2ＣＯ3は溶剤や電解液にはほとんど溶解しないが、
充放電により分解してやはりＣＯ2およびＣＯ3ガスを発生させる。これらのガス成分は電
池内部の圧力を高めて電池の膨れやサイクル寿命の悪化を招いてしまう。電池外装がＳＵ
Ｓ缶やアルミ缶によって高い強度を持つ場合には、ガス発生による内圧の上昇による破裂
の危険性がある。また、外装がラミネートフィルムである場合には、容易に膨張して電極
間距離が増加し、充放電しなくなる問題がある。
【０００７】
　すなわち、正極活物質としてニッケル成分を多く含む活物質はガス発生により電池特性
を著しく悪化させるため、充放電によるサイクル寿命がＬｉxＣｏＯ2より著しく劣る点が
問題である。さらにガス発生すると電極間距離が広がることにより、充電・放電ともに行
えなくなることや、電極位置が容易にずれてショートが起こり、電池の安全性に影響する
ことも問題である。
【０００８】
　したがって、この発明の目的は、ニッケル成分を多く含むリチウム複合酸化物を用いる
非水電解質二次電池において、サイクル特性を向上し、かつ、電池の安全性の低下を抑制
することができる非水電解質二次電池を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の課題を解決するために、この発明は、
　正極と、負極と、非水電解質と、セパレータとを備え、
　正極は、下記の式（１）で表される平均組成を有するリチウム複合酸化物を含み、
　セパレータは、基材層と、該基材層の少なくとも一方の主面に形成された高分子樹脂層
とを備え、
　高分子樹脂層は、ポリビニルホルマール、ポリアクリル酸エステル、およびメタクリル
酸メチルの少なくとも１種と、無機物を主成分とする微粒子とを含んでいる非水電解質二
次電池である。
　ＬｉxＣｏyＮｉzＭ1-y-zＯb-aＸa　・・・（１）
（式中、Ｍは、ホウ素（Ｂ）、マグネシウム（Ｍｇ）、アルミニウム（Ａｌ）、ケイ素（
Ｓｉ）、リン（Ｐ）、硫黄（Ｓ）、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）、マンガン（Ｍｎ）
、鉄（Ｆｅ）、銅（Ｃｕ）、亜鉛（Ｚｎ）、ガリウム（Ｇａ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、
イットリウム（Ｙ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、銀（Ａｇ）、ストロ
ンチウム（Ｓｒ）、セシウム（Ｃｓ）、バリウム（Ｂａ）、タングステン（Ｗ）、インジ
ウム（Ｉｎ）、スズ（Ｓｎ）、鉛（Ｐｂ）、およびアンチモン（Ｓｂ）から選ばれる１種
以上の元素である。Ｘは、ハロゲン元素である。ｘ、ｙ、ｚ、ａ、およびｂはそれぞれ０
．８＜ｘ≦１．２、０≦ｙ≦１．０、０．５≦z≦１．０、０≦ａ≦１．０、１．８≦ｂ
≦２．２の範囲内の値である。ただしｙ＜ｚとする。）
【００１０】
　この発明では、ＬｉＮｉＯ2に代表されるニッケル成分がコバルト成分より多く含まれ
るハイニッケル正極において、高分子樹脂層を形成したセパレータ、または高分子を電解
液により膨潤させた電解質を用いる。この高分子樹脂層、または電解質の高分子は、ポリ
ビニルホルマール、ポリアクリル酸エステル、およびメタクリル酸メチルの少なくとも１
種を含有させる。これにより、電極－セパレータ間の接着力を高めてショートの発生を抑
制することができる。また、上記接着力の改善により電極間増大による膨れも抑止するこ
とが可能であり、結果として電解液の漏洩を解消することが可能である。
【発明の効果】
【００１１】
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　以上説明したように、この発明によれば、ニッケル成分を多く含むリチウム複合酸化物
を用いる非水電解質二次電池において、サイクル特性を向上し、かつ、電池の安全性の低
下を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この発明の一実施形態による非水電解質二次電池の一構成例を示す断面図である
。
【図２】図１に示した巻回電極体の一部を拡大して表す断面図である。
【図３】この発明の第３の実施形態による非水電解質二次電池の一構成例を示す斜視図で
ある。
【図４】図３に示した巻回電極体のＩＶ－ＩＶ線に沿った断面構造を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　この発明の実施形態について図面を参照しながら以下の順序で説明する。
（１）第１の実施形態（円筒型電池の例）
（２）第２の実施形態（扁平型電池の第１の例）
（３）第３の実施形態（扁平型電池の第２の例）
【００１４】
＜１．第１の実施形態＞
[電池の構成]
　図１は、この発明の一実施形態による非水電解質二次電池の断面構造を表す断面図であ
る。この非水電解質二次電池は、負極の容量が、電極反応物質であるリチウム（Ｌｉ）の
吸蔵および放出による容量成分により表されるいわゆるリチウムイオン二次電池である。
この非水電解質二次電池はいわゆる円筒型といわれるものであり、ほぼ中空円柱状の電池
缶１１の内部に、一対の帯状の正極２１と帯状の負極２２とがセパレータ２３を介して積
層し巻回された巻回電極体２０を有している。電池缶１１は、ニッケル（Ｎｉ）のめっき
がされた鉄（Ｆｅ）により構成されており、一端部が閉鎖され他端部が開放されている。
電池缶１１の内部には、電解液が注入され、セパレータ２３に含浸されている。また、巻
回電極体２０を挟むように巻回周面に対して垂直に一対の絶縁板１２、１３がそれぞれ配
置されている。
【００１５】
　電池缶１１の開放端部には、電池蓋１４と、この電池蓋１４の内側に設けられた安全弁
機構１５および熱感抵抗素子（Positive Temperature Coefficient；ＰＴＣ素子）１６と
が、封口ガスケット１７を介してかしめられることにより取り付けられている。これによ
り、電池缶１１の内部は密閉されている。電池蓋１４は、例えば、電池缶１１と同様の材
料により構成されている。安全弁機構１５は、電池蓋１４と電気的に接続されており、内
部短絡あるいは外部からの加熱などにより電池の内圧が一定以上となった場合にディスク
板１５Ａが反転して電池蓋１４と巻回電極体２０との電気的接続を切断するようになって
いる。ガスケット１７は、例えば、絶縁材料により構成されており、表面にはアスファル
トが塗布されている。
【００１６】
　巻回電極体２０の中心には例えばセンターピン２４が挿入されている。巻回電極体２０
の正極２１にはアルミニウム（Ａｌ）などよりなる正極リード２５が接続されており、負
極２２にはニッケルなどよりなる負極リード２６が接続されている。正極リード２５は安
全弁機構１５に溶接されることにより電池蓋１４と電気的に接続されており、負極リード
２６は電池缶１１に溶接され電気的に接続されている。
【００１７】
　図２は、図１に示した巻回電極体２０の一部を拡大して表す断面図である。以下、図２
を参照しながら、二次電池を構成する正極２１、負極２２、セパレータ２３、および電解
液について順次説明する。
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【００１８】
（正極）
　正極２１は、例えば、一対の面を有する正極集電体２１Ａの両面に正極活物質層２１Ｂ
が設けられた構造を有している。正極集電体２１Ａは、例えば、アルミニウム箔などの金
属箔により構成されている。正極活物質層２１Ｂは、例えば、正極活物質として、リチウ
ムを吸蔵および放出することが可能な正極材料の１種または２種以上を含んでおり、必要
に応じてグラファイトなどの導電剤およびポリフッ化ビニリデンなどの結着剤を含んで構
成されている。
【００１９】
　リチウムを吸蔵および放出することが可能な正極活物質としては、ニッケル成分がコバ
ルト成分より多く含まれているリチウム複合酸化物を用いることが好ましい。リチウム複
合酸化物としては、例えば、下記の式（１）で表される平均組成を有するリチウム複合酸
化物を用いることができる。
　ＬｉxＣｏyＮｉzＭ1-y-zＯb-aＸa　・・・（１）
（式中、Ｍは、ホウ素（Ｂ）、マグネシウム（Ｍｇ）、アルミニウム（Ａｌ）、ケイ素（
Ｓｉ）、リン（Ｐ）、硫黄（Ｓ）、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）、マンガン（Ｍｎ）
、鉄（Ｆｅ）、銅（Ｃｕ）、亜鉛（Ｚｎ）、ガリウム（Ｇａ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、
イットリウム（Ｙ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、銀（Ａｇ）、ストロ
ンチウム（Ｓｒ）、セシウム（Ｃｓ）、バリウム（Ｂａ）、タングステン（Ｗ）、インジ
ウム（Ｉｎ）、スズ（Ｓｎ）、鉛（Ｐｂ）、およびアンチモン（Ｓｂ）から選ばれる１種
以上の元素である。Ｘは、ハロゲン元素である。ｘ、ｙ、ｚ、ａ、およびｂはそれぞれ０
．８＜ｘ≦１．２、０≦ｙ≦１．０、０．５≦z≦１．０、０≦ａ≦１．０、１．８≦ｂ
≦２．２の範囲内の値である。ただしｙ＜ｚとする。）
【００２０】
　正極活物質が、リチウム複合酸化物以外に不純物として炭酸塩および重炭酸塩を含む場
合には、これらの炭酸塩および重炭酸塩の合計の濃度は、日本工業規格JIS-R-9101で示さ
れた方法による分析で、０．３％以下であることが好ましい。炭酸塩および重炭酸塩の合
計の濃度を０．３％以下に設定することで、ガス発生を抑制することができるからである
。ここで、リチウム複合酸化物と、炭酸塩および重炭酸塩との合計の濃度を１００％とし
ている。
【００２１】
（負極）
　負極２２は、例えば、正極２１と同様に、一対の面を有する負極集電体２２Ａの両面に
負極活物質層２２Ｂが設けられた構造を有している。負極集電体２２Ａは、例えば、銅（
Ｃｕ）箔などの金属箔により構成されている。負極活物質層２２Ｂは、例えば、負極活物
質として、リチウムを吸蔵および放出することが可能な負極材料のいずれか１種または２
種以上を含んで構成されており、必要に応じて導電剤および結着剤を含んでいてもよい。
【００２２】
　リチウムを吸蔵および放出することが可能な負極材料としては、例えば、黒鉛（グラフ
ァイト）、難黒鉛化性炭素あるいは易黒鉛化炭素などの炭素材料が挙げられる。炭素材料
には、いずれか１種を単独で用いてもよく、２種以上を混合して用いてもよく、また、平
均粒子径の異なる２種以上を混合して用いてもよい。
【００２３】
　また、リチウムを吸蔵および放出することが可能な負極材料としては、リチウムと合金
を形成可能な金属元素または半金属元素を構成元素として含む材料が挙げられる。具体的
には、リチウムと合金を形成可能な金属元素の単体、合金、あるいは化合物、またはリチ
ウムと合金を形成可能な半金属元素の単体、合金、あるいは化合物、またはこれらの１種
あるいは２種以上の相を少なくとも一部に有する材料が挙げられる。
【００２４】
　このような金属元素あるいは半金属元素としては、例えば、スズ（Ｓｎ）、鉛（Ｐｂ）



(6) JP 5195499 B2 2013.5.8

10

20

30

40

、アルミニウム（Ａｌ）、インジウム（Ｉｎ）、ケイ素（Ｓｉ）、亜鉛（Ｚｎ）、アンチ
モン（Ｓｂ）、ビスマス（Ｂｉ）、カドミウム（Ｃｄ）、マグネシウム（Ｍｇ）、ホウ素
（Ｂ）、ガリウム（Ｇａ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、ヒ素（Ａｓ）、銀（Ａｇ）、ジルコ
ニウム（Ｚｒ）、イットリウム（Ｙ）またはハフニウム（Ｈｆ）が挙げられる。中でも、
長周期型周期表における１４族の金属元素あるいは半金属元素が好ましく、特に好ましい
のはケイ素（Ｓｉ）あるいはスズ（Ｓｎ）である。ケイ素（Ｓｉ）およびスズ（Ｓｎ）は
リチウムを吸蔵および放出する能力が大きく、高いエネルギー密度を得ることができるか
らである。
【００２５】
　ケイ素（Ｓｉ）の合金としては、例えば、ケイ素（Ｓｉ）以外の第２の構成元素として
、スズ（Ｓｎ）、ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、マン
ガン（Ｍｎ）、亜鉛（Ｚｎ）、インジウム（Ｉｎ）、銀（Ａｇ）、チタン（Ｔｉ）、ゲル
マニウム（Ｇｅ）、ビスマス（Ｂｉ）、アンチモン（Ｓｂ）およびクロム（Ｃｒ）からな
る群のうちの少なくとも１種を含むものが挙げられる。スズ（Ｓｎ）の合金としては、例
えば、スズ（Ｓｎ）以外の第２の構成元素として、ケイ素（Ｓｉ）、ニッケル（Ｎｉ）、
銅（Ｃｕ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、マンガン（Ｍｎ）、亜鉛（Ｚｎ）、インジ
ウム（Ｉｎ）、銀（Ａｇ）、チタン（Ｔｉ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、ビスマス（Ｂｉ）
、アンチモン（Ｓｂ）およびクロム（Ｃｒ）からなる群のうちの少なくとも１種を含むも
のが挙げられる。
【００２６】
　ケイ素（Ｓｉ）の化合物あるいはスズ（Ｓｎ）の化合物としては、例えば、酸素（Ｏ）
あるいは炭素（Ｃ）を含むものが挙げられ、ケイ素（Ｓｉ）またはスズ（Ｓｎ）に加えて
、上述した第２の構成元素を含んでいてもよい。
【００２７】
（セパレータ）
　セパレータ２３は、正極２１と負極２２とを隔離し、両極の接触による電流の短絡を防
止しつつ、リチウムイオンを通過させるものである。セパレータ２３は、フィルム状を有
する基材層２７と、この基材層２７の少なくとも一方の主面に形成された高分子樹脂層２
８とを備える。なお、図２では、基材層２７の両主面に高分子樹脂層２８を形成した例が
示されている。
【００２８】
　基材層２７は、ポリオレフィン系樹脂を主成分とする微多孔性フィルムであることが好
ましい。ポリオレフィン系樹脂は、ショート防止効果に優れ、且つシャットダウン効果に
よる電池の安全性向上が可能だからである。ポリオレフィン系樹脂としては、ポリエチレ
ンおよびポリプロピレンを単独で用いる、または混合したものを用いることが好ましい。
【００２９】
　高分子樹脂層２８は、下記式（２）で表されるポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）、下
記式（３）で表されるポリビニルホルマール、下記式（４）で表されるポリアクリル酸エ
ステル、および下記式（５）で表されるメタクリル酸メチルの少なくとも１種を含んでい
る。これらの樹脂の少なくとも１種を高分子樹脂層２８が含んでいることで、正極２１と
セパレータ２３との間、および／または負極２２とセパレータ２３との間の接着力を向上
することができる。すなわち、ショートなどの発生を抑制することができる。
【００３０】
【化１】

【００３１】
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【化２】

【００３２】
【化３】

【００３３】

【化４】

【００３４】
　高分子樹脂層２８は、例えば、直径１μｍ以下の骨格が三次元網目状に連結した構造を
有する樹脂を含んでいる。直径１μｍ以下の骨格が三次元網目状に連結した構造は、ＳＥ
Ｍ（Scanning Electron Microscope;走査型電子顕微鏡）により観察することで確認する
ことができる。高分子樹脂層２８は、直径１μｍ以下の骨格が三次元網目状に連結した構
造を有するので、電解液の含浸性に優れ、また、この構造は、空隙率を大きく取ることが
できるので、イオン透過性に優れたものである。
【００３５】
　高分子樹脂層２８の表面開孔率は３０％～８０％の範囲内にするのが好ましい。表面開
孔率が小さすぎるとイオン伝導性を阻害してしまうからであり、大きすぎると、樹脂が付
与する機能が十分ではなくなるからである。
【００３６】
　ここで、表面開孔率は、ＳＥＭにより観察を行い、例えば、以下に説明するようにして
、算出するものとする。ＳＥＭを用いて観察したＳＥＭ像において、表面から骨格の直径
１μｍ分の深さまでを骨格占有面積とする。画像処理により抽出した領域Ｒを骨格占有面
積として算出する。表面開孔率は、ＳＥＭ像の全体の面積から骨格占有面積を引いた値を
、ＳＥＭ像の全体の面積で割ることにより算出する。すなわち、「表面開孔率（％）」＝
{（「全体の面積」－「骨格占有面積」）／「全体の面積」}×１００（％）によって求め
ることができる。
【００３７】
　高分子樹脂層２８は、無機物を主成分とする微粒子を含んでいることが好ましい。この
ような微粒子を含むことで、セパレータ２３の耐酸化性を向上し、電池特性の劣化を抑制
できるからである。微粒子に含まれる無機物としては、アルミナ（Ａｌ2Ｏ3）、シリカ（
ＳｉＯ2）、およびチタニア（ＴｉＯ2）の少なくとも１種を用いることが好ましい。微粒
子の平均粒径は、１ｎｍ～３μｍの範囲内であることが好ましい。平均粒径が１ｎｍ未満
であると、セラミックスの結晶性が乏しいため添加する効果が得られず、平均粒径が３μ
ｍを超えると、十分に分散されないからである。
【００３８】
（電解液）
　電解質である電解液は、溶媒と、この溶媒に溶解された電解質塩とを含んでいる。溶媒
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としては、炭酸エチレンあるいは炭酸プロピレンなどの環状の炭酸エステルを用いること
ができ、炭酸エチレンおよび炭酸プロピレンのうちの一方、特に両方を混合して用いるこ
とが好ましい。サイクル特性を向上させることができるからである。
【００３９】
　また、溶媒としては、これらの環状の炭酸エステルに加えて、炭酸ジエチル、炭酸ジメ
チル、炭酸エチルメチルあるいは炭酸メチルプロピルなどの鎖状の炭酸エステルを混合し
て用いることが好ましい。高いイオン伝導性を得ることができるからである。
【００４０】
　さらにまた、溶媒としては、２，４－ジフルオロアニソールあるいは炭酸ビニレンを含
むこと好ましい。２，４－ジフルオロアニソールは放電容量を向上させることができ、ま
た、炭酸ビニレンはサイクル特性を向上させることができるからである。よって、これら
を混合して用いれば、放電容量およびサイクル特性を向上させることができるので好まし
い。
【００４１】
　これらの他にも、溶媒としては、炭酸ブチレン、γ－ブチロラクトン、γ－バレロラク
トン、１，２－ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン、２－メチルテトラヒドロフラン
、１，３－ジオキソラン、４－メチル－１，３－ジオキソラン、酢酸メチル、プロピオン
酸メチル、アセトニトリル、グルタロニトリル、アジポニトリル、メトキシアセトニトリ
ル、３－メトキシプロピロニトリル、Ｎ，Ｎ－ジメチルフォルムアミド、Ｎ－メチルピロ
リジノン、Ｎ－メチルオキサゾリジノン、Ｎ，Ｎ－ジメチルイミダゾリジノン、ニトロメ
タン、ニトロエタン、スルホラン、ジメチルスルフォキシドあるいはリン酸トリメチルな
どが挙げられる。
【００４２】
　なお、これらの非水溶媒の少なくとも一部の水素をフッ素で置換した化合物は、組み合
わせる電極の種類によっては、電極反応の可逆性を向上させることができる場合があるの
で、好ましい場合もある。
【００４３】
　電解質塩としては、例えばリチウム塩が挙げられ、１種を単独で用いてもよく、２種以
上を混合して用いてもよい。リチウム塩としては、ＬｉＰＦ6、ＬｉＢＦ4、ＬｉＡｓＦ6

、ＬｉＣｌＯ4、ＬｉＢ（Ｃ6Ｈ5）4、ＬｉＣＨ3ＳＯ3、ＬｉＣＦ3ＳＯ3、ＬｉＮ（ＳＯ2

ＣＦ3）2、ＬｉＣ（ＳＯ2ＣＦ3）3、ＬｉＡｌＣｌ4、ＬｉＳｉＦ6、ＬｉＣｌ、ジフルオ
ロ［オキソラト－Ｏ，Ｏ’］ホウ酸リチウム、リチウムビスオキサレートボレート、ある
いはＬｉＢｒなどが挙げられる。中でも、ＬｉＰＦ6は高いイオン伝導性を得ることがで
きると共に、サイクル特性を向上させることができるので好ましい。
【００４４】
[電池の製造方法]
　上述の構成を有する非水電解質二次電池は、例えば、次のようにして製造することがで
きる。
【００４５】
（正極の作製工程）
　まず、例えば、上述した正極活物質と、導電剤と、結着剤とを混合して正極合剤を調製
し、この正極合剤をＮ－メチル－２－ピロリドンなどの溶剤に分散させてペースト状の正
極合剤スラリーを作製する。次に、この正極合剤スラリーを正極集電体２１Ａに塗布し溶
剤を乾燥させ、ロールプレス機などにより圧縮成型することにより正極活物質層２１Ｂを
形成し、正極２１を形成する。
【００４６】
（負極の作製工程）
　まず、例えば、負極活物質と、結着剤とを混合して負極合剤を調製し、この負極合剤を
Ｎ－メチル－２－ピロリドンなどの溶剤に分散させてペースト状の負極合剤スラリーを作
製する。次に、この負極合剤スラリーを負極集電体２２Ａに塗布し溶剤を乾燥させ、ロー
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ルプレス機などにより圧縮成型することにより負極活物質層２２Ｂを形成し、負極２２を
作製する。
【００４７】
（セパレータの作製工程）
　まず、マトリックス樹脂、および溶媒からなるスラリーを作製する。また、必要に応じ
て、無機物を主成分とする微粒子をスラリーに添加するようにしてもよい。ここで、マト
リックス樹脂は、ポリフッ化ビニリデン、ポリビニルホルマール、ポリアクリル酸エステ
ル、およびメタクリル酸メチルの少なくとも１種である。次に、作製したスラリーを基材
層２７上に塗布し、マトリックス樹脂の貧溶媒且つ上記溶媒の親溶媒浴中を通過させて相
分離させ、その後、乾燥させる。これにより、セパレータ２３が得られる。
【００４８】
　このような方法では、急激な貧溶媒誘起相分離現象により高分子樹脂層２８が形成され
、高分子樹脂層２８は、樹脂による骨格が微細な三次元網目状に連結した構造を有する。
すなわち、樹脂を溶解した溶液を、樹脂に対して貧溶媒であり、且つ樹脂を溶解させる溶
媒に対しては親溶媒である溶媒に、接触させることで溶媒交換が起こる。これにより、ス
ピノーダル分解を伴う急激な（速度の速い）相分離が生じ、樹脂が独特の三次元網目構造
を有するようになる。
【００４９】
　なお、従来のセパレータの作製で一般的に用いられる湿式法（相分離法）では、樹脂と
溶剤とを混合し、加熱して溶解した溶液を、シート化する。その後、冷却することにより
、樹脂が固体として析出する温度誘起の相分離現象を起こして、開口部の元（溶剤が存在
する部分）を形成する。次に、延伸してから、溶剤を別の溶剤で抽出除去することにより
、多孔構造を形成する。一方、この発明の一実施形態に用いるセパレータ２３の高分子樹
脂層２８は、湿式法で利用されている温度誘起の相分離現象ではなく、貧溶媒による、ス
ピノーダル分解を伴う急激な貧溶媒誘起相分離現象を利用することによって、独特の多孔
構造を形成している。さらに、この構造によって、優れた電解液の良含浸性およびイオン
導電性を実現可能としている。
【００５０】
（組み立て工程）
　次に、正極集電体２１Ａに正極リード２５を溶接などにより取り付けるとともに、負極
集電体２２Ａに負極リード２６を溶接などにより取り付ける。次に、正極２１と負極２２
とをセパレータ２３を介して巻回する。次に、正極リード２５の先端部を安全弁機構１５
に溶接するとともに、負極リード２６の先端部を電池缶１１に溶接して、巻回した正極２
１および負極２２を一対の絶縁板１２、１３で挟み電池缶１１の内部に収納する。正極２
１および負極２２を電池缶１１の内部に収納したのち、電解液を電池缶１１の内部に注入
し、セパレータ２３に含浸させる。そののち、電池缶１１の開口端部に電池蓋１４、安全
弁機構１５をガスケット１７を介してかしめることにより固定する。これにより、図１お
よび図２に示した非水電解質二次電池が作製される。
【００５１】
　この非水電解質二次電池では、充電を行うと、例えば正極活物質層２１Ｂからリチウム
イオンが放出され、電解液を介して負極活物質層２２Ｂに吸蔵される。また、放電を行う
と、例えば負極活物質層２２Ｂからリチウムイオンが放出され、電解液を介して正極活物
質層２１Ｂに吸蔵される。
【００５２】
　以上説明したように、この発明の一実施形態では、ポリフッ化ビニリデン、ポリビニル
ホルマール、ポリアクリル酸エステル、およびメタクリル酸メチルの少なくとも１種を含
む高分子樹脂層２８を基材層２７の少なくとも一方の主面に形成している。これにより、
正極２１とセパレータ２３との間、および／または負極２２とセパレータ２３との間の接
着力を向上することができる。したがって、ショートなどの発生を抑制し、安全性を向上
することができる。特に、ニッケル成分を多く含む正極活物質を正極２１に用いた場合に
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、安全性向上の効果が顕著に現れる。
【００５３】
　また、無機物を主成分とする微粒子を高分子樹脂層２８に担持させた場合には、セパレ
ータ２３の耐酸化性を向上し、電池特性の劣化を抑制することができる。
【００５４】
＜２．第２の実施形態＞
［電池の構成］
　図３は、この発明の第３の実施形態による非水電解質二次電池の一構成例を示す斜視図
である。この二次電池は、いわゆるラミネートフィルム型といわれるものであり、正極リ
ード３１および負極リード３２が取り付けられた巻回電極体３０をフィルム状の外装部材
４０の内部に収容したものである。
【００５５】
　正極リード３１および負極リード３２は、それぞれ、外装部材４０の内部から外部に向
かい例えば同一方向に導出されている。正極リード３１および負極リード３２は、例えば
、アルミニウム、銅、ニッケル、またはステンレスなどの金属材料によりそれぞれ構成さ
れており、それぞれ薄板状または網目状とされている。
【００５６】
　外装部材４０は、例えば、ナイロンフィルム、アルミニウム箔およびポリエチレンフィ
ルムをこの順に貼り合わせた矩形状のアルミラミネートフィルムにより構成されている。
外装部材４０は、例えば、ポリエチレンフィルム側と巻回電極体３０とが対向するように
配設されており、各外縁部が融着または接着剤により互いに密着されている。外装部材４
０と正極リード３１および負極リード３２との間には、外気の侵入を防止するための密着
フィルム４１が挿入されている。密着フィルム４１は、正極リード３１および負極リード
３２に対して密着性を有する材料、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、変性ポリエ
チレンまたは変性ポリプロピレンなどのポリオレフィン樹脂により構成されている。
【００５７】
　なお、外装部材４０は、上述したアルミラミネートフィルムに代えて、他の構造を有す
るラミネートフィルム、ポリプロピレンなどの高分子フィルムまたは金属フィルムにより
構成するようにしてもよい。
【００５８】
　図４は、図３に示した巻回電極体３０のＩＶ－ＩＶ線に沿った断面構造を示す断面図で
ある。巻回電極体３０は、正極３３と負極３４とをセパレータ３５および電解質層３６を
介して積層し、巻回したものであり、最外周部は保護テープ３７により保護されている。
【００５９】
　正極３３は、正極集電体３３Ａの片面または両面に正極活物質層３３Ｂが設けられた構
造を有している。負極３４は、負極集電体３４Ａの片面または両面に負極活物質層３４Ｂ
が設けられた構造を有している。負極活物質層３４Ｂと正極活物質層３３Ｂとが対向する
ように配置されている。正極集電体３３Ａ、正極活物質層３３Ｂ、負極集電体３４Ａ、負
極活物質層３４Ｂおよびセパレータ３５の構成は、上述した第１の実施形態における正極
集電体２１Ａ、正極活物質層２１Ｂ、負極集電体２２Ａ、負極活物質層２２Ｂおよびセパ
レータ２３と同様である。
【００６０】
　電解質層３６は、電解液と、この電解液により膨潤される高分子とを含み、いわゆるゲ
ル状となっている。ゲル状の電解質は高いイオン伝導率を得ることができると共に、電池
の漏液を防止することができるので好ましい。また、ゲル状の電解質は、電解液を保持し
ているために、全固体状のものに比べて活物質との接触性およびイオン伝導性に優れてい
る。高分子としては、ポリフッ化ビニリデン、ポリビニルホルマール、ポリアクリル酸エ
ステル、およびメタクリル酸メチルの少なくとも１種を含んでいる。また、上記電解質層
３６に対して、例えば、ポリエチレンオキサイドもしくはポリエチレンオキサイドを含む
架橋体などのエーテル系高分子化合物などをさらに含ませるようにしてもよい。
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【００６１】
［電池の製造方法］
　上述した構成を有する非水電解質二次電池は、例えば、次のようにして製造することが
できる。
【００６２】
　まず、正極３３および負極３４のそれぞれに、電解液と、高分子と、溶剤とを含む前駆
溶液を塗布し、溶剤を揮発させて電解質層３６を形成する。その後、正極集電体３３Ａの
端部に正極リード３１を溶接などにより取り付けると共に、負極集電体３４Ａの端部に負
極リード３２を溶接などにより取り付ける。次に、電解質層３６が形成された正極３３と
負極３４とをセパレータ３５を介して積層し積層体としたのち、この積層体をその長手方
向に巻回して、最外周部に保護テープ３７を接着して巻回電極体３０を形成する。最後に
、例えば、外装部材４０の間に巻回電極体３０を挟み込み、外装部材４０の外縁部同士を
熱融着などにより密着させて封入する。その際、正極リード３１および負極リード３２と
外装部材４０との間には密着フィルム４１を挿入する。これにより、図３および図４に示
した二次電池が完成する。
【００６３】
　また、この二次電池は、次のようにして作製してもよい。まず、正極３３および負極３
４を作製し、これらの正極３３および負極３４に正極リード３１および負極リード３２を
取り付ける。次に、正極３３と負極３４とをセパレータ３５を介して積層して巻回し、最
外周部に保護テープ３７を接着して、巻回電極体３０の前駆体である巻回体を形成する。
次に、この巻回体を外装部材４０に挟み、一辺を除く外周縁部を熱融着して袋状とし、外
装部材４０の内部に収納する。次に、電解液と、高分子の原料であるモノマーと、重合開
始剤と、必要に応じて重合禁止剤などの他の材料とを含む電解質用組成物を用意し、外装
部材４０の内部に注入する。
【００６４】
　電解質用組成物を注入したのち、外装部材４０の開口部を真空雰囲気下で熱融着して密
封する。次に、熱を加えてモノマーを重合させて高分子とすることによりゲル状の電解質
層３６を形成し、図３および図４に示した二次電池を組み立てる。
【００６５】
　この第２の実施形態による非水電解質二次電池の作用および効果は、上述した第１の実
施形態と同様である。
【００６６】
＜３．第３の実施形態＞
　次に、この発明の第３の実施形態について説明する。以下では、上述の第２の実施形態
と対応する部分には、同一の符号を付して説明する。
【００６７】
　第３の実施形態は、セパレータ３５上に高分子を塗布し、電池の組立後に、電解液を注
液して高分子を膨潤させる点において、第２の実施形態と異なっている。
【００６８】
　第３の実施形態による非水電解質二次電池は、例えば以下のようにして作製することが
できる。まず、マトリックス樹脂、および溶媒からなるスラリーを作製する。ここで、マ
トリックス樹脂は、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）、ポリビニルホルマール、ポリア
クリル酸エステル、およびメタクリル酸メチルの少なくとも１種である。次に、作製した
スラリーを、微多孔性フィルムなどである基材層２７上に塗布し、マトリックス樹脂の貧
溶媒且つ上記溶媒の親溶媒浴中を通過させて相分離させ、その後、乾燥させる。これによ
り、基材層上に高分子樹脂層が形成され、セパレータ３５が得られる。次に、電解質層３
６が形成された正極３３と負極３４とをセパレータ３５を介して積層し積層体としたのち
、この積層体をその長手方向に巻回して、最外周部に保護テープ３７を接着して巻回電極
体３０を形成する。次に、例えば、外装部材４０の間に巻回電極体３０を挟み込み、一辺
を除く外周縁部を熱融着して袋状とし、外装部材４０の内部に巻回電極体３０に収納する
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。次に、熱融着させていない一辺から、溶媒を外装部材４０内に注入し、高分子樹脂層の
高分子を電解液により膨潤させた後、外装部材４０の開口部を熱融着して密封する。これ
により、非水電解質二次電池が得られる。
【００６９】
　この第３の実施形態による非水電解質二次電池の作用および効果は、上述した第１の実
施形態と同様である。
【実施例】
【００７０】
　以下、実施例によりこの発明を具体的に説明するが、この発明はこれらの実施例のみに
限定されるものではない。
【００７１】
　以下の実施例および比較例において、無機微粒子の平均粒径は、HORIBA製の動的散乱式
粒径分布測定装置（LB-550）により測定したものである。
【００７２】
（参考例１）
　正極は以下のようにして作製した。まず、平均組成がＬｉ0.98Ｃｏ0.15Ｎｉ0.80Ａｌ0.

05Ｏ2.1であり、レーザー散乱法により測定した平均粒子径が１４μｍの複合酸化物粒子
を準備した。次に、この複合酸化物粒子に対して、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）を
２質量％、グラファイトを１質量％添加し、Ｎ－メチル－２ピロリドン（ＮＭＰ）にて1
時間よく混練して正極合剤スラリーとした。次に、この正極合剤スラリーをＡｌ箔の両面
に薄く塗布し、乾燥させた後、所定の寸法にカットし、さらに１００℃以上で真空乾燥を
行い、正極を得た。
【００７３】
　負極は以下のようにして作製した。まず、負極活物質として黒鉛９７質量％、結着剤と
してポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）を３質量％とを均質に混合してＮ－メチル－２ピ
ロリドン（ＮＭＰ）を添加し負極合剤スラリーとした。次に、この負極合剤スラリーを銅
箔の両面に均一に塗布、乾燥させた後、所定の寸法にカットして、さらに１００℃以上で
真空乾燥を行い、負極を得た。
【００７４】
　電解液は以下のようにして作製した。エチレンカーボネート／エチルメチルカーボネー
ト／４－フルオロエチレンカーボネート＝３９／６０／１の割合（質量比）で混合した溶
媒８６質量％に、六フッ化リン酸リチウム１４質量％を混合して作製した。
【００７５】
　セパレータは、以下のようにして作製した。まず、ポリフッ化ビニリデン（平均分子量
１５００００）にＮ－メチル－２ピロリドンを質量比１０：９０の割合で加え、十分に溶
解させた。これにより、Ｎ－メチル－２ピロリドン９０質量％に対してポリフッ化ビリデ
ンが１０質量％溶解されたスラリーを作製した。次に、作製したスラリーを卓上コーター
にて、基材層としての厚さ９μｍのポリエチレン（ＰＥ）製微多孔膜の両面に２μｍ塗布
した。次に、塗布膜を水浴で相分離させた後、熱風にて乾燥し、厚さ４μｍのＰＶｄＦ微
多孔層を有する微多孔膜を得た。
【００７６】
　上述のようにして得られた正極と負極とをセパレータを介して積層して巻き取り、アル
ミニウムラミネートフィルムからなる袋に収容した。次に、この袋に電解液を２ｇ注液後
、袋を熱融着してラミネート型電池を得た。なお、この電池の定格容量は１０００ｍＡｈ
とした。
【００７７】
（参考例２）
　平均組成Ｌｉ0.98Ｃｏ0.15Ｎｉ0.80Ｍｎ0.05Ｏ2.1であり、レーザー散乱法により測定
した平均粒子径が１４μｍの複合酸化物粒子である正極活物質を用いる以外は、参考例１
と同様にしてラミネート型電池を得た。なお、この電池の定格容量は９７０ｍＡｈとした
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。
【００７８】
（参考例３）
　セパレータは、以下のようにして作製した。まず、ポリビニルホルマールにＮ－メチル
－２ピロリドンを質量比１０：９０の割合で加え、十分に溶解させた。これにより、Ｎ－
メチル－２ピロリドン９０質量％に対してポリビニルホルマールが１０質量％溶解された
スラリーを作製した。次に、作製したスラリーを卓上コーターにて、基材層としての厚さ
９μｍのポリエチレン（ＰＥ）製微多孔膜の両面に２μｍ塗布した。次に、塗布膜を水浴
で相分離させた後、熱風にて乾燥し、厚さ４μｍのポリビニルホルマール微多孔層を有す
る微多孔膜を得た。
　これ以外のことは、参考例１と同様にしてラミネート型電池を得た。なお、この電池の
定格容量は１０００ｍＡｈとした。
【００７９】
（参考例４）
　セパレータは、以下のようにして作製した。まず、ポリアクリル酸エステルにＮ－メチ
ル－２ピロリドンを質量比１０：９０の割合で加え、十分に溶解させた。これにより、Ｎ
－メチル－２ピロリドン９０質量％に対してポリアクリル酸エステルが１０質量％溶解さ
れたスラリーを作製した。次に、作製したスラリーを卓上コーターにて、基材層のとして
の厚さ９μｍのポリエチレン（ＰＥ）製微多孔膜の両面に２μｍ塗布した。次に、塗布膜
を水浴で相分離させた後、熱風にて乾燥し、厚さ４μｍのポリアクリル酸エステル微多孔
層を有する微多孔膜を得た。
　これ以外のことは、参考例１と同様にしてラミネート型電池を得た。なお、この電池の
定格容量は１０００ｍＡｈとした。
【００８０】
（参考例５）
　セパレータは、以下のようにして作製した。まず、メタクリル酸メチルにＮ－メチル－
２ピロリドンを質量比１０：９０の割合で加え、十分に溶解させた。これにより、Ｎ－メ
チル－２ピロリドン９０質量％に対してメタクリル酸メチルが１０質量％溶解されたスラ
リーを作製した。次に、作製したスラリーを卓上コーターにて、基材層としての厚さ９μ
ｍのポリエチレン（ＰＥ）製微多孔膜上に２μｍ塗布した。次に、塗布膜を水浴で相分離
させた後、熱風にて乾燥し、厚さ４μｍのメタクリル酸メチル微多孔層を有する微多孔膜
を得た。
　これ以外のことは、参考例１と同様にしてラミネート型電池を得た。なお、この電池の
定格容量は１０００ｍＡｈとした。
【００８１】
（参考例６）
　高分子樹脂層にＡｌ2Ｏ3（アルミナ）を含むセパレータを以下のようにして作製した。
まず、ポリフッ化ビリデン（平均分子量１５００００）にＮ－メチル－２ピロリドンを質
量比１０：９０の割合で加え、十分に溶解させた。これにより、Ｎ－メチル－２ピロリド
ン９０質量％に対してポリフッ化ビリデンが１０質量％溶解されたスラリーを作製した。
次に、作製したスラリーに対して、Ａｌ2Ｏ3（アルミナ）微粉末をＰＶｄＦ量に対し２倍
量となるように添加し、良く攪拌し塗布スラリーを作製した。Ａｌ2Ｏ3（アルミナ）微粉
末としては、平均粒径が２５０ｎｍのものを用いた。
【００８２】
　次に、作製したスラリーを卓上コーターにて、基材層としての厚さ９μｍのポリエチレ
ン（ＰＥ）製微多孔膜の両面に２μｍ塗布した。次に、塗布膜を水浴で相分離させた後、
熱風にて乾燥し、アルミナを担持した厚さ４μｍのＰＶｄＦ微多孔層を有する微多孔膜を
得た。
　これ以外のことは、参考例１と同様にしてラミネート型電池を得た。
【００８３】
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（参考例７）
　平均組成Ｌｉ0.98Ｃｏ0.15Ｎｉ0.80Ｍｎ0.05Ｏ2.1であり、レーザー散乱法により測定
した平均粒子径が１４μｍの複合酸化物粒子である正極活物質を用いる以外は、参考例６
と同様にしてラミネート型電池を得た。なお、この電池の定格容量は９７０ｍＡｈとした
。
【００８４】
（実施例８）
　高分子樹脂層にＡｌ2Ｏ3（アルミナ）を含むセパレータを以下のようにして作製した。
まず、ポリビニルホルマールにＮ－メチル－２ピロリドンを質量比１０：９０の割合で加
え、十分に溶解させた。これにより、Ｎ－メチル－２ピロリドン９０質量％に対してポリ
ビニルホルマールが１０質量％溶解されたスラリーを作製した。次に、作製したスラリー
に対して、Ａｌ2Ｏ3（アルミナ）微粉末をポリビニルホルマールの量に対し２倍量となる
ように添加し、良く攪拌し塗布スラリーを作製した。Ａｌ2Ｏ3（アルミナ）微粉末として
は、平均粒径が２５０ｎｍのものを用いた。
【００８５】
　次に、作製したスラリーを卓上コーターにて、基材層としての厚さ９μｍのポリエチレ
ン（ＰＥ）製微多孔膜の両面に２μｍ塗布した。次に、塗布膜を水浴で相分離させた後、
熱風にて乾燥し、アルミナを担持した厚さ４μｍのポリビニルホルマール微多孔層を有す
る微多孔膜を得た。
　これ以外のことは、参考例１と同様にしてラミネート型電池を得た。
【００８６】
（実施例９）
　高分子樹脂層にＡｌ2Ｏ3（アルミナ）を含むセパレータを以下のようにして作製した。
まず、ポリアクリル酸エステルにＮ－メチル－２ピロリドンを質量比１０：９０の割合で
加え、十分に溶解させた。これにより、Ｎ－メチル－２ピロリドン９０質量％に対してポ
リアクリル酸エステルが１０質量％溶解されたスラリーを作製した。次に、作製したスラ
リーに対して、Ａｌ2Ｏ3（アルミナ）微粉末をポリアクリル酸エステルの量に対し２倍量
となるように添加し、良く攪拌し塗布スラリーを作製した。Ａｌ2Ｏ3（アルミナ）微粉末
としては、平均粒径が２５０ｎｍのものを用いた。
【００８７】
　次に、作製したスラリーを卓上コーターにて、基材層としての厚さ９μｍのポリエチレ
ン（ＰＥ）製微多孔膜の両面に２μｍ塗布した。次に、塗布膜を水浴で相分離させた後、
熱風にて乾燥し、アルミナを担持した厚さ４μｍのポリアクリル酸エステル微多孔層を有
する微多孔膜を得た。
　これ以外のことは、参考例１と同様にしてラミネート型電池を得た。
【００８８】
（実施例１０）
　高分子樹脂層にＡｌ2Ｏ3（アルミナ）を含むセパレータを以下のようにして作製した。
まず、メタクリル酸メチルにＮ－メチル－２ピロリドンを質量比１０：９０の割合で加え
、十分に溶解させた。これにより、Ｎ－メチル－２ピロリドン９０質量％に対してメタク
リル酸メチルが１０質量％溶解されたスラリーを作製した。次に、作製したスラリーに対
して、Ａｌ2Ｏ3（アルミナ）微粉末をメタクリル酸メチルの量に対し２倍量となるように
添加し、良く攪拌し塗布スラリーを作製した。Ａｌ2Ｏ3（アルミナ）微粉末としては、平
均粒径が２５０ｎｍのものを用いた。
【００８９】
　次に、作製したスラリーを卓上コーターにて、基材層としての厚さ９μｍのポリエチレ
ン（ＰＥ）製微多孔膜の両面に２μｍ塗布した。次に、塗布膜を水浴で相分離させた後、
熱風にて乾燥し、アルミナを担持した厚さ４μｍのメタクリル酸メチル微多孔層を有する
微多孔膜を得た。
　これ以外のことは、参考例１と同様にしてラミネート型電池を得た。
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【００９０】
（参考例１１）
　無機微粒子として、ＳｉＯ2（シリカ）を用いる以外は、参考例６と同様にしてラミネ
ート型電池を得た。
【００９１】
（参考例１２）
　無機微粒子として、ＳｉＯ2（シリカ）を用いる以外は、参考例７と同様にしてラミネ
ート型電池を得た。
【００９２】
（実施例１３）
　無機微粒子として、ＳｉＯ2（シリカ）を用いる以外は、実施例８と同様にしてラミネ
ート型電池を得た。
【００９３】
（実施例１４）
　無機微粒子として、ＳｉＯ2（シリカ）を用いる以外は、実施例９と同様にしてラミネ
ート型電池を得た。
【００９４】
（実施例１５）
　無機微粒子として、ＳｉＯ2（シリカ）を用いる以外は、実施例１０と同様にしてラミ
ネート型電池を得た。
【００９５】
（参考例１６）
　無機微粒子として、ＴｉＯ2（チタニア）を用いる以外は、参考例６と同様にしてラミ
ネート型電池を得た。
【００９６】
（参考例１７）
　無機微粒子として、ＴｉＯ2（チタニア）を用いる以外は、参考例７と同様にしてラミ
ネート型電池を得た。
【００９７】
（実施例１８）
　無機微粒子として、ＴｉＯ2（チタニア）を用いる以外は、実施例８と同様にしてラミ
ネート型電池を得た。
【００９８】
（実施例１９）
　無機微粒子として、ＴｉＯ2（チタニア）を用いる以外は、実施例９と同様にしてラミ
ネート型電池を得た。
【００９９】
（実施例２０）
　無機微粒子として、ＴｉＯ2（チタニア）を用いる以外は、実施例１０と同様にしてラ
ミネート型電池を得た。
【０１００】
（参考例２１）
　基材層としての厚さ９μｍのポリエチレン（ＰＥ）製微多孔膜の両面にスラリーを１０
μｍずつ塗布し、アルミナを担持した厚さ４μｍのＰＶｄＦ微多孔層を作製する以外は、
参考例６と同様にしてラミネート型電池を得た。
【０１０１】
（比較例１）
　セパレータとして、厚さを７μｍの微多孔性ポリエチレンフィルム単層からなるものを
用いる以外は、参考例１と同様にしてラミネート型電池を得た。
【０１０２】
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（比較例２）
　正極活物質として、平均組成Ｌｉ1.02Ｃｏ0.15Ｎｉ0.80Ｍｎ0.05Ｏ2.1であり、レーザ
ー散乱法により測定した平均粒子径が１４μｍの複合酸化物粒子を用いた。また、セパレ
ータとして、厚さを９μｍの微多孔性ポリエチレンフィルム単層からなるものを用いた。
これ以外のことは、参考例１と同様にしてラミネート型電池を得た。なお、この電池の容
量は１０００ｍＡｈとした。
【０１０３】
（比較例３）
　正極活物質として、平均組成Ｌｉ1.02Ｃｏ0.98Ａｌ0.01Ｍｇ0.01Ｏ2.1であり、レーザ
ー散乱法により測定した平均粒子径が１２μｍの複合酸化物粒子を用いた。また、セパレ
ータとして、厚さを９μｍの微多孔性ポリエチレンフィルム単層からなるものを用いた。
これ以外のことは、参考例１と同様にしてラミネート型電池を得た。なお、この電池の容
量は９７０ｍＡｈとした。
【０１０４】
（比較例４）
　平均組成Ｌｉ1.02Ｃｏ0.98Ａｌ0.01Ｍｇ0.01Ｏ2.1であり、レーザー散乱法により測定
した平均粒子径が１２μｍの複合酸化物粒子を用いる以外は、参考例１と同様にしてラミ
ネート型電池を得た。なお、この電池の容量は９７０ｍＡｈである。
【０１０５】
（比較例５）
　平均組成Ｌｉ1.02Ｃｏ0.98Ａｌ0.01Ｍｇ0.01Ｏ2.1であり、レーザー散乱法により測定
した平均粒子径が１２μｍの複合酸化物粒子を用いる以外は、参考例３と同様にしてラミ
ネート型電池を得た。なお、この電池の容量は９７０ｍＡｈである。
【０１０６】
（比較例６）
　平均組成Ｌｉ1.02Ｃｏ0.98Ａｌ0.01Ｍｇ0.01Ｏ2.1であり、レーザー散乱法により測定
した平均粒子径が１２μｍの複合酸化物粒子を用いる以外は、参考例４と同様にしてラミ
ネート型電池を得た。なお、この電池の容量は９７０ｍＡｈである。
【０１０７】
（比較例７）
　平均組成Ｌｉ1.02Ｃｏ0.98Ａｌ0.01Ｍｇ0.01Ｏ2.1であり、レーザー散乱法により測定
した平均粒子径が１２μｍの複合酸化物粒子を用いる以外は、参考例５と同様にしてラミ
ネート型電池を得た。なお、この電池の容量は９７０ｍＡｈである。
【０１０８】
（比較例８）
　平均組成Ｌｉ1.02Ｃｏ0.98Ａｌ0.01Ｍｇ0.01Ｏ2.1であり、レーザー散乱法により測定
した平均粒子径が１２μｍの複合酸化物粒子を用いる以外は、参考例６と同様にしてラミ
ネート型電池を得た。なお、この電池の容量は９７０ｍＡｈである。
【０１０９】
（比較例９）
　平均組成Ｌｉ1.02Ｃｏ0.98Ａｌ0.01Ｍｇ0.01Ｏ2.1であり、レーザー散乱法により測定
した平均粒子径が１２μｍの複合酸化物粒子を用いる以外は、参考例１１と同様にしてラ
ミネート型電池を得た。なお、この電池の容量は９７０ｍＡｈである。
【０１１０】
（比較例１０）
　平均組成Ｌｉ1.02Ｃｏ0.98Ａｌ0.01Ｍｇ0.01Ｏ2.1であり、レーザー散乱法により測定
した平均粒子径が１２μｍの複合酸化物粒子を用いる以外は、参考例１６と同様にしてラ
ミネート型電池を得た。なお、この電池の容量は９７０ｍＡｈである。
【０１１１】
　上述のようにして得られたラミネート型電池に対して、以下の評価を行った。
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（サイクル試験）
　電池を２３℃環境下１Ｃで４．２Ｖを上限として３時間充電した後、１Ｃで２．５Ｖま
での放電を５００回繰り返した。次に、１サイクル目の放電容量および５００サイクル目
の放電容量を用いて、以下の式から５００サイクル後の容量維持率を求めた。なお、「１
Ｃ」とは、電池の定格容量を１時間で定電流放電させる電流値のことである。
　サイクル特性［％］
　　　＝（５００サイクル目の放電容量／１サイクル目の放電容量）×１００
【０１１２】
（保存試験）
　２３℃環境下１Ｃで４．２Ｖを上限として３時間充電した後、８５℃環境下で１２時間
保存した。そして、８５℃環境下で１２時間保存前後の電池の厚み変化を求めた。
　保存後のセルは２３℃環境下に１２時間静置した後、２３℃環境下にて２．５Ｖ、０．
２Ｃで放電して残存容量を測定し、続けて１Ｃで４．２０Ｖ充電－０．２Ｃで２．５Ｖ放
電を行って回復容量を測定した。
【０１１３】
（フロート試験）
　満充電状態における２３℃環境下で開回路電圧が４．２Ｖ以上となるように充電を行い
、高温過充電状態における充電電流値の変動を調べた。以下、この充電電流値変動をフロ
ート特性と称する。フロート特性は、６０℃に維持した高温槽内で５００ｈの定電流定電
圧方式により行った。具体的には、１０ｍＡで定電流充電を開始した後、それぞれ端子間
電圧が所定電圧まで上昇した時点で定電圧充電へ切り替えた。定電圧充電後の電流が立ち
上がる時間を測定し、フロート限界時間とした。
【０１１４】
　実施例８～１０、１３～１５、１８～２０、参考例１～７、１１、１２、１６、１７、
２１および比較例１～１０の電池の構成、および評価結果を表１、表２に示す。
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【表１】

【０１１５】
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【表２】

【０１１６】
　表１および表２から以下のことがわかる。
　参考例１～５、比較例１～２：ポリフッ化ビニリデン、ポリビニルホルマール、ポリア
クリル酸エステル、またはメタクリル酸メチルを含む高分子樹脂層を基材層上に形成する
ことで、セル厚みの変化量を抑制することができる。したがって、電極間距離が広がるこ
とを抑え、電池の安全性の低下を抑制することができる。
　参考例１～５、比較例１～２：ポリフッ化ビニリデン、ポリビニルホルマール、ポリア
クリル酸エステル、またはメタクリル酸メチルを含む高分子樹脂層を基材層上に形成する
ことで、サイクル特性を向上することができる。
　実施例８～１０、１３～１５、１８～２０、参考例１～７、１１、１２、１６、１７、
２１：アルミナ、シリカ、またはチタニアを高分子樹脂層に含ませることで、フロート特
性を大幅に向上することができる。
　参考例１～５、比較例４～７：ニッケル成分をコバルト成分より多く含む正極活物質を
用いた場合に、コバルト系の正極活物質を用いた場合に比べて、セル厚みの変化量を抑制
する効果が顕著に現れる。
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　参考例１～５、比較例４～７：ニッケル成分をコバルト成分より多く含む正極活物質を
用いた場合にも、コバルト系の正極活物質を用いた場合と同等のサイクル特性を得ること
ができる。
【０１１７】
　以上、この発明の実施形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の実施形態
に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
【０１１８】
　例えば、上述の実施形態において挙げた構成、形状、および数値はあくまでも例に過ぎ
ず、必要に応じてこれと異なる構成、形状、および数値を用いてもよい。
【０１１９】
　また、上述の実施形態では、電解液およびゲル状の電解質を用いる電池に対してこの発
明を適用する例について説明したが、高分子化合物に電解質塩を溶解させた全固体状の高
分子電解質に対してもこの発明は適用可能である。
【符号の説明】
【０１２０】
　１１　　電池缶
　１２、１３　　絶縁板
　１４　　電池蓋
　１５　　安全弁機構
　１５Ａ　　ディスク板
　１６　　熱感抵抗素子
　１７　　ガスケット
　２０、３０　　巻回電極体
　２１、３３　　正極
　２１Ａ、３３Ａ　　正極集電体
　２１Ｂ、３３Ｂ　　正極活物質層
　２２、３４　　負極
　２２Ａ、３４Ａ　　負極集電体
　２２Ｂ、３４Ｂ　　負極活物質層
　２３、３５　　セパレータ
　２４　　センターピン
　２５、３１　　正極リード
　２６、３２　　負極リード
　２７　　基材層
　２８　　高分子樹脂層
　３６　　電解質層
　３７　　保護テープ
　４０　　外装部材
　４１　　密着フィルム
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