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(57)【要約】
　出力密度が高く、繰り返し充放電効率が良好な電極構
造体、及び該電極構造体を用いた蓄電デバイスを提供す
る。シリコン、スズ、及びそれらの少なくとも一方を含
む合金からなる群から選ばれる少なくとも１種を含有す
る活物質粒子と、前記活物質粒子を結合するバインダー
を含む電極材料からなる電極材料層を有する電極構造体
において、前記バインダーの引張弾性率が２０００ＭＰ
ａ以上、破断強度が１００ＭＰａ以上、破断伸度が２０
％以上１２０％以下、破断強度／破断伸度＞１．４（Ｍ
Ｐａ／％）であり、前記電極構造体の最高熱履歴温度が
３５０℃未満且つ前記バインダーのガラス転移温度以下
であり、前記活物質粒子の平均粒径が０．５μｍ以下で
ある電極構造体及び該電極構造体を負極に用いた蓄電デ
バイス。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコン、スズ、及びそれらの少なくとも一方を含む合金からなる群から選ばれる少な
くとも１種を含有する活物質粒子と、前記活物質粒子を結合するバインダーを含む電極材
料からなる電極材料層を有する電極構造体において、前記バインダーの引張弾性率が２０
００ＭＰａ以上、破断強度が１００ＭＰａ以上、破断伸度が２０％以上１２０％以下、破
断強度／破断伸度＞１．４（ＭＰａ／％）であり、前記電極材料を焼成して生成する電極
構造体の最高熱履歴温度が３５０℃未満且つ前記バインダーのガラス転移温度以下であり
、前記活物質粒子の平均粒径が０．５μｍ以下であることを特徴とする電極構造体。
【請求項２】
　前記電極構造体の最高熱履歴温度が２５０℃未満であることを特徴とする請求項１に記
載の電極構造体。
【請求項３】
　前記活物質粒子の平均粒径が０．２μｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の
電極構造体。
【請求項４】
　前記活物質粒子が、シリコン、スズ、及びそれらの少なくとも一方を含む合金からなる
群から選ばれる少なくとも１種を含有する複数の一次粒子を構成要素として含み、前記一
次粒子が厚さ１ｎｍ以上１０ｎｍ以下の非晶質の表層を有する直径５ｎｍ以上２００ｎｍ
以下の結晶粒子からなり、前記一次粒子の非晶質の表層が少なくとも金属酸化物から構成
されており、前記金属酸化物が金属の酸化で生成される時のギブスの自由エネルギーが、
シリコンまたはスズを酸化させた場合のギブスの自由エネルギーよりも小さく、前記金属
酸化物が酸化シリコンもしくは酸化スズより熱力学的に安定であることを特徴とする請求
項１に記載の電極構造体。
【請求項５】
　前記金属酸化物を構成する金属がＺｒまたはＡｌであることを特徴とする請求項４に記
載の電極構造体。
【請求項６】
　前記バインダーがポリイミドあるいはポリアミドイミドであることを特徴とする請求項
１に記載の電極構造体。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の電極構造体を用いた負極、リチウムイオン伝導
体及び正極を具備し、リチウムの酸化反応及びリチウムイオンの還元反応を利用すること
を特徴とする蓄電デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、出力密度が高く、繰り返し充放電効率が良好な、リチウムイオンを蓄積・放
出できる電極構造体、及び該電極構造体を有する蓄電デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　出力密度が高く、繰り返し充放電効率の高い蓄電デバイスの開発が要望されている。
【０００３】
　シリコン、スズまたはそれらの合金を活物質として用い、電極構造体として負極に用い
たリチウム二次電池は、出力密度は高いものの、充放電時における電極材料の体積膨張・
収縮に伴う内部抵抗の増加による充放電効率の低下が問題となっている。
【０００４】
　この問題を解決する一つの手段として電極構造体を構成する一成分であるバインダーの
検討がなされている。
【０００５】
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　特許文献１では、バインダーの５０ＭＰａ以上の引張強さ（破断強度）、１０％以上の
破断伸度、１００００ＭＰａ以下の引張弾性率、バインダーのガラス転移温度よりも高い
温度の熱履歴温度（焼成温度）を規定しており、０．８μｍの粒径のシリコンやスズ元素
を活物質として用いている電極構造体が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】ＷＯ２００４／００４０３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載された技術では、熱履歴温度が高いためにシリコンやスズの結晶成長
が進み、その結果として粒径の増大、それによる容量の低下、充放電効率の低下が起こり
易い。また、高い熱履歴温度では、工程中に吸着した酸素や水分による酸化が起こり易く
、その結果としてシリコンまたはスズの酸化物の生成量が増し、そのため、充放電効率の
低下が起き易かった。
【０００８】
　本発明は、上記の課題を解決し、出力密度が高く、繰り返し充放電効率が良好な電極構
造体、及び該電極構造体を用いた蓄電デバイスを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決する電極構造体は、シリコン、スズ及びそれらの少なくとも一方を含
む合金からなる群から選ばれる少なくとも１種を含有する活物質粒子と、前記活物質粒子
を結合するバインダーを含む電極材料からなる電極材料層を有する電極構造体において、
前記バインダーの引張弾性率が２０００ＭＰａ以上、破断強度が１００ＭＰａ以上、破断
伸度が２０％以上１２０％以下、破断強度／破断伸度＞１．４（ＭＰａ／％）であり、前
記電極材料を焼成して生成する電極構造体の最高熱履歴温度が３５０℃未満且つ前記バイ
ンダーのガラス転移温度以下であり、前記活物質粒子の平均粒径が０．５μｍ以下である
ことを特徴とする。
【００１０】
　また、上記の課題を解決する蓄電デバイスは、上記の電極構造体を用いた負極、リチウ
ムイオン伝導体及び正極を具備し、リチウムの酸化反応及びリチウムイオンの還元反応を
利用することを特徴とする。
【００１１】
　なお、本発明において、蓄電デバイスは、キャパシタ、二次電池、キャパシタと二次電
池の組み合わせたデバイス、またそれらに発電機能を組み込んだデバイスを含む概念であ
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、出力密度が高く、繰り返し充放電効率が良好な電極構造体、及び該電
極構造体を用いた蓄電デバイスを提供することができる。
【００１３】
　特に、本発明によれば、電極構造体の一構成要素であるバインダーの機械物性値、およ
び熱処理温度を規定することにより、活物質粒子の膨張、収縮による電極の崩壊を緩和す
ることができる。その結果、本発明の電極構造体を用いた蓄電デバイスは、充放電の繰り
返しによる内部抵抗の増加を抑え、繰り返し充放電効率を向上することが可能となる。特
に、出力密度を向上させるために活物質粒子の粒径を小さくした場合に、その効果が顕著
である。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１】本発明の電極構造体の一実施態様を示す模式図である。
【図２】本発明の電極構造体の他の実施態様を示す模式図である。
【図３】本発明の電極構造体の一例を示す模式断面図である。
【図４】本発明の蓄電デバイスの一例を示す概念断面図である。
【図５】単層式扁平形（コイン形）蓄電デバイスを示す模式セル断面図である。
【図６】スパイラル式円筒型蓄電デバイスを示す模式セル断面図である。
【図７】本発明の実施例の一部の各バインダーの引張弾性率の値と、１回目に対する１０
回目のＬｉ放出量（電気量）の関係を示すグラフである。
【図８】本発明の実施例の一部の各バインダーの引張弾性率の値と、１０回目に対する５
０回目のＬｉ放出量（電気量）の関係を示すグラフである。
【図９】本発明の実施例の一部の各バインダーの破断強度の値と、１回目に対する１０回
目のＬｉ放出量（電気量）の関係を示すグラフである。
【図１０】本発明の実施例の一部の各バインダーの破断強度の値と、１０回目に対する５
０回目のＬｉ放出量（電気量）の関係を示すグラフである。
【図１１】本発明の実施例の一部の各バインダーの破断伸度の値と、１回目に対する１０
回目のＬｉ放出量（電気量）の関係を示すグラフである。
【図１２】本発明の実施例の一部の各バインダーの破断伸度の値と、１０回目に対する５
０回目のＬｉ放出量（電気量）の関係を示すグラフである。
【図１３】本発明の実施例の一部の各バインダーの破断強度／破断伸度の値と、１回目に
対する１０回目のＬｉ放出量（電気量）の関係を示すグラフである。
【図１４】本発明の実施例の一部の各バインダーの破断強度／破断伸度の値と、１０回目
に対する５０回目のＬｉ放出量（電気量）の関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１６】
　本発明に係る電極構造体は、シリコン、スズ及びそれらの少なくとも一方を含む合金か
らなる群から選ばれる少なくとも１種を含有する活物質粒子と、前記活物質粒子を結合す
るバインダーを含む電極材料からなる電極材料層を有する電極構造体において、前記バイ
ンダーの引張弾性率が２０００ＭＰａ以上、破断強度が１００ＭＰａ以上、破断伸度が２
０％以上１２０％以下、破断強度／破断伸度＞１．４（ＭＰａ／％）であり、前記電極材
料を焼成して生成する電極構造体の最高熱履歴温度が３５０℃未満且つ前記バインダーの
ガラス転移温度以下であり、前記活物質粒子の平均粒径が０．５μｍ以下であることを特
徴とする。
【００１７】
［電極構造体］
　以下、本発明の電極構造体の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の電極構造体の一実施形態を示す模式図であり、活物質粒子、バインダ
ー及び集電体の関係を表している。図１において、図１に示す電極構造体１０４は、集電
体１００と、電極材料層１０３を有する。この電極材料層１０３は、シリコン、スズ及び
それらの少なくとも一方を含む合金からなる群から選ばれる少なくとも１種を含有する活
物質粒子１０１と、前記活物質粒子１０１同士を結合するバインダー１０２とを含む電極
材料から構成されている。電極材料層は、他に導電補助材などを含有していても良い。
【００１９】
　また、本発明の電極構造体に用いられる活物質粒子１０１は、複数の一次粒子から構成
される二次粒子であってもよい。
【００２０】
　一方、図２は、本発明の電極構造体の他の実施形態を示す模式図であり、表層を有する
活物質粒子２０１、バインダー２０２、電極材料層２０４及び集電体２００の関係を表す
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模式図である。図２に示す電極構造体２０５は、活物質粒子２０１の構成が図１に示す電
極構造体１０４と異なっており、その他の点は同様である。活物質粒子２０１は、その表
面に金属酸化物を含む表層２０３を有している。なお、本発明及び本明細書において、「
金属酸化物」は半金属の酸化物を含む概念である。
【００２１】
　（電極構造体の構造の概要）
【００２２】
　図３は、本発明の電極構造体の実施形態を、図１及び図２よりも実際の形状に近い図と
して示した、概略断面構造図である。
【００２３】
　図３において、３００は集電体、３０３は活物質粒子、３０４は導電補助材、３０５は
バインダー、３０６は電極材料層、３０７は電極構造体である。
本発明の電極構造体は、電極材料層１０３、２０４、３０６内のバインダー１０２、２０
２、３０５の引張弾性率、破断強度、破断伸度、破断強度／破断伸度の比、電極構造体１
０４、２０５、３０７の最高熱履歴温度、および活物質粒子１０１、２０１、３０３の平
均粒径が、それぞれ特定の範囲内に含まれることを特徴とする。
【００２４】
（機械物性値）
ここで、バインダー１０２、２０２、３０５の引張弾性率、破断強度、破断伸度、破断強
度／破断伸度の比（これらを総称して「機械物性値」という。）について説明する。
【００２５】
　まず、バインダー１０２、２０２、３０５の引張弾性率は２０００ＭＰａ以上である。
この引っ張り弾性率は、２１００ＭＰａ以上１００００ＭＰａ以下であることが望ましい
。前記活物質粒子１０１、２０１、３０３を結合するバインダー１０２、２０２、３０５
の引張弾性率が高い方が、活物質粒子１０１、２０１、３０３が充放電により膨張収縮し
た際に電極材料層１０３、２０４、３０６全体の変形を小さくすることができる。そのた
め、電極材料層１０３、２０４、３０６と集電体１００、２００、３００との密着性及び
活物質粒子１０１、２０１、３０３同士の接触状態を良好に保つことが出来る。引張弾性
率が２０００Ｍｐａ未満の場合、膨張収縮した際の応力に対し変形が大きくなり、電極材
料層と集電体との密着性、活物質粒子同士の接触状態を良好に保つことが困難となる。
【００２６】
　また、バインダー１０２、２０２、３０５の破断強度は１００ＭＰａ以上である。この
破断強度は、１１０ＭＰａ以上４００ＭＰａ以下であることが望ましい。バインダーの破
断強度が１００ＭＰａ未満の場合、活物質粒子１０１、２０１、３０３の膨張収縮による
力が加わったときに電極材料層１０３、２０４、３０６の破断、あるいは電極材料層１０
３、２０４、３０６の集電体１００、２００、３００からの剥離が発生しやすくなる。
【００２７】
　また、バインダー１０２、２０２、３０５の破断伸度は、２０％以上１２０％以下であ
る。この破断伸度は、３０％以上１１０％以下であることが望ましい。バインダーの破断
伸度が２０％未満の場合、充電すなわちＬｉ挿入時の活物質粒子１０１、２０１、３０３
の膨張に耐え切れず、電極材料層１０３、２０４、３０６自体の破断、活物質粒子１０１
、２０１、３０３同士の接触状態の悪化、電極材料層１０３、２０４、３０６の集電体１
００、２００、３００からの剥離等の問題が発生しやすい。また、破断伸度が１２０％を
こえる場合、活物質粒子１０１、２０１、３０３の膨張に追随して電極材料層１０３、２
０４、３０６が伸びることにより、活物質粒子１０１、２０１、３０３同士の距離が離れ
てしまう現象が生じやすく、その結果として電極構造体１０４、２０５、３０７の電気抵
抗が増す問題が発生しやすい。
【００２８】
　また、バインダー１０２、２０２、３０５の破断強度と破断伸度の値は、破断強度／破
断伸度＞１．４（ＭＰａ／％）の関係を有している。破断強度／破断伸度は、破断強度／
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破断伸度＞１．８（ＭＰａ／％）であることが望ましい。破断強度／破断伸度が１．４（
ＭＰａ／％）以下の場合、破断強度が大きい材料であっても電極材料層１０３、２０４、
３０６が集電体１００、２００、３００から剥離し易くなる。
【００２９】
　次に、本発明におけるそれぞれの機械物性値の定義について述べる。
【００３０】
　引張弾性率は、引張荷重に対する応力とひずみ（伸び）が、たとえば金属のように、荷
重をかけた初めの段階で比例関係を保つ場合には、フックの法則が成り立ち、次式により
算出される。
　　Ｅ＝σ／ε
（但し、Ｅ：引張弾性率［ＭＰａ］、σ：破断強度［ＭＰａ］、ε：破断伸度［％］を示
す。）
【００３１】
　しかしながら、プラスチックに於いては一般にこのような比例関係を保たないため、Ｊ
ＩＳＫ７１１３、ＩＳＯ５２７－１をそのまま翻訳したＪＩＳＫ７１６１－１９９４が制
定されている。
【００３２】
　より具体的には、比例関係を保たない場合の引張弾性率は、引張応力－ひずみ曲線上に
ある２点の規定されたひずみの値をもとに、次式により算出される。
　　Ｅｔ＝（σ２―σ１）／（ε２―ε１）
（但し、Ｅｔ：引張弾性率［ＭＰａ］、σ１：ひずみε１＝０．０００５の引張応力［Ｍ
Ｐａ］、σ２：ひずみε２＝０．００２５の引張応力［ＭＰａ］を示す。）
【００３３】
　破断強度は、引張強さ、引張応力とも呼ばれ、次式により算出される。
【００３４】
　　σ＝Ｆ／Ａ
（但し、σ：破断強度［ＭＰａ］、Ｆ：測定荷重［Ｎ］、Ａ：試験片のはじめの断面積［
ｍｍ２］、Ｐａ＝Ｎ／ｍ２を示す。）
【００３５】
　破断伸度は、引張ひずみとも呼ばれる。破断伸度をεとすると、次式により算出される
。
【００３６】
　　ε＝ΔＬ０／Ｌ０
（但し、ε：破断伸度［％］、Ｌ０：試験片の標線間距離［ｍｍ］、ΔＬ０：試験片の標
線間距離の増加［ｍｍ］を示す。）
これら破断強度及び破断伸度はＪＩＳ　Ｋ６７８２に記載された方法により測定される。
【００３７】
（最高熱履歴温度）
電極構造体１０４、２０５、３０７の最高熱履歴温度について説明する。
最高熱履歴温度とは、電極材料を焼成して生成する電極材料層を形成する際の最大の熱処
理温度である。
【００３８】
　本発明において、電極材料を焼成して生成する電極構造体の最高熱履歴温度は３５０℃
未満である。３５０℃以上の最高熱履歴温度を有する場合、活物質粒子を構成するシリコ
ンやスズの結晶成長が進み、その結果として粒径の増大、それによる高容量化の抑制、繰
り返し充放電効率の低下が起こる。さらに、バインダーに与える影響を加味し、電極構造
体の最高熱履歴温度はバインダーのガラス転移温度以下とする。また、電極構造体の最高
熱履歴温度は２５０℃未満とすることがより好ましい。
【００３９】
　この際、熱履歴温度が高くなると電極材料層に含有される酸素あるいは水分と反応して
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活物質であるシリコンやスズの酸化が進むし、微粒子化してある活物質であるシリコンや
スズの粒子が大きくなるし、それらの結晶子サイズも大きくなる。特に硬化温度が３５０
℃以上である場合、バインダーの硬化に伴う収縮が大きくなり、電極材料層が固く脆くな
る傾向にある。
【００４０】
　以上に述べたようなバインダーを用いることにより、より効果的に高容量化、繰り返し
充放電特性の向上を達成することが出来る。
【００４１】
（活物質粒子）
　本発明において、活物質粒子１０１、２０１、３０３は、シリコン、スズ、またはそれ
らの少なくとも一方を含む合金からなる群から選ばれる少なくとも１種を含有している粉
末材料である。
【００４２】
　活物質粒子１０１、２０１、３０３は、シリコンもしくはスズと共晶組成の金属の微結
晶を含んでいることが好ましい。共晶組成を採用することで、シリコンもしくはスズの結
晶子サイズをより小さくすることが可能である。上記シリコンもしくはスズの微結晶の結
晶子サイズは１から３０ｎｍの範囲にあることが好ましい。結晶子サイズが大き過ぎると
、電極を形成しリチウムイオン（以下、リチウムイオンを、単に「リチウム」あるいは「
Ｌｉ」と表記する場合がある。）を電気化学的に挿入、脱離（挿入、放出）する場合、局
所的な反応が起きやすく、電極の寿命を低下させる要因になる。結晶子サイズが小さすぎ
ると、電極の抵抗が増すことになる。上記粉末材料の（一次粒子が複数集まって二次粒子
を形成している場合には当該二次粒子の）平均粒径は、前述したように０．５μｍ以下で
あり、０．２μｍ以下の範囲であることが好ましい。その理由としては、以下の点を挙げ
ることができる。まず、粒径が０．５μｍ以下であることにより、リチウムイオンのより
均一な拡散が起きるため、この活物質粒子の特徴である高容量という性能を十分に発揮す
ることが出来る。また、リチウムイオンの挿入、放出に伴う膨張収縮による活物質粒子の
クラックの発生が抑制され、サイクル寿命が向上する。また、より平滑な電極表面を得る
ことができる。
【００４３】
　このような活物質粒子の小粒径を維持するためにも、上述した最高熱履歴温度が３５０
℃未満且つ前記バインダーのガラス転移温度以下、好ましくは２５０℃未満という条件が
重要である。
【００４４】
　前記活物質粒子を構成する材料は、さらにカーボンと複合化されてもよい。その場合、
前記材料に対する複合化される炭素元素の重量比率は、０．０５以上１．０以下であるこ
とが好ましい。
【００４５】
　図２に示すように、前記活物質粒子（一次粒子）２０１が、その表面に金属酸化物を含
む表層２０３を有している場合、活物質粒子（二次粒子）は、シリコン、スズ及びそれら
の少なくとも一方を含む合金から選ばれる群からなる少なくとも１種を含有する複数の一
次粒子を構成要素として含む。この一次粒子は、厚さ１ｎｍ以上１０ｎｍ以下の非晶質の
表層２０３を有する直径５ｎｍ以上２００ｎｍ以下の結晶粒子からなることが好ましい。
また、表層２０３に含まれる金属酸化物が酸化シリコンもしくは酸化スズより熱力学的に
安定である（前記金属酸化物を構成する金属の酸化で生成される時のギブスの自由エネル
ギーが、シリコンまたはスズを酸化させた場合に生成するギブスの自由エネルギーよりも
小さい）ことが好ましい。
【００４６】
　表層２０３に含まれる金属酸化物を構成する金属（半金属を含む）の具体例としては、
Ｌｉ，Ｂｅ，Ｂ，Ｍｇ，Ａｌ，Ｃａ，Ｓｃ，Ｔｉ，Ｖ，Ｃｒ，Ｍｎ，Ｚｎ，Ｇａ，Ｙ，Ｚ
ｒ，Ｎｂ，Ｍｏ，Ｂａ，Ｈｆ，Ｔａ，Ｗ，Ｔｈ，Ｌａ，Ｃｅ，Ｎｄ，Ｓｍ，Ｅｕ，Ｄｙ，
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Ｅｒ，から選択される一種類以上の金属が挙げられる。より好ましくは、Ｌｉ，Ｍｇ，Ａ
ｌ，Ｔｉ，Ｙ，Ｚｒ，Ｎｂ，Ｈｆ，Ｔａ，Ｔｈ，Ｌａ，Ｃｅ，Ｎｄ，Ｓｍ，Ｅｕ，Ｄｙ，
Ｅｒ，から選択される一種類以上の金属が用いられる。Ｗ，Ｔｉ，Ｍｏ，Ｎｂ，Ｖから選
択される遷移金属元素の酸化物並びにリチウム－遷移金属酸化物はリチウムのインターカ
レーション並びにデインターカレーションが可能で、リチウムイオンの拡散が速く、リチ
ウムイオンがインターカレートした場合も体積膨張が少ない材料である。上記金属元素の
中で空気中で安定で取り扱いが容易な点を考慮すると、最も好ましい元素としては、Ｚｒ
，Ａｌが挙げられる。Ｚｒ，Ａｌの酸化物は化学的に安定である。特にＡｌは、Ｚｒより
、融点が低く酸化物を形成しやすく、安価であるという点でさらに好ましい。
【００４７】
　金属酸化物を含む表層２０３を有する活物質粒子２０１を用いることにより、本発明は
より効果的にその効果を発揮するものである。なぜならば、この金属酸化物は、シリコン
やスズの酸化を防止する機能を有するからである。
【００４８】
　シリコン、スズ、またはそれらの合金の微粒子単体では、電極製造工程中あるいはその
後に、雰囲気中（たとえば空気中）の酸素並びに水分と反応し酸化され易い。
【００４９】
　とりわけ、活物質粒子の平均粒径が０．５μｍ以下の場合、表面積が大きく、反応面積
が大きいので、電極製造工程中などに混入する酸素あるいは水分と反応して、シリコンま
たはスズの酸化物を生成するおそれが大きい。シリコン又はスズが酸化してしまうと、蓄
電デバイスに組み込んだ場合、蓄電容量は低下し、充放電の効率も低下することになる、
という問題がある。
表層中の金属酸化物は、シリコンやスズの酸化を防止し、このような問題の発生を防止す
ることができる。すなわち、活物質粒子が金属酸化物からなる表層で覆われていることで
、酸化が抑制され、電極製造工程やその後の取り扱いが容易となる。また、長期保存した
場合でも化学変化が少なく安定なために、蓄電デバイスの電極材料に用いた場合に安定な
性能を示すことができる。この酸化を抑制する効果は、活物質粒子の平均粒径が０．２μ
ｍ以下の場合にはより顕著になる。
【００５０】
　さらに、前記電極材料層１０３を構成する電極材料に含有されるシリコン、スズ及びそ
れらの少なくとも一方を含む合金からなる群から選ばれる少なくとも１種からなる活物質
粒子１０１，１０２の含有量が、前記電極材料の３０重量％以上９８重量％以下、好まし
くは５０重量％以上９０重量％以下の範囲であることが、高い出力容量と高い繰り返し充
放電効率を得る上で好ましい。
【００５１】
（活物質の調製方法）
　活物質粒子の調製方法としては、直接遊星ボールミル，振動ボールミル，コニカルミル
，チューブミル等のボールミルや、アトライタ型，サンドグラインダ型，アニラーミル型
，タワーミル型等のメディアミル、ビーズミル等による粉砕が好適なものとして挙げられ
る。また、原料を分散したスラリーを高圧で衝突させて所望の粒径の活物質粒子を得る方
法も好適に用いられ得る。これらの方法を用いて、活物質粒子を所望の大きさになるよう
調製する。
【００５２】
　また、シリコン、スズまたはこれらの少なくとも一方を含む合金を含有する一次粒子に
金属酸化物から成る非晶質の表層を形成する場合、以下に挙げる方法が好適に適用される
。シリコン、スズまたはこれらの少なくとも一方を含む合金と金属を混合し、溶融し溶湯
を形成した後、アトマイゼイション法（噴霧法）法、ｇｕｎ法、単ロール法、あるいは双
ロール法にて急冷して、粉末あるいはリボン状の材料を得ることができる。こうして得た
材料に対し、所望の粒径となるよう、上記の方法にて一次粒子の粒径を調整する。このよ
うにして得られた一次粒子に対して、さらに熱プラズマ法、放電プラズマ焼結法等の方法
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を用いて、非晶質の表層を形成することが出来る。
【００５３】
　［バインダー］
　本発明におけるバインダーに用いられる材料は、所定の機械物性値を有する材料であれ
ば特に限られるものではく、例えばポリ四フッ化エチレン，ポリフッ化ビリニデン等のフ
ッ素樹脂，ポリアミドイミド、ポリイミド、スチレン－ブタジエンラバー、吸水性を低減
した変性ポリビニルアルコール系樹脂、ポリアクリレート系樹脂、ポリアクリレート系樹
脂－カルボキシメチルセルロース等の有機高分子材料が好適なものとして挙げられる。
【００５４】
　これらの中で、特にポリイミドあるいはポリアミドイミドが好適である。一般的に知ら
れているように、ポリイミドあるいはポリアミドイミドは非常に強靱且つ伸縮性に富む材
料であり、フィルムとして加工も可能であり、電極構造材料として用いるには最適と考え
られる。
【００５５】
　充放電の繰り返しを行なっても活物質粒子間の結着を維持し、より大きな電気量を蓄え
る負極の性能を発揮する上で、電極材料中のバインダーの含有量は、２重量％以上３０重
量％以下が好ましく、５重量％以上２０重量％以下がより好ましい。
【００５６】
　前記電極構造体は、活物質粒子とバインダー、さらに導電補助剤を含むことが好ましい
。
【００５７】
　［導電補助材］
　電極材料層に用いられる導電補助材としては、アセチレンブラックやケッチェンブラッ
クなどの非晶質炭素，黒鉛構造炭素，カーボンナノファイバー，カーボンナノチューブな
どのカーボン材料が好適に用いられ得る。さらに、ニッケル、銅、銀、チタン、白金、コ
バルト、鉄、クロム等も導電補助材として用いることができる。上記カーボン材料は電解
液を保持でき、比表面積も大きいことから好ましい。上記導電補助材の形状として好まし
くは、球状、フレーク状、フィラメント状、繊維状、スパイク状、針状などから選択され
る形状を採用することができる。さらに、異なる二種類以上の形状の粉末を採用すること
により、電極材料層の充填密度を上げて電極構造体の電気抵抗（インピーダンス）を低減
することができる。
【００５８】
　上記導電補助材の粒子（二次粒子）の平均粒径は０．５μｍ以下が好ましく、０．２μ
ｍ以下がより好ましい。上記導電補助材の一次粒子の平均粒径は、１０から１００ｎｍの
範囲が好ましく、１０から５０ｎｍの範囲がより好ましい。上記導電補助材の前記バイン
ダーに対する重量比率は、導電補助材料の密度にもよるが、０．１５から４０の範囲が好
ましい。導電補助材の一次粒子の平均粒径が１０から１００ｎｍの範囲のものであれば、
上記導電補助材の前記バインダーに対する重量比率は、０．１７から１．０の範囲がより
好ましい。
【００５９】
　〔集電体〕
　本発明の電極構造体に用いられる集電体は、充電時の電極反応で消費する電流を効率よ
く供給する、あるいは放電時に発生する電流を集電する役目を担っている。特に電極構造
体を蓄電デバイスの負極に適用する場合、集電体を形成する材料としては、電気伝導度が
高く、且つ、蓄電デバイスの電極反応に不活性な材質が望ましい。好ましい材質としては
、銅，ニッケル，鉄，ステンレススチール，チタン，白金，アルミニウムから選択される
一種類以上の金属材料から成るものが挙げられる。より好ましい材料としては安価で電気
抵抗の低い銅が用いられる。比表面積を高めたアルミニウム箔も用いることができる。ま
た、集電体の形状としては、板状であるが、この“板状”とは、厚みについては実用の範
囲上で特定されず、厚み約５μｍから１００μｍ程度の“箔”といわれる形態をも包含す
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る。上記集電体に銅箔を用いる場合、特に銅箔としては、Ｚｒ，Ｃｒ，Ｎｉ，Ｓｉ等を適
宜含有させた、機械的強度の強い（高耐力）の銅箔が電極層の充放電時の膨張収縮の繰り
返しに耐性があるので、好ましい。また、板状であって、例えばメッシュ状、スポンジ状
、繊維状をなす部材、パンチングメタル、表裏両面に三次元の凹凸パターンが形成された
メタル、エキスパンドメタル等を採用することもできる。上記三次元の凹凸パターンが形
成された板状あるいは箔状金属は、例えば、マイクロアレイパターンあるいはラインアン
ドスペースパターンを表面に設けた金属製もしくはセラミック製のロールに圧力をかけて
、板状あるいは箔状の金属に転写することで、作製できる。特に、三次元の凹凸パターン
が形成された集電体を採用した蓄電デバイスには、充放電時の電極面積あたりの実質的な
電流密度の低減、電極層との密着性の向上、機械的強度の向上に起因する充放電の電流特
性の向上と充放電サイクル寿命の向上の効果がある。
【００６０】
（電極材料層の密度）
　また、前記電極材料層の密度は、０．５ｇ／ｃｍ３以上３．５ｇ／ｃｍ３以下であるこ
とが好ましい。
【００６１】
　本発明の電極構造体は、電気化学デバイスの電極、とくに蓄電デバイスの電極に用いら
れる。また、他の用途として電気分解用電極または電気化学合成用電極としても好適に使
用可能である。
【００６２】
［電極構造体の作成方法］
　本発明の電極構造体は、たとえば以下の手順で作製する。
【００６３】
　活物質粒子，導電補助材，バインダーの原料を、所望の粒径となるよう調製した後、互
いに混合し、適宜バインダーの溶媒等を添加してスラリーを調製する。調製したスラリー
を集電体３００上に周知の塗工装置で塗工し、その後、所定の熱履歴温度（焼成温度）に
て電極材料層３０６の焼成を行なう。その後、ロールプレス機等の装置で加圧し、所望の
厚みならびに密度となるよう調整し、電極構造体３０７を形成する。
【００６４】
　なお、前記手順で得られたスラリーの粘度調整をした後、エレクトロスピニング装置を
用い、集電体としての銅箔とエレクトロスピニング装置のノズル間に高電圧を印加して、
集電体上に電極材料層３０６を形成することも可能である。
【００６５】
　より具体的な作製方法は、以下のようなものである。
【００６６】
　（１）活物質である粉末材料に、導電補助材粉末、本発明によるバインダー成分を混合
し、適宜、バインダー成分の溶媒を添加し混練してスラリーを調製する。電極材料層内の
空隙を積極的に形成する場合には、焼成時の加熱により窒素ガスを発生する、アゾジカル
ボンアミドやＰ，Ｐ’－オキシビスベンゼンスルホニルジドラジド等の発泡剤を添加して
もよい。
【００６７】
　（２）前記スラリーを集電体上に塗布し電極材料層を形成し、乾燥し、電極構造体を形
成する。さらに上記したように３５０℃未満且つバインダー成分のガラス転移温度以下、
より好ましくは２５０℃未満の条件で焼成し、プレス機で電極材料層の密度と厚みを調整
する。
【００６８】
　（３）上記（２）で得られた電極構造体を蓄電デバイスのハウジングにあわせて、適宜
切断して電極形状を整え、必要に応じて、電流取り出しの電極タブを溶接して、負極を作
製する。
【００６９】
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　上記の塗布方法としては、例えば、コーター塗布方法、スクリーン印刷法が適用できる
。また、溶剤を添加することなく上記活物質の粉末材料と、導電補助材、バインダー成分
とを、集電体上に加圧成形して、電極材料層を形成することも可能である。なお、本発明
の蓄電デバイスの負極用電極材料層の密度は、０．５から３．５ｇ／ｃｍ３の範囲である
ことが好ましく、０．９から２．５ｇ／ｃｍ３の範囲であることがより好ましい。電極材
料層の密度が大き過ぎるとリチウムの挿入時の膨張が大きくなり、集電体からの剥離が発
生し易くなる。また、電極材料層の密度が小さすぎると、電極構造体の電気抵抗が大きく
なるために、充放電効率の低下、電池の放電時の電圧降下が大きくなる。
【００７０】
［蓄電デバイス］
　次に、本発明に係る蓄電デバイスは、上記の電極構造体を用いた負極、リチウムイオン
伝導体及び正極を具備し、リチウムの酸化反応及びリチウムイオンの還元反応を利用する
ことを特徴とする。正極は、正極活物質層と集電体とから成ることを特徴とする。
【００７１】
　図４は、リチウムイオンの還元酸化反応を利用した蓄電デバイスの基本構成を示す模式
図である。図４の蓄電デバイスにおいて、４０１は負極、４０３はリチウムイオン伝導体
、４０２は正極、４０４は負極端子、４０５は正極端子、４０６は電槽（ハウジング）で
ある。
【００７２】
　この蓄電デバイスに対して充電を行う場合、リチウムイオンが、正極４０２からイオン
伝導体４０３を通過して負極４０１に到達し、負極の活物質中に挿入される。リチウムイ
オンが活物質中に挿入される際には、一般に該活物質の体積が増加する。負極４０１に、
本発明の電極構造体３０７を用いれば、前記体積の増加による負極の変形が少なく済むだ
けでなく、負極の変形に伴って起こる活物質粒子同士、活物質粒子と集電体の間での接触
抵抗の増加といった不具合の発生が低減できる。その結果として、高出力密度の蓄電デバ
イスの、繰り返し充放電効率の向上が可能となる。
【００７３】
（正極４０２）
　正極４０２は、遷移金属酸化物，遷移金属リン酸化合物，リチウム－遷移金属酸化物，
リチウム－遷移金属リン酸化合物から選択される遷移金属化合物粒子からなり、非晶質の
表層を有する粒子、金属酸化物半金属を含む酸化物で複合化されている粉末材料から少な
くとも構成されることが好ましい。
【００７４】
　前記正極活物質は、遷移金属酸化物，遷移金属リン酸化合物，リチウム－遷移金属酸化
物，リチウム－遷移金属リン酸化合物から選択される遷移金属化合物もしくはカーボン材
料から成る。さらに、上記正極活物質は、非晶質相を有し、Ｍｏ，Ｗ，Ｎｂ，Ｔａ，Ｖ，
Ｂ，Ｔｉ，Ｃｅ，Ａｌ，Ｂａ，Ｚｒ，Ｓｒ，Ｔｈ，Ｍｇ，Ｂｅ，Ｌａ，Ｃａ，Ｙから選択
される元素を主成分とする酸化物もしくは複合酸化物で複合化されているのがより好まし
い。さらに、前記複合化された酸化物もしくは複合酸化物の含有量は、上記複合化された
正極活物質の１重量％以上２０重量％以下であり、その充放電電気量への寄与率は２０％
以下である、ことが好ましい。
【００７５】
　前記正極活物質が１０から３０００ｍ２／ｇの範囲の比表面積を有するカーボン材料と
も複合化されていることが好ましい。
【００７６】
　前記カーボン材料が、活性炭，メソポーラスカーボン，炭素繊維，カーボンナノチュー
ブから選択されるカーボン材料であることが好ましい。
【００７７】
　前記複合化した正極活物質の結晶子サイズが１００ｎｍ以下であることが好ましい。
【００７８】
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　前記複合化した正極材料の製造方法の一例としては、遷移金属酸化物，遷移金属リン酸
化合物，リチウム－遷移金属酸化物，リチウム－遷移金属リン酸化合物から選択される活
物質に複合化する遷移金属酸化物，遷移金属リン酸化合物，リチウム－遷移金属酸化物，
リチウム－遷移金属リン酸化合物から選択される金属酸化物材料とを混合し、振動ミルや
アトライタ等のミルをもちい、メカニカルミリングし複合化する（メカニカルアロイング
する）方法が挙げられる。
【００７９】
　前述した本発明の活物質を負極に用いた蓄電デバイスの対極となる正極４０２には、大
きく分けて以下の３通りの場合がある。
【００８０】
　（１）エネルギー密度を高めるためには、放電時の電位が比較的平坦な結晶性のリチウ
ム－遷移金属酸化物もしくはリチウム－遷移金属リン酸化合物を正極の活物質に使用する
。上記正極活物質に含有される遷移金属元素としては、Ｎｉ，Ｃｏ，Ｍｎ，Ｆｅ，Ｃｒな
どが主元素としてより好ましく用いられる。
【００８１】
　（２）上記（１）の正極の場合より、出力密度を上げたい場合には、正極の活物質に非
晶質性の、遷移金属酸化物，遷移金属リン酸化合物，リチウム－遷移金属酸化物，リチウ
ム－遷移金属リン酸化合物を使用する。上記正極活物質の結晶子サイズは１０ｎｍ以上１
００ｎｍ以下であることが好ましく１０ｎｍ以上５０ｎｍ以下であることがより好ましい
。上記正極活物質の主元素の遷移金属元素としては、Ｍｎ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｆｅ，Ｃｒから
選択される元素がより好適に用いられる。上記正極の活物質は、結晶粒子が小さく、かつ
比表面積が大きく、そのためリチウムイオンのインターカレーション反応のみならずイオ
ンの表面の吸着反応をも利用できるために、上記（１）の正極より出力密度を高められる
と推測される。上記正極活物質は、Ｍｏ，Ｗ，Ｎｂ，Ｔａ，Ｖ，Ｂ，Ｔｉ，Ｃｅ，Ａｌ，
Ｂａ，Ｚｒ，Ｓｒ，Ｔｈ，Ｍｇ，Ｂｅ，Ｌａ，Ｃａ，Ｙから選択される元素を主成分とす
る酸化物もしくは複合酸化物と複合化されているのが、好ましい。前記負極活物質の場合
と同様に、正極活物質も上記酸化物で複合化することで結晶粒子を小さくでき、非晶質化
も促進する。これに加えて、正極活物質の電子伝導性を高めるために、非晶質カーボン，
カーボンナノファイバー（ナノメートルオーダーの炭素繊維），カーボンナノチューブ，
黒鉛粉末等のカーボン材料を正極活物質に複合化するのも好ましい。
【００８２】
　（３）高出力密度を得たい場合には、正極の活物質に、活性炭，メソポーラスなカーボ
ン（メソ領域の細孔が多く発達したカーボン、言いかえるとメソ領域の孔を多数有したカ
ーボン材料），カーボンナノファイバー（ナノメートルオーダーの炭素繊維），カーボン
ナノチューブ，粉砕処理等で比表面積を高めた黒鉛等の高比表面積及び／又は多孔質のカ
ーボン材料、高比表面積の金属酸化物（半金属の酸化物を含む）を使用する。この場合、
蓄電デバイスのセルの組立時に予め負極にリチウムを蓄えておくか、正極に予めリチウム
を蓄えておく必要がある。その方法としては、リチウム金属を負極もしくは正極に接触さ
せ短絡させてリチウムを導入するか、リチウム－金属酸化物又はリチウム－半金属の酸化
物として活物質中に導入しておく方法がある。
【００８３】
　また、上記正極活物質を多孔質化することで、さらに出力密度を高めることができる。
さらに、上記（３）の材料を複合化しても良い。上記正極の活物質にデインターカレート
可能なリチウムが含有されていない場合には、（３）と同様に負極か正極に予め金属リチ
ウムを接触させるなどして、リチウムを蓄えておく必要がある。また、上記（１）、（２
）、（３）の正極の活物質に電気化学的にイオンを蓄えることのできる導電性高分子等の
高分子を複合化することも可能である。
【００８４】
　（正極活物質）
　上記（１）の正極活物質に用いる結晶質のリチウム－遷移金属酸化物もしくはリチウム
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－遷移金属リン酸化合物としては、リチウム二次電池に使用可能な遷移金属元素がＣｏ，
Ｎｉ，Ｍｎ，Ｆｅ，Ｃｒ等の酸化物もしくはリン酸化合物が使用できる。上記化合物は、
リチウム塩もしくは水酸化リチウムと遷移金属の塩とを所定の比率で混合して（リン酸化
合物を調製する場合には、さらにリン酸等を加えて）、７００℃以上の高温で反応させる
ことによって得ることができる。また、ゾル－ゲル法などの手法を用いて、上記正極活物
質の微粉末を得ることもできる。
【００８５】
　上記（２）の正極活物質としては、遷移金属元素がＣｏ，Ｎｉ，Ｍｎ，Ｆｅ，Ｃｒ，Ｖ
等である、リチウム－遷移金属酸化物，リチウム－遷移金属リン酸化合物，遷移金属酸化
物，遷移金属リン酸化合物，が用いられ、結晶子サイズの小さい非晶質相を有しているの
が好ましい。上記非晶質相を有する遷移金属酸化物もしくは遷移金属リン酸化合物は、結
晶質の、リチウム－遷移金属酸化物，リチウム－遷移金属リン酸化合物，遷移金属酸化物
，リン酸化合物を、遊星型ボールミル，振動ミル，アトライタ等でのメカニカルミリング
で非晶質化して得られる。上記ミルを用いて、原料を直接混合し、メカニカルアロイング
し、適宜熱処理を施しても非晶質化した、リチウム－遷移金属酸化物，リチウム－遷移金
属リン酸化合物，遷移金属酸化物，遷移金属リン酸化合物を調製することもできる。また
、原料の、塩，錯体，アルコキサイドの溶液からゾル－ゲル法等の反応から得られた酸化
物等を、熱処理することで得ることができる。１０００℃を超える温度での熱処理は、上
記遷移金属酸化物の細孔容積を減少させ、結晶化を進めることになり、結果として比表面
積は低下し、高電流密度での充放電特性の性能低下を招くことになる。前記正極活物質の
結晶子サイズは１００ｎｍ以下が好ましく５０ｎｍ以下であることがより好ましく、その
ような結晶子サイズの正極活物質からはリチウムイオンのインターカレーションとデイン
ターカレーション並びにリチウムイオンの吸着と脱離の反応がより速い正極が作製される
。
【００８６】
　上記（３）の正極活物質に用いる高比表面積及び／又は多孔質のカーボンの例としては
、有機高分子を不活性ガス雰囲気下で炭化して得られるカーボン材料、該炭化材料をアル
カリ等の処理で細孔を形成したカーボン材料が挙げられる。また、両親媒性の界面活性剤
存在下で作製された細孔の配向した酸化物等の鋳型に、有機高分子材料を挿入し炭化し、
金属酸化物をエッチング除去して得られる、メソポーラスカーボンも正極活物質に使用で
きる。上記カーボン材の比表面積としては、１０から３０００ｍ２／ｇの範囲であること
が好ましい。上記カーボン材料以外にも、高比表面積のマンガン酸化物等の遷移金属酸化
物も使用できる。
【００８７】
　また、本発明の、高エネルギー密度を有し、かつある程度の出力密度を有する正極活物
質としては、遷移金属元素がＣｏ，Ｎｉ，Ｍｎ，Ｆｅ，Ｃｒ，Ｖ等の、リチウム－遷移金
属酸化物，リチウム－遷移金属リン酸化合物，遷移金属酸化物，遷移金属リン酸化合物か
ら選択される活物質からなり、非晶質相を有する粒子が、Ｍｏ，Ｗ，Ｎｂ，Ｔａ，Ｖ，Ｂ
，Ｔｉ，Ｃｅ，Ａｌ，Ｂａ，Ｚｒ，Ｓｒ，Ｔｈ，Ｍｇ，Ｂｅ，Ｌａ，Ｃａ，Ｙから選択さ
れる元素を主成分とする酸化物もしくは複合酸化物と複合化されており、複合化のために
加えた該酸化物もしくは複合酸化物は上記複合化された全正極活物質の１重量％以上２０
重量％以下の範囲、より好ましくは２重量％以上１０重量％以下の範囲を占める。上記重
量範囲を複合化する酸化物もしくは複合酸化物が超えて含有された場合は、正極の蓄電容
量を低下させることになる。上記酸化物もしくは複合酸化物の充放電電気量への寄与は２
０％以下であることが望ましい。上記正極活物質は、複合化することにより、本発明の負
極材料と同様に、その粒子サイズを小さくできるので、正極活物質の充放電での利用率が
高まり、充放電での電気化学反応がより均一かつより速く起きる。その結果、エネルギー
密度も出力密度も向上する。また、上記酸化物はリチウムとの複合酸化物等のリチウムイ
オン伝導体であることが望ましい。
【００８８】
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　上記複合化時に、さらに、非晶質カーボン，メソポーラスなカーボン（メソ領域の孔を
多数有したカーボン材料），カーボンナノファイバー（ナノメートルオーダーの炭素繊維
），カーボンナノチューブ，粉砕処理等で比表面積を高めた黒鉛のカーボン材料を正極材
料に複合化するのも好ましい。
【００８９】
　さらに、上記正極活物質に前記（１），（２），（３）の材料から選択される２種以上
の材料を混合して使用してもよい。
【００９０】
　（正極の作製方法）
　本発明の蓄電デバイスに用いる正極は、集電体上に電極材料層（正極活物質の層）を形
成して作製される。本発明の正極は、負極を説明した図３の模式断面構造の電極構造体３
０７のシリコン、スズ、またはそれらの少なくとも一方を含む合金からなる群から選ばれ
る少なくとも１種を含有している材料の粉末粒子３０３に替えて前述の正極活物質を採用
したものを使用する。
【００９１】
　正極に用いる電極構造体は、以下の手順で作製する。
　（１）正極活物質に、導電補助材粉末、結着剤を混合し、適宜結着剤の溶媒を添加し混
練してスラリー調製する。
【００９２】
　（２）前記スラリーを集電体上に塗布し電極材料層（活物質層）を形成し、乾燥し、電
極構造体を形成する。さらに必要に応じて、１００から３００℃の範囲で減圧乾燥し、プ
レス機で電極材料層の密度と厚みを調整する。
【００９３】
　（３）上記（２）で得られた電極構造体を蓄電デバイスのハウジングにあわせて、適宜
切断して電極形状を整え、必要に応じて、電流取り出しの電極タブを溶接して、正極を作
製する。
【００９４】
　上記の塗布方法としては、例えば、コーター塗布方法、スクリーン印刷法が適用できる
。また、溶剤を添加することなく上記正極活物質と、導電補助材、結着剤とを、集電体上
に加圧成形して、電極材料層を形成することも可能である。なお、本発明の電極材料層の
密度は、０．５から３．５ｇ／ｃｍ３の範囲であることが好ましく、０．６から３．５ｇ
／ｃｍ３の範囲であることがより好ましい。上記電極層の密度範囲において、高出力密度
用電極には電極層の密度を低く、高エネルギー密度用電極には電極層の密度を高く設定す
る。
【００９５】
　（正極用導電補助材）
　前記本発明の電極構造体に用いられる導電補助材と同様のものを使用することができる
。
【００９６】
　（正極用集電体）
　本発明の正極の集電体も、本発明の電極構造体に用いられる集電体と同様のものを用い
ることができる。より具体的な集電体を形成する材料としては、電気伝導度が高く、かつ
蓄電デバイスの充放電による電気化学反応に不活性な材料が望ましく、アルミニウム、ニ
ッケル、鉄、ステンレススチール、チタン、白金から選択される一種類以上の金属材料か
らなるものが挙げられる。
【００９７】
　（正極用バインダー）
　正極用バインダーとしては、本発明の電極構造体に用いられるバインダーを同様に使用
することができるが、活物質の反応に有効な表面積がより大きくできるように、活物質表
面を被覆しにくい、ポリ四フッ化エチレン，ポリフッ化ビリニデン等のフッ素樹脂，スチ
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レン－ブタジエンラバー、変性アクリル樹脂、ポリイミド、ポリアミドイミド等の高分子
材料をバインダー成分に用いるのがより好ましい。充放電の繰り返しでも活物質の結着を
維持し、より大きな電気量を蓄える正極の性能を発揮する上で、正極の電極材料層の上記
バインダーの含有量は、１から２０重量％が好ましく、２から１０重量％が、より好まし
い。
【００９８】
　（イオン伝導体４０３）
　本発明の蓄電デバイスに好適に用いられるイオン伝導体には、電解液（電解質を溶媒に
溶解させて調製した電解質溶液）を保持させたセパレータ、固体電解質、電解液を高分子
ゲルなどでゲル化した固形化電解質、高分子ゲルと固体電解質の複合体、イオン性液体な
どのイオン伝導体が使用できる。
【００９９】
　本発明の蓄電デバイスに用いられるイオン伝導体の導電率は、２５℃における値として
、１×１０－３Ｓ／ｃｍ以上であることが好ましく、５×１０－３Ｓ／ｃｍ以上であるこ
とがより好ましい。
【０１００】
　前記電解質としては、例えば、リチウムイオン（Ｌｉ＋）とルイス酸イオン（ＢＦ－

４

，ＰＦ－
６，ＡｓＦ－

６，ＣｌＯ－
４，ＣＦ３ＳＯ－

３，ＢＰｈ－
４（Ｐｈ：フェニル基

））からなる塩、及びこれらの混合塩、イオン性液体が挙げられる。上記塩は、減圧下で
加熱したりして、十分な脱水と脱酸素を行なっておくことが望ましい。さらに、イオン性
液体に上記リチウム塩を溶解して調製される電解質も使用できる。
【０１０１】
　上記電解質の溶媒としては、例えば、アセトニトリル、ベンゾニトリル、プロピレンカ
ーボネイト、エチレンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、エ
チルメチルカーボネート、ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、ニトロベンゼン
、ジクロロエタン、ジエトキシエタン、１，２－ジメトキシエタン、クロロベンゼン、γ
－ブチロラクトン、ジオキソラン、スルホラン、ニトロメタン、ジメチルサルファイド、
ジメチルサルオキシド、ギ酸メチル、３－メチル－２－オキダゾリジノン、２－メチルテ
トラヒドロフラン、３－プロピルシドノン、二酸化イオウ、塩化ホスホリル、塩化チオニ
ル、塩化スルフリル、又は、これらの混合液が使用できる。さらに、イオン性液体も使用
できる。
【０１０２】
　上記溶媒は、例えば、活性アルミナ、モレキュラーシーブ、五酸化リン、塩化カルシウ
ムなどで脱水するか、溶媒によっては、不活性ガス中のアルカリ金属共存下で蒸留して不
純物除去と脱水をも行なうのがよい。前記電解質を前記溶媒に溶解して調製される電解液
の電解質濃度は、０．５から３．０モル／リットルの範囲の濃度であることが高いイオン
伝導度を有するために好もしい。
【０１０３】
　また、電極と電解液との反応を抑制するために、電解重合反応の起きやすい、ビニルモ
ノマーを上記電解液に添加することも好ましい。ビニルモノマーの電解液への添加で、電
池の充電反応で上記電極の活物質表面に、ＳＥＩ（Ｓｏｌｉｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ
　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）あるいは保護膜（ｐａｓｓｉｖａｔｉｎｇ　ｆｉｌｍ）の機能を
有する重合被膜が形成され、充放電サイクル寿命を伸ばすことができる。電解液へのビニ
ルモノマーの添加量が少なすぎると上記効果がなく、多すぎると電解液のイオン伝導度を
低下させ、充電時に形成される重合被膜の厚みが厚くなり電極の抵抗を高めるので、ビニ
ルモノマーの電解液への添加量は、０．５から５重量％の範囲が好ましい。
【０１０４】
　上記ビニルモノマーの具体的な好ましい例としては、スチレン、２－ビニルナフタレン
、２－ビニルピリジン、Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、ジビニルエーテル、エチルビニル
エーテル、ビニルフェニルエーテル、メチルメタクリレート、メチルアクリレート、アク
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リロニトリル、炭酸ビニレン（ビニレンカーボネート）、等があげられる。より好ましい
例としてはスチレン、２－ビニルナフタレン、２－ビニルピリジン、Ｎ－ビニル－２－ピ
ロリドン、ジビニルエーテル、エチルビニルエーテル、ビニルフェニルエーテル、炭酸ビ
ニレンが挙げられる。上記ビニルモノマーが芳香族基を有する場合、リチウムイオンとの
親和性が高いので好ましい。さらに、電解液の溶媒との親和性の高い、Ｎ－ビニル－２－
ピロリドン、ジビニルエーテル、エチルビニルエーテル、ビニルフェニルエーテル、炭酸
ビニレン等と、芳香族基を有するビニルモノマーと組み合わせて使用するのも好ましい。
【０１０５】
　電解液の漏洩を防止するために、固体電解質もしくは固形化電解質を使用するのが好ま
しい。固体電解質としては、リチウム元素とケイ素元素と酸素元素とリン元素もしくはイ
オウ元素から成る酸化物などのガラス、エーテル構造を有する有機高分子の高分子錯体、
などが挙げられる。固形化電解質としては、前記電解液をゲル化剤でゲル化して固形化し
たものが好ましい。ゲル化剤としては電解液の溶媒を吸収して膨潤するようなポリマー、
シリカゲルなどの吸液量の多い多孔質材料を用いるのが望ましい。上記ポリマーとしては
、ポリエチレンオキサイド、ポリビニルアルコール、ポリアクリロニトリル、ポリメチル
メタクリレート、ビニリデンフルオライド－ヘキサフルオロプロピレンコポリマーなどが
用いられる。さらに、上記ポリマーは架橋構造のものがより好ましい。
【０１０６】
　イオン伝導体である電解液の保持材でもある前記セパレータは、蓄電デバイス内で負極
４０１と正極４０３が直接接触して短絡することを防ぐ役割がある。前記セパレータとし
ては、リチウムイオンが移動できる細孔を多数有し、かつ、電解液に不溶で安定である必
要がある。したがって、セパレータとしては、ミクロポア構造あるいは不織布構造の、例
えば、ガラス、ポリプロピレンやポリエチレンなどのポリオレフィン、フッ素樹脂、セル
ロース、ポリイミドなどの材料の微細孔を有したフィルムが好適に用いられる。また、微
細孔を有する金属酸化物フィルム、又は、金属酸化物を複合化した樹脂フィルムも使用で
きる。
【０１０７】
　（蓄電デバイスの組み立て）
　本発明の蓄電デバイスは、十分に水分を除去された前記イオン伝導体４０３を負極４０
１と正極４０２で、はさんで積層して電極群を形成し、十分に露点温度が管理された乾燥
空気あるいは乾燥不活性ガス雰囲気下で、この電極群を電槽４０６に挿入した後、各電極
と各電極端子とを接続し、電槽４０６を密閉することによって、組み立てられる。イオン
伝導体に、微孔性の高分子フィルムに電解液を保持させたものを使用する場合には、負極
と正極の間に短絡防止のセパレータとして微孔性高分子フィルムをはさんで電極群を形成
した後、電槽４０６に挿入し、各電極と各電極端子とを接続し、電解液を注入し電槽を密
閉して電池を組み立てる。
【０１０８】
　［電池の形状と構造］
　本発明の蓄電デバイスの具体的なセル形状としては、例えば、扁平形、円筒形、直方体
形、シート形などがある。又、セルの構造としては、例えば、単層式、多層式、スパイラ
ル式などがある。その中でも、スパイラル式円筒形のセルは、負極と正極の間にセパレー
タを挟んで巻くことによって、電極面積を大きくすることができ、充放電時に大電流を流
すことができるという特徴を有する。また、直方体形やシート形のセルは、複数の電池を
収納して構成する機器の収納スペースを有効に利用することができる特徴を有する。
【０１０９】
　以下では、図５、図６を参照して、セルの形状と構造についてより詳細な説明を行なう
。図５は単層式扁平形（コイン形）セルの断面図であり、図６はスパイラル式円筒型セル
の断面図を表している。上記形状の蓄電デバイスは、基本的には図４と同様な構成で、負
極、正極、イオン伝導体、電槽（電池ハウジング）、出力端子を有する。
【０１１０】
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　図５、図６において、５０１と６０３は負極、５０３と６０６は正極、５０４と６０８
は負極端子（負極キャップまたは負極缶）、５０５と６０９は正極端子（正極缶または正
極キャップ）、５０２と６０７はイオン伝導体、５０６と６１０はガスケット、６０１は
負極集電体、６０４は正極集電体、６１１は絶縁板、６１２は負極リード、６１３は正極
リード、６１４は安全弁である。
【０１１１】
　図５に示す扁平型（コイン型）のセルでは、正極材料層を含む正極５０３と負極材料層
を備えた負極５０１が、例えば少なくとも電解液を保持したセパレータで形成されたイオ
ン伝導体５０２を介して積層されており、この積層体が正極端子としての正極缶５０５内
に正極側から収容され、負極側が負極端子としての負極キャップ５０４により被覆されて
いる。そして正極缶内の他の部分にはガスケット５０６が配置されている。
【０１１２】
　図６に示すスパイラル式円筒型のセルでは、正極集電体６０４上に形成された正極活物
質（材料）層６０５を有する正極６０６と、負極集電体６０１上に形成された負極活物質
（材料）層電極層６０２を有した負極６０３が、例えば少なくとも電解液を保持したセパ
レータで形成されたイオン伝導体６０７を介して対向し、多重に巻回された円筒状構造の
積層体を形成している。
【０１１３】
　該円筒状構造の積層体が、負極端子としての負極缶６０８内に収容されている。また、
当該負極缶６０８の開口部側には正極端子としての正極キャップ６０９が設けられており
、負極缶内の他の部分においてガスケット６１０が配置されている。円筒状構造の電極の
積層体は絶縁板６１１を介して正極キャップ側と隔てられている。正極６０６については
正極リード６１３を介して正極キャップ６０９に接続されている。また負極６０３につい
ては負極リード６１２を介して負極缶６０８と接続されている。正極キャップ側には電池
内部の内圧を調整するための安全弁６１４が設けられている。負極６０３には、前述した
本発明の電極構造体を用いる。
【０１１４】
　以下では、図５や図６に示した蓄電デバイスの組み立て方法の一例を説明する。
（１）負極（５０１，６０３）と成形した正極（５０３，６０６）の間に、セパレータ（
５０２，６０７）を挟んで、正極缶（５０５）または負極缶（６０８）に組み込む。
（２）電解液を注入した後、負極キャップ（５０４）または正極キャップ（６０９）とガ
スケット（５０６，６１０）を組み立てる。
（３）上記（２）をかしめることによって、蓄電デバイスは完成する。
【０１１５】
　なお、上述した蓄電デバイスの材料調製、及び電池の組立ては、水分が十分除去された
乾燥空気中、又は乾燥不活性ガス中で行なうのが望ましい。
【０１１６】
　上述のような蓄電デバイスを構成する部材について説明する。
【０１１７】
　（ガスケット）
　ガスケット（５０６，６１０）の材料としては、例えば、フッ素樹脂、ポリオレフィン
樹脂、ポリアミド樹脂、ポリスルフォン樹脂、各種ゴムが使用できる。電池の封口方法と
しては、図５と図６のようにガスケットを用いた「かしめ」以外にも、ガラス封管、接着
剤、溶接、半田付けなどの方法が用いられる。また、図６の絶縁板（６１１）の材料とし
ては、各種有機樹脂材料やセラミックスが用いられる。
【０１１８】
　（外缶）
　電池の外缶として、電池の正極缶または負極缶（５０５，６０８）、及び負極キャップ
または正極キャップ（５０４，６０９）から構成される。外缶の材料としては、ステンレ
ススチールが好適に用いられる。外缶の他の材料としては、アルミニウム合金、チタンク
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【０１１９】
　図５では正極缶（６０５）が、図６では負極缶（６０８）が電槽（電池ハウジング）と
端子を兼ねているため、上記のステンレススチールが好ましい。ただし、正極缶または負
極缶が電槽と端子を兼用しない場合には、電槽の材質としては、ステンレススチール以外
にも亜鉛などの金属、ポリプロピレンなどのプラスチック、または、金属もしくはガラス
繊維とプラスチックの複合材、アルミニウム等の金属箔をプラスチックフィルムでラミネ
ートしたフィルムを用いることができる。
【０１２０】
　（安全弁）
　リチウム二次電池には、電池の内圧が高まった時の安全対策として、安全弁が備えられ
ている。安全弁としては、例えば、ゴム、スプリング、金属ボール、破裂箔などが使用で
きる。
【実施例】
【０１２１】
　以下、実施例に沿って本発明を更に詳細に説明する。
【０１２２】
　〔蓄電デバイスの負極用電極構造体の作成〕
　本発明の、蓄電デバイスの負極用電極構造体の作成の例を以下に挙げる。
【０１２３】
　金属シリコン（純度９９％）を湿式ビーズミルで粉砕して得られた平均粒径０．１４μ
ｍのシリコン粉末１００重量部と、平均粒径５μｍの人造黒鉛７０重量部、アセチレンブ
ラック３重量部を、メノー製ボールを用いた遊星ボールミル装置で３００ｒｐｍ２０分間
混合する。次いで、得られた混合物に、表１に示す各種バインダーＡ１からＡ８及びＢ１
からＢ３の固形分１５重量％含有のＮ－メチル－２－ピロリドン溶液１３２重量部と、Ｎ
－メチル－２－ピロリドン１３０重量部を添加し、遊星ボールミル装置で３００ｒｐｍ、
１０分間混合し、電極材料層を形成するためのスラリーを調製する。
【０１２４】
　得られたスラリーを、アプリケーターを用いて、厚み１０μｍの銅箔上に、塗布した後
、１１０℃で０．５時間乾燥の上、さらに減圧下２００℃、１２時間の条件で乾燥して、
ロールプレス機にて厚み・密度を調整し、銅箔の集電体上に厚みが２０μｍで密度が約１
．３ｇ／ｃｍ３の電極材料層を形成した電極構造体を得た。
【０１２５】
　尚、バインダーとしては、表１に示すようにＡ１からＡ８、及びＢ１からＢ３を用いた
。また、各バインダーの破断強度、引張弾性率、破断伸度、破断強度／破断伸度、ガラス
転移温度Ｔｇの値を併せて示した。尚、これら機械物性値の値はそれぞれのバインダーの
ガラス転移温度よりも５０℃低い温度で熱処理した試料フィルムを用い、前述のＪＩＳ　
Ｋ７１６１―１９９４，Ｋ６７８２に記載による方法により測定した。ここで、バインダ
ーＡ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ａ８，及びＢ２，Ｂ３はポリアミドイミドである。バ
インダーＡ６及びＡ７はポリイミド、バインダーＢ１はシリコン変性型のポリアミドイミ
ドである。
【０１２６】
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【表１】

【０１２７】
　なお、前記手順で得られたスラリーの粘度調整を行なった後、エレクトロスピニング装
置を用い、集電体としての銅箔とエレクトロスピニング装置のノズル間に高電圧を印加し
て、銅箔上に電極材料層を形成することも可能である。
【０１２８】
　［蓄電デバイスの負極用電極構造体の電気化学的リチウム挿入量の評価］
　上記蓄電デバイスの負極用電極構造体の電気化学的リチウム挿入量の評価は、以下の手
順で行った。
【０１２９】
　上記方法により製造された各電極構造体を所定の大きさに切断し、ニッケルリボンのリ
ードをスポット溶接で上記電極構造体に接続し、本来であれば負極として用いられる上記
電極構造体を作用極（正極）として作製した。作製した電極に対極（負極）として金属リ
チウムを組み合わせたセルを作製して、電気化学的なリチウムの挿入量を評価した。
【０１３０】
　なお、リチウム極は、ニッケルリボンのリードをスポット溶接で接続した、片側の表面
が粗化処理された銅箔に厚み１４０μｍの金属リチウム箔を圧着して、作製する。
【０１３１】
　評価セルは、以下の手順で作製した。すなわち、露点－５０℃以下のドライ雰囲気下で
、上記電極構造体から作製した各電極と上記リチウム極の間にセパレータとして厚み１７
μｍで気孔率４０％のミクロポア構造のポリエチレンフィルムをはさみ、ポリエチレン／
アルミニウム箔／ナイロン構造のアルミラミネートフィルムをポケット状にした電槽に、
電極（作用極）／セパレータ／リチウム極（対極）を挿入し、電解液を滴下し、上記電槽
からリードを出した状態で、電槽の開口部分のラミネートフィルムを熱溶着して、評価セ
ルを作製した。なお、上記電解液には、十分に水分を除去したエチレンカーボネートとジ
エチルカーボネートとを、体積比３：７で混合した溶媒に、六フッ化リン酸リチウム塩（
ＬｉＰＦ６）を１Ｍ（モル／リットル）溶解して得られた溶液を使用した。
【０１３２】
　電気化学的なリチウムの挿入量は、上記作製したセルのリチウム極を負極に、作製する
各作用極を正極として、セルの電圧が０．０１Ｖになるまで、放電させ、１．８０Ｖまで
充電することによって、評価した。すなわち、放電した電気量をリチウムが挿入するのに
利用された電気量、充電した電気量をリチウムが放出されるのに利用された電気量とした
。
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【０１３３】
　［電極のＬｉ挿入放出の評価］
　充放電は１．６０ｍＡ／ｃｍ２の電流で、５０回、放電－充電を行ない、１回目のＬｉ
挿入量（電気量）、１回目のＬｉ放出量（電気量）、１回目のＬｉ挿入量に対するＬｉ放
出量の割合（％）、１回目に対する１０回目のＬｉ放出量（電気量）、１０回目に対する
５０回目のＬｉ放出量（電気量）で、各種活物質からなる電極のＬｉ挿入放出の評価を行
なった。
【０１３４】
　各実施例１から８、比較例１から３で使用したバインダー種及び評価結果を表２にまと
めて示す。
【０１３５】
【表２】

【０１３６】
　また、各バインダーの引張弾性率の値と、１回目に対する１０回目のＬｉ放出量（電気
量）、１０回目に対する５０回目のＬｉ放出量（電気量）の関係を示すようにプロットし
たグラフを図７および図８に示す。
【０１３７】
　各バインダーの破断強度の値と、１回目に対する１０回目のＬｉ放出量（電気量）、１
０回目に対する５０回目のＬｉ放出量（電気量）の関係を示すようにプロットしたグラフ
を図９および図１０に示す。
【０１３８】
　各バインダーの破断伸度の値と、１回目に対する１０回目のＬｉ放出量（電気量）、１
０回目に対する５０回目のＬｉ放出量（電気量）の関係を示すようにプロットしたグラフ
を図１１および図１２に示す。
【０１３９】
　各バインダーの破断強度／破断伸度の値と、１回目に対する１０回目のＬｉ放出量（電
気量）、１０回目に対する５０回目のＬｉ放出量（電気量）の関係を示すようにプロット
したグラフを図１３および図１４示す。
【０１４０】
　図７及び図８に示すように、引張弾性率が２０００ＭＰａ以上である場合には、Ｌｉ放
出１０ｔｈ／１ｓｔ，Ｌｉ放出５０ｔｈ／１０ｔｈの値が特に大きいものとなり、本発明
による効果を発現する。
【０１４１】
　図９及び図１０に示すように、破断強度が１００ＭＰａ以上である場合には、Ｌｉ放出
１０ｔｈ／１ｓｔ，Ｌｉ放出５０ｔｈ／１０ｔｈの値が特に大きいものとなり、本発明に
よる効果を発現する。
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【０１４２】
　図１１及び図１２に示すように、破断伸度が２０から１２０％である場合には、Ｌｉ放
出１０ｔｈ／１ｓｔ，Ｌｉ放出５０ｔｈ／１０ｔｈの値が特に大きいものとなり、本発明
による効果を発現する。
【０１４３】
　図１３及び図１４に示すように、破断強度／破断伸度が１．４ＭＰａ／％以上である場
合には、Ｌｉ放出１０ｔｈ／１ｓｔ，Ｌｉ放出５０ｔｈ／１０ｔｈの値が特に大きいもの
となり、本発明による効果を発現する。
【０１４４】
［実施例９］
　次に、本発明の異なる態様、バインダー含有量による効果の実施例を示す。
　１．負極の作製
（１）負極活物質の調製
　熱プラズマトーチと真空ポンプが接続された反応器から構成されている、高周波（ＲＦ
）誘導結合型熱プラズマ発生装置を使用し、先ず、真空ポンプで反応器内を真空排気し、
プラズマガス用ガスとして毎分２００リットルのアルゴンガスと毎分１０リットルの水素
ガスを流し、５０ｋＰaの圧力に制御し、４ｋＨｚの高周波を８０ｋＷの電力で誘導コイ
ルに印加しプラズマを発生させ、ついで、平均粒径４μｍのシリコン粉末９０重量部と平
均粒径１μｍの金属アルミニウム１０重量部を混合した粉末原料を混合した粉末原料を、
毎分１５リットルのアルゴンガスをキャリアガスとして、毎時５００ｇ程度の供給速度で
、原料を熱プラズマ内に供給し、所定の反応時間で、微粉末材料を得て、高周波の印加を
停止し、プラズマ発生用ガスの導入を停止し、徐酸化した後、ナノ粒子を取り出した。
【０１４５】
　なお、徐酸化は不純物として酸素を含有する９９９．９９％のアルゴンガスを反応容器
に流して、行なった。得られたナノ粒子は、ＴＥＭ分析により一部繊維状の部分も観測さ
れたが、多くは直径２０ｎｍから２００ｎｍの結晶シリコンの表層に厚みが１ｎｍから１
０ｎｍの非晶質の表層がある一次粒子が観察された。また、ＴＥＭのＥＤＸ分析の結果、
表面には酸化アルミニウムが形成されていることが分かった。
【０１４６】
　（２）負極の作製
　調製された各複合体粉末１００重量部、平均粒径５μｍの人造黒鉛７０重量部、アセチ
レンブラック３重量部を、メノー製ボールを用いた遊星ボールミル装置で３００ｒｐｍ２
０分間混合する。次いで、得られた混合物に、前記バインダーの検討で良好であったＡ６
のポリイミド１０重量％含有のＮ－メチル－２－ピロリドン溶液１３２重量部とＮ－メチ
ル－２－ピロリドン１９５重量部を添加し、遊星ボールミル装置で３００ｒｐｍ１０分間
混合し、電極材料層を形成するためのスラリーを調製する。また、バインダーＡ６のポリ
イミド１５重量％含有のものも全く同様にして添加することによりスラリーを調製した。
得られた２種のスラリーを、それぞれアプリケーターを用いて、厚み１０μｍの銅箔上に
、塗布した後、１１０℃で０．５時間乾燥の上、さらに減圧下２２０℃で乾燥して、ロー
ルプレス機にて厚み・密度を調整し、銅箔の集電体上に厚みが２０から４０μｍで密度が
０．９から１．９ｇ／ｃｍ３の範囲の電極材料層を形成した電極構造体を得た。上記電極
構造体を所定の大きさに切断し、ニッケルリボンのリードをスポット溶接で上記電極に接
続し、バインダーであるＡ６のポリイミドが１０重量％含有した電極（負極）、１５重量
％含有した電極（負極）を作製した。
【０１４７】
　この電極を評価するために、本来であれば負極として用いるべきこの電極を正極とし、
実施例１と同じ金属リチウムを対極（負極）として、これらを組み合わせたセルを作製し
て、電気化学的なリチウムの挿入量を評価した。
【０１４８】
　［電極のＬｉ挿入放出の評価］
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　充放電は３．０ｍＡ／ｃｍ２の電流で、５０回、放電－充電を行ない、１回目に対する
１０回目のＬｉ放出量（電気量）の比率を評価したところ、バインダーＡ６含有量が１０
重量％の電極の場合０．７６であったのに対して、バインダーＡ６含有量が１５重量％の
電極の場合０．９９と飛躍的に向上した。さらに５０回目のＬｉ放出量（電気量）を評価
したところ、バインダーＡ６含有量が１５重量％の電極を用いた場合の値は、バインダー
Ａ６含有量が１０重量％の電極を用いた場合の値に対して約２．４倍であった。
【０１４９】
［実施例１０］
　次に、蓄電デバイスの作製の実施例を示す。
【０１５０】
　（１）負極活物質の調製
　熱プラズマトーチと真空ポンプが接続された反応器から構成されている、高周波（ＲＦ
）誘導結合型熱プラズマ発生装置を使用し、先ず、真空ポンプで反応器内を真空排気し、
プラズマガス用ガスとして毎分２００リットルのアルゴンガスと毎分１０リットルの水素
ガスを流し、５０ｋＰａの圧力に制御し、４ｋＨｚの高周波を８０ｋＷの電力で誘導コイ
ルに印加しプラズマを発生させ、ついで、平均粒径４μｍのシリコン粉末９０重量部と平
均粒径１μｍの金属アルミニウム１０重量部を混合した粉末原料を混合した粉末原料を、
毎分１５リットルのアルゴンガスをキャリアガスとして、毎時５００ｇ程度の供給速度で
、原料を熱プラズマ内に供給し、所定の反応時間で、微粉末材料を得て、高周波の印加を
停止し、プラズマ発生用ガスの導入を停止し、徐酸化した後、ナノ粒子を取り出した。
【０１５１】
　なお、徐酸化は不純物として酸素を含有する９９９．９９％のアルゴンガスを反応容器
に流して、行なった。得られたナノ粒子は、ＴＥＭ分析により一部繊維状の部分も観測さ
れたが、多くは直径２０ｎｍから２００ｎｍの結晶シリコンの表層に厚みが１ｎｍから１
０ｎｍの非晶質の表層がある一次粒子が観察された。また、ＴＥＭのＥＤＸ分析の結果、
表面には酸化アルミニウムが形成されていることが分かった。
【０１５２】
　（２）負極の作製
　調製された各複合体粉末１００重量部、平均粒径５μｍの人造黒鉛７０重量部、アセチ
レンブラック３重量部を、メノー製ボールを用いた遊星ボールミル装置で３００ｒｐｍ２
０分間混合する。次いで、得られた混合物に、前記バインダーの検討で良好であったＡ６
のポリイミド１５重量％含有のＮ－メチル－２－ピロリドン溶液１３２重量部とＮ－メチ
ル－２－ピロリドン１９５重量部を添加し、遊星ボールミル装置で３００ｒｐｍ１０分間
混合し、電極材料層を形成するためのスラリーを調製する。得られたスラリーを、アプリ
ケーターを用いて、厚み１０μｍの銅箔上に、塗布した後、１１０℃で０．５時間乾燥の
上、さらに減圧下２２０℃で乾燥して、ロールプレス機にて厚み・密度を調整し、銅箔の
集電体上に厚みが２０から４０μｍで密度が０．９から１．９ｇ／ｃｍ３の範囲の電極材
料層を形成した電極構造体を得た。上記電極構造体を所定の大きさに切断し、ニッケルリ
ボンのリードをスポット溶接で上記電極に接続し、電極（負極）を作製した。
【０１５３】
　（３）正極の作製
　ニッケルコバルトマンガン酸リチウムＬｉＮｉ１／３Ｃｏ１／３Ｍｎ１／３Ｏ２粉末１
００重量部、アセチレンブラック４重量部をメノー製ボールを用いた遊星ボールミル装置
で３００ｒｐｍ１０分間混合する。さらに、得られた混合物に、ポリフッ化ビリニデン１
０重量％含有のＮ－メチル－２－ピロリドン溶液５０重量部とＮ－メチル－２－ピロリド
ン５０重量部を添加し、遊星ボールミル装置で３００ｒｐｍ１０分間混合し、電極材料層
を形成するためのスラリーを調製する。
【０１５４】
　得られたスラリーを、コーターを用いて、厚み１４μｍのアルミニウム箔上に、塗布し
た後、１１０℃で１時間乾燥の上、さらに減圧下１５０℃で乾燥した。ついで、ロールプ
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レス機で厚みを調整して、アルミニウム箔の集電体上に厚みが８２μｍで密度が３．２ｇ
／ｃｍ３の電極材料層を形成した電極構造体を得た。
【０１５５】
　得られた電極構造体を所定の大きさに切断し、アルミニウムリボンのリードを超音波溶
接で上記電極に接続し、ＬｉＮｉ１／３Ｃｏ１／３Ｍｎ１／３Ｏ２電極（正極）を作製し
た。
【０１５６】
　（４）蓄電デバイスの作製
　蓄電デバイスの組み立ては、露点－５０℃以下の水分を管理した乾燥雰囲気下で全て行
なった。
【０１５７】
　前記負極と前記正極の間にセパレータを挟み、ポリエチレン／アルミニウム箔／ナイロ
ン構造のアルミラミネートフィルムをポケット状にした電槽に、負極／セパレータ／正極
の電極群を挿入し、電解液を注入し、電極リードを取り出し、ヒートシールして、正極容
量規制の評価用の電池を作製した。上記アルミラミネートフィルムの外側はナイロンフィ
ルム、その内側はポリエチレンフィルムとする。
【０１５８】
　また、上記セパレータとしては、例えば、厚み１７μｍのポリエチレンの微孔性フィル
ムをセパレータとして用いた。
【０１５９】
　なお、上電解液には、例えば以下の手順にて調製したものを使用する。先ず、十分に水
分を除去したエチレンカーボネートとジエチルカーボネートとを、体積比３：７で混合し
た溶媒を調製した。次いで、得られた上記溶媒に、六フッ化リン酸リチウム塩（ＬｉＰＦ

６）を１Ｍ（モル／リットル）溶解して電解液を調製した。
【０１６０】
　［充放電試験］
　上記の各蓄電デバイスを用い、０．４８ｍＡ／ｃｍ２の一定の電流密度でセル電圧が４
．２Ｖになるまで充電の後、４．２Ｖの定電圧で充電し、１０分間の休止の後、０．４８
ｍＡ／ｃｍ２の一定の電流密度でセル電圧が２．７Ｖになるまで放電し１０分間の休止す
る、充放電を、２回繰り返した後に、電流密度１．６ｍＡ／ｃｍ２で、充放電を繰り返し
た。
【０１６１】
　また、放電時の出力を変化して、セル電圧２．７ボルトまで放電したときのエネルギー
を計測し、得られた蓄電デバイスの体積当たりのエネルギー密度は約６８０Ｗｈ／Ｌ、体
積当たりのパワー密度は約５０００Ｗ／Ｌであった。
【０１６２】
　上記蓄電デバイスの負極のバインダーには、前記バインダー評価で良好であったポリイ
ミドＡ６を用いたが、Ａ６に替えて、ポリイミドＡ７を使用して熱処理１８０℃で処理し
て形成した電極を使用した蓄電デバイスも上記蓄電デバイスとほぼ同等の性能を示した。
【０１６３】
　さらに、長寿命の負極を作製するために、前記（２）の負極の作製操作において、電極
層の（他の活物質と導電補助材の比率はそのままで）バインダー比率を２０重量％に増量
して、負極を作製し、前記蓄電デバイスの作製操作と同様にして、デバイスを作製した。
さらに、導電補助材としてのアセチレンブラックをアセチレンブラック／バインダー比率
＝１／２となるように増量したところ、得られた蓄電デバイスの内部抵抗は低下し、良好
な出力特性とエネルギー密度に加えて、さらに充放電繰り返し寿命の長い特性を示した。
【０１６４】
［実施例１１］
スラリーを銅箔上に塗布し、１１０℃で０．５時間乾燥した後の乾燥条件を以下のとおり
変更した以外は、実施例９と同様にして電極を作製した。
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ａ　減圧下２２０℃で乾燥（実施例９と同じ）
ｂ　窒素フロー下２６０℃で乾燥
ｃ　窒素フロー下２９０℃で乾燥
ｄ　窒素フロー下４００℃で乾燥
なお、上記のうち、ａとｂはバインダーＡ６のガラス転移温度以下で乾燥したものであり
、ｃとｄはバインダーＡ６のガラス転移温度を超える温度で乾燥したものである。また、
ａ以外の乾燥を窒素フロー下で行っているのは、使用した熱処理装置の仕様で、減圧下で
高温処理するのが困難だからである。
【０１６５】
［電極のＬｉ挿入放出の評価］
このようにして得られた電極について、１．６ｍＡ／ｃｍ３、０．１６ｍＡ／ｃｍ３の２
つの条件で、繰り返し充電－放電を行い、Ｌｉの挿入放出の初期特性及び繰り返し特性を
評価した。
結果を下記表３、表４に示す。表中「電極処理温度」は上記乾燥温度である。
【０１６６】
【表３】

【０１６７】
【表４】

【０１６８】
　表３に示す結果から、バインダーＡ６のガラス転移温度を境にして、１００回前後挿入
放出を繰り返した際のサイクル劣化に大きな差があることがわかる。また、表３に示す結
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果から、より低温処理の方がＬｉ挿入-Ｌｉ放出（充放電）の繰り返しによる容量低下の
程度が小さく、容量劣化が小さいことがわかる。
さらに、表４に示す結果から、低電流密度での充放電においては、電極処理温度（乾燥温
度）が低いほど、初期のＬｉ放出量、初期のＬｉ挿入量に対するＬｉ放出量、５サイクル
目までのサイクル劣化、のいずれもが優れていることがわかる。とりわけ、処理温度２６
０℃と２２０℃との間で大きな差があることがわかる。
【０１６９】
　以上述べたように、電極構造体中の一構成成分であるバインダー材料の機械物性値及び
焼成温度を規定することにより、シリコンあるいはスズ粒子の膨張、収縮による電極の崩
壊を緩和し、また、内部抵抗を小さくすることが可能となると考えられ、結果として良好
なパワー密度、エネルギー密度を有し、特に繰り返し特性が良好な電極構造体およびそれ
を利用した蓄電デバイスを提供することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１７０】
　以上説明してきたように、本発明によれば、高パワー密度、高エネルギー密度の、繰り
返し寿命もある蓄電デバイスを提供できる。
【符号の説明】
【０１７１】
　１００　集電体
　１０１　活物質粒子
　１０２　バインダー
　１０３　電極材料層
　１０４　電極構造体
【０１７２】
　この出願は２００９年６月２３日に出願された日本国特許出願第２００９－１４９１９
２号からの優先権を主張するものであり、その内容を引用してこの出願の一部とするもの
である。
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