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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極、負極間で同一種の金属イオンをやり取りする二次電池用負極電極において、
　負極活物質膜厚が３０μｍ以下で、かつ負極材料として、ホウ素添加カーボンおよびホ
ウ素添加グラファイトから選ばれる少なくとも１種を用いていることを特徴とする負極電
極。
【請求項２】
　負極活物質膜厚が３０μｍ以下、１μｍ以上であることを特徴とする請求項１に記載の
負極電極。
【請求項３】
　正極、負極間で同一種の金属イオンをやり取りする二次電池用負極電極において、
　負極活物質膜厚が１μｍ未満で、かつ負極材料としてカーボンおよび／またはグラファ
イトを用いていることを特徴とする負極電極。
【請求項４】
　正極、負極間で同一種の金属イオンをやり取りする二次電池用負極電極において、
　負極活物質膜厚が１μｍ未満で、かつ負極材料としてグラファイトを用いていることを
特徴とする負極電極。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の負極電極を用いていることを特徴とするリチウム
イオン二次電池。
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【請求項６】
　下記（１）～（５）のいずれか１つに記載の負極電極を用いていることを特徴とするリ
チウムイオン二次電池において、
　集電体の一方の面に正極が形成され、他方の面に負極が形成されたバイポーラ電極を、
電解質を挟んで複数枚直列に積層した構造をとるバイポーラリチウムイオン二次電池であ
ることを特徴とする電池；
　（１）正極、負極間で同一種の金属イオンをやり取りする二次電池用負極電極において
、負極活物質膜厚が３０μｍ以下で、かつ負極材料として、Ｓｎ、Ｇｅ、Ｉｎ、Ｐｂ、Ａ
ｇ、Ｓｂの酸化物（ただし複合酸化物は除く）、硫化物もしくは塩、またはホウ素添加カ
ーボンおよびホウ素添加グラファイトよりなる群から選ばれてなる少なくとも１種を用い
ていることを特徴とする負極電極、
　（２）正極、負極間で同一種の金属イオンをやり取りする二次電池用負極電極において
、負極活物質膜厚が３０μｍ以下で、かつ負極材料として、ホウ素添加カーボンおよびホ
ウ素添加グラファイトから選ばれる少なくとも１種を用いていることを特徴とする負極電
極、
　（３）負極活物質膜厚が３０μｍ以下、１μｍ以上であることを特徴とする上記（１）
または（２）に記載の負極電極、
　（４）正極、負極間で同一種の金属イオンをやり取りする二次電池用負極電極において
、負極活物質膜厚が１μｍ未満で、かつ負極材料としてカーボンおよび／またはグラファ
イトを用いていることを特徴とする負極電極、
　（５）正極、負極間で同一種の金属イオンをやり取りする二次電池用負極電極において
、負極活物質膜厚が１μｍ未満で、かつ負極材料としてグラファイトを用いていることを
特徴とする負極電極。
【請求項７】
　正極活物質としてリチウム－遷移金属複合酸化物を用いていることを特徴とする請求項
５または６に記載の電池。
【請求項８】
　電解質にゲル状もしくは固体状高分子を用いていることを特徴とする請求項５～７のい
ずれか１項に記載の電池。
【請求項９】
　請求項５～８に記載の電池を複数個接続して構成した組電池。
【請求項１０】
　請求項５～９に記載の電池および／または組電池を駆動用電源として搭載した車両。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高速充放電用電極および電池に関する。
【０００２】
【従来の技術】
リチウムイオン二次電池用負極活物質としては、リチウム金属やリチウム合金が代表的で
あるが、それらを用いると充放電中にリチウム金属が樹枝状に成長し、内部ショートした
り、その樹枝状リチウム金属の活性が高く、電池の安全性に問題があった。また、充電に
５～１０時間を必要とし、高速充電性に劣ること、サイクル寿命が短いことなどの欠点が
あり、高速充放電用負極電極に適していなかった。
【０００３】
これに対して、リチウムを挿入放出することができるカーボンやグラファイトが実用化さ
れてきている。しかしながら、これらカーボンやグラファイトは、それ自体が導電性をも
つので、大電流で高速充放電できるリチウム二次電池を作ろうとした場合、カーボンやグ
ラファイト等の負極活物質材料の上にリチウム金属が析出する問題があり、やはり樹枝状
リチウム金属を析出してしまうことになる。これは、高速充電する際の電流が大きい場合
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、電極、電解質内の厚みばらつきや組成ばらつきに起因する電極内の極僅かな電位ばらつ
き、具体的には数十ｍＶ程度の電位ばらつきによって、通常電流での充放電では起こらな
かった負極電極表面へのリチウム金属の析出が生じ得るものである。このリチウム金属の
析出は、電池の安全性にとって深刻であり、またサイクル寿命にも影響する問題であった
。さらに、こうした問題点が明らかになっているカーボンやグラファイトを用いたリチウ
ムイオン二次電池の負極活物質膜厚は、小型電池から大型電池までその使用用途により極
めて広範囲であり、実用化されているもので５０～１００μｍ程度であり、文献等に利用
可能な最も広い範囲では実に１～２００μｍ程度であり、かかるカーボンやグラファイト
を用いたリチウムイオン二次電池で上記問題点を克服するのは実際上不可能と考えられて
いた。
【０００４】
そこで、高速充電対策負極を有するリチウムイオン２次電池として、正極活物質にＬｉＭ
ｎ2Ｏ4を使用し、負極活物質としてＬｉ4Ｔｉ5Ｏ12と天然黒鉛とを使用し、Ｌｉ4Ｔｉ5Ｏ

12の容量が正極容量の０．９倍となるようにし、負極全体の容量が正極容量の１．２倍と
なるようにしたリチウムイオン２次電池が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
このような正極、負極により構成したリチウムイオン２次電池は、その充電時において当
初Ｌｉ4Ｔｉ5Ｏ12のプラトー電位である１．５Ｖで負極電位が推移し、リチウムのインタ
ーカレートがＬｉ4Ｔｉ5Ｏ12から天然黒鉛に移行したところで負極電位が０．１Ｖまで低
下する。この時点を充電終了点とすれば、負極電位により制御することができるというも
のである。
【０００５】
【特許文献１】
特開２０００－３４８７２５号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特許文献１に見られるような高速充電対策負極を有するリチウムイオン２
次電池においては、原理的に充電終了を検知するためにはかなり高電位の負極が必要であ
り、エネルギー密度がかなり劣るという問題があった。
【０００７】
そこで、本発明が目的とするところは、大電流で高速に充放電しても、リチウムの析出を
防止でき、かつエネルギー密度に優れる高速充放電用電極および電池を提供することであ
る。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明は、正極、負極間で同一種の金属イオンをやり取りする二次電池において、負極活
物質膜厚が３０μｍ以下で、かつ負極材料として、該金属イオンを還元した金属と合金を
形成する金属の酸化物もしくは塩、またはホウ素添加炭素、のいずれか、もしくは複数を
用いたことを特徴とした、負極電極により達成できる。
【０００９】
【発明の効果】
本発明によれば、従来一般に用いられているカーボン、グラファイトに比べて充放電電位
の高い金属酸化物、ホウ素添加炭素を含有し、３０μｍ以下の厚さとする負極電極を用い
ることで、大電流充電時の電極上でのリチウムの析出の防止することができる。その結果
、安全かつエネルギー密度に優れる高速充放電に適した電池を提供することができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態につき、説明する。
【００１１】
本発明に係る負極電極の第１実施形態は、正極、負極間で同一種の金属イオンをやり取り
する二次電池用負極電極において、負極活物質膜厚が３０μｍ以下で、かつ負極材料とし
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て、該金属イオンを還元した金属と合金を形成する金属の酸化物もしくは塩、またはホウ
素添加炭素のいずれか、もしくは複数を用いたことを特徴とする。上記負極材料を使用す
ることにより、負極電位が一般的なカーボン、グラファイトに比べて上昇し、電極表面に
当該金属イオンが金属（例えば、リチウム金属）として析出しにくくなり、大電流高速充
放電に適した二次電池用負極電極及びこれを用いた二次電池を提供することができる。
【００１２】
上記第１実施形態の負極電極では、負極活物質膜厚が３０μｍを超える場合には、上記負
極材料を用いてもリチウム金属の析出が防げない。これは、負極活物質膜厚が３０μｍを
超える負極電極では、電極内の電位ばらつきが大きすぎるために、金属酸化物やホウ素添
加炭素を用いても、リチウム析出の電位に達してしまうと考えられる。一方、負極活物質
膜厚の下限に関しては、特に制限されるべきものではないが、好ましくは１μｍ以上であ
る。これは、負極活物質膜厚が３０μｍ以下の場合、電極内の電位ばらつきが少なくリチ
ウム金属の析出を防止できる点では優れているものの、負極活物質膜厚が１μｍ未満にな
ると負極活物質の量が制限されるほか、他の電池構成部材に対する負極活物質の体積効率
が相対的に低下するようになるため、充放電容量が制限される場合がある。そのため利用
用途が制限されるためである。従って、上記負極電極では、負極活物質膜厚が３０μｍ以
下、１μｍ以上であるのが望ましい。
【００１３】
上記第１実施形態の負極電極に用いることのできる負極材料（特に負極活物質）としては
、上記金属イオンを還元した金属と合金を形成する金属の酸化物若しくは塩、またはホウ
素添加炭素のいずれか、若しくは複数を含有しているものであればよい。これらの材料を
使用することにより、負極電位が一般的なカーボン、グラファイトに比べて上昇し、リチ
ウムが析出しにくくなるためである。
【００１４】
上記金属イオンを還元した金属と合金を形成する金属の酸化物としては、例えば、Ｓｎ、
Ｇｅ、Ｉｎ、Ｐｂ、Ａｇ、Ｓｂの酸化物などが挙げられる。具体的には、ＳｎＯ、ＳｎＯ

2、ＧｅＯ、ＧｅＯ2、Ｉｎ2Ｏ3、ＰｂＯ、ＰｂＯ2、Ｐｂ2Ｏ3、Ｐｂ3Ｏ4、Ａｇ2Ｏ、Ａｇ
Ｏ、Ｓｂ2Ｏ3、Ｓｂ2Ｏ4、Ｓｂ2Ｏ5などが例示できるが、これらに制限されるものではな
い。
【００１５】
上記金属イオンを還元した金属と合金を形成する金属の硫化物としては、例えば、Ｓｎ、
Ｇｅ、Ｉｎ、Ｐｂ、Ａｇ、Ｓｂの硫化物などが挙げられる。具体的には、ＳｎＳ、ＳｎＳ

2、ＧｅＳ、ＧｅＳ2、ＩｎＳ、Ｉｎ2Ｓ3、ＰｂＳ、Ａｇ2Ｓ、Ｓｂ2Ｓ3、Ｓｂ2Ｓ5などが
例示できるが、これらに制限されるものではない。
【００１６】
上記金属イオンを還元した金属と合金を形成する金属の塩としては、例えば、Ｓｎ、Ｇｅ
、Ｉｎ、Ｐｂ、Ａｇ、Ｓｂの炭酸塩、硫酸塩、リン酸塩、硝酸塩などの無機酸金属塩やシ
ュウ酸塩などの有機酸金属塩など、が挙げられる。具体的には、ＳｎＳＯ4、ＳｎＣ2Ｏ4

、Ｉｎ（ＮＯ3）3、Ｉｎ2（ＳＯ4）3、ＰｂＣ2Ｏ4、ＰｂＣＯ3、Ｐｂ（ＮＯ3）2、Ｐｂ3

（ＰＯ4）2、ＰｂＳＯ4、Ａｇ2ＣＯ3、ＡｇＮＯ3、Ａｇ2ＳＯ4、Ｓｂ2（ＳＯ4）3などが
例示できるが、これらに制限されるものではない。
【００１７】
上記ホウ素添加炭素としては、例えば、ホウ素添加カーボン、ホウ素添加グラファイトな
どが挙げられるが、これらに制限されるべきものではなく従来公知のものを適宜利用する
ことができる。
【００１８】
上記ホウ素添加炭素中のホウ素の含有量としては、本発明の作用効果を奏することができ
るものであれば特に制限されるべきものではなく、炭素材料の種類などによっても異なる
ことから一義的に規定することはできないが、通常０．１～１０質量％、好ましくは０．
１～５質量％の範囲であるのが望ましい。
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【００１９】
上記ホウ素添加炭素は、具体的には、例えば、下記（１）～（３）に示すようなものが例
示できるが、これらに何ら制限されるべきものではない。
【００２０】
（１）黒鉛構造における六角網平面内のβサイト炭素の少なくとも一部をホウ素で置換し
てなるホウ素添加黒鉛が挙げられる。かかるホウ素添加黒鉛でのホウ素の含有量は０．１
～２質量％の範囲が望ましい。
【００２１】
（２）ホウ素化合物を添加した炭素材料を焼成することにより得られるホウ素添加炭素が
挙げられる。
【００２２】
上記ホウ素添加炭素では、炭素材料中のホウ素の含有量は０．１～１０質量％の範囲が望
ましい。
【００２３】
上記ホウ素化合物としては、例えば、Ｈ3ＢＯ3、Ｂ（金属ホウ素）、Ｂ2Ｏ3などが挙げら
れるが、これらに制限されるべきものではなく、１種単独または２種以上を併用して用い
ることができる。
【００２４】
上記炭素材料としては、特に制限されるべきものではなく、天然黒鉛の他に、ピッチ、コ
ールタール、コークス、木質原料、フラン樹脂、セルロース、ポリアクリロニトリル（Ｐ
ＡＮ）、レーヨンを焼成したものが挙げられ、１種単独または２種以上を併用して用いる
ことができる。
【００２５】
焼成条件としては、特に制限されるべきものではなく、アルゴンガス等の不活性雰囲気中
において１０００℃程度で１０時間程度焼成すればよい。
【００２６】
（３）有機材料が炭素化されてなり、ホウ素を０．１～１０質量％、好ましくは０．１～
２．０質量％含有するホウ素添加炭素が挙げられる。
【００２７】
上記有機材料としては、フェノール樹脂、アクリル樹脂、ハロゲン化ビニル樹脂、ポリア
ミドイミド樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアセチレン，ポリ（ｐ－フェニレン）等の共役系
樹脂、セルロース樹脂等、任意の有機高分子系化合物を使用することができる。さらには
、フルフリルアルコールあるいはフルフラールのホモポリマー、コポリマーよりなるフラ
ン樹脂も好適である。具体的には、フルフリルアルコール、フルフリルアルコール＋ジメ
チロール尿素、フルフリルアルコール＋ホルムアルデヒド、フルフラール＋フェノール、
フルフラール＋ケトン類等よりなる重合体が挙げられる。このフラン樹脂を炭素化したホ
ウ素添加炭素は、（００２）面の面間隔ｄ002が３．７０Å以上であり、示差熱分析（Ｄ
ＴＡ）において７００℃以上に発熱ピークを持たず、電池の負極材として非常に良好な特
性を示す。その他、ナフタレン、フェナントレン、アントラセン、トリフェニレン、ピレ
ン、クリセン、ナフタセン、ピセン、ペリレン、ペンタフェン、ペンタセン等の縮合多環
炭化水素化合物、その誘導体（例えば、前記各化合物のカルボン酸、カルボン酸無水物、
カルボン酸イミド等）、前記各化合物の混合物を主成分とする各種ピッチ、インドール、
イソインドール、キノホウ素、イソキノホウ素、キノキサホウ素、フタラジン、カルバゾ
ール、アクリジン、フェナジン、フェナントリジン等の縮合複素環化合物、その誘導体等
も使用可能である。これら有機材料を焼成する等の手法により熱処理して炭素化する。炭
素化温度は出発原料によっても異なるが、通常は５００～３０００℃とされる。上記炭素
化の際にホウ素化合物を上記に規定する量添加することで、所望のホウ素添加炭素を得る
ことができる。上記ホウ素化合物としては、二酸化二ホウ素、三酸化二ホウ素（いわゆる
酸化ホウ素）、三酸化四ホウ素、五酸化四ホウ素等のホウ素の酸化物や、オルトホウ酸（
いわゆるホウ酸）、メタホウ酸、四ホウ酸、次ホウ酸等のホウ素のオキソ酸およびその塩
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等が挙げられる。これらのホウ素化合物は、いずれも水溶液の状態で炭素化のための反応
系に添加することができる。上記ホウ素添加炭素において、有機材料の炭素化の際に添加
されるホウ素化合物の添加量は、これら有機材料もしくはホウ素添加炭素に対してホウ素
換算で０．１５～１２．５質量％、好ましくは０．１５～２．５質量％である。また、ホ
ウ素添加炭素中のホウ素の含有量は０．１～１０質量％、好ましくは０．１～２．０質量
％とするのが望ましい。
【００２８】
上記第１実施形態での負極材料は、上記金属イオンを還元した金属と合金を形成する金属
の酸化物もしくは塩、またはホウ素添加炭素、のいずれか、もしくは複数を負極活物質と
して含有するものであればよく、他の材料成分に関しては特に制限されるべきものではな
く、適用する電池の種類や使用用途などに応じて、適宜決定されるべきものであればよく
、従来公知の各種成分を適用し得るものである。以下、リチウムイオン二次電池用負極電
極として利用する場合を例にとり説明するが、本発明がこれらに制限されるべきものでな
いことはいうまでもない。
【００２９】
すなわち、本発明の第１実施形態での負極材料では、上記負極活物質成分のほかにも、本
発明の作用効果を損なわない範囲内であれば、従来と同様の他の負極活物質を含んでいて
もよい。さらに、この他にも、電子伝導性を高めるための導電助剤、バインダ、イオン伝
導性を高めるための電解質支持塩、高分子電解質（ホストポリマー、電解液など）などが
含まれ得る。電池電解質層に高分子ゲル電解質を用いる場合には、負極活物質微粒子同士
を結びつける従来公知のバインダ、電子伝導性を高めるための導電助剤などが含まれてい
ればよく、高分子電解質の原料のホストポリマー、電解液やリチウム塩などは含まれてい
なくても良い。電池電解質層に溶液電解質を用いる場合にも、負極材料には高分子電解質
の原料のホストポリマー、電解液やリチウム塩などは含まれていなくてもよい。
【００３０】
上記負極活物質成分以外に本発明の作用効果を損なわない範囲内で使用可能な負極活物質
としては、従来公知のリチウムイオン二次電池で使用される負極活物質を用いることがで
きる。具体的には、金属化合物、金属酸化物（ただし、上記した酸化物は除く）、Ｌｉ金
属化合物、Ｌｉ金属酸化物（リチウム－遷移金属複合酸化物を含む）などを用いることが
できる。これらは１種単独で使用しても良いし、２種以上を併用して用いても良い。金属
化合物としては、ＬｉＡｌ、ＬｉＺｎ、Ｌｉ3Ｂｉ、Ｌｉ3Ｃｄ、Ｌｉ3Ｓｄ、Ｌｉ4Ｓｉ、
Ｌｉ4.4Ｐｂ、Ｌｉ4.4Ｓｎ、Ｌｉ0.17Ｃ（ＬｉＣ6）等から、金属酸化物としては、Ｓｉ
Ｏ、ＺｎＯ、ＣｏＯ、ＮｉＯ、ＦｅＯ等から、Ｌｉ金属化合物としては、Ｌｉ3ＦｅＮ2、
Ｌｉ2.6Ｃｏ0.4Ｎ、Ｌｉ2.6Ｃｕ0.4Ｎ等から、Ｌｉ金属酸化物（リチウム－遷移金属複合
酸化物）としては、Ｌｉ4Ｔｉ5Ｏ12などＬｉxＴｉyＯzで表されるリチウム－チタン複合
酸化物等から選択し使用することができる。
【００３１】
負極電極の構成材料の形状は、その種類等によって取り得る形状が異なり、例えば、平板
状、波板状、棒状、粉末状などが挙げられるがこれらに限定されるものではなく、いずれ
の形状であれ問題なく使用できる。好ましくは、負極電極の構成材料の種類に応じて、充
放電特性などの電池特性を向上し得る最適の形状を適宜選択するのが望ましい。
【００３２】
負極電極の構成材料のミクロ構造も、その種類等によって取り得る形状が異なり、例えば
、積層状、球状、繊維状、螺旋状、フィブリル状が挙げられるがこれらに限定されない。
いずれのミクロ構造であっても問題なく使用できるが、好ましくは、負極電極の構成材料
の種類に応じて、充放電特性などの電池特性を向上し得る最適のミクロ構造のものを適宜
選択するのが望ましい。
【００３３】
本発明の第１実施形態での負極活物質の粒径は、負極活物質膜厚を３０μｍ以下として、
電極内の電位ばらつきを低減する必要上、負極活物質微粒子の平均粒径は０．１～１５μ
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ｍ、好ましくは０．５～１０μｍの範囲とするのが望ましい。
【００３４】
上記導電助剤としては、アセチレンブラック、カーボンブラック、グラファイト等が挙げ
られる。ただし、これらに限られるわけではない。
【００３５】
上記バインダとしては、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ＳＢＲ、ポリイミドなどが
使用できる。ただし、これらに限られるわけではない。
【００３６】
上記高分子ゲル電解質は、上記に規定したように、イオン導伝性を有する固体高分子電解
質に、従来公知のリチウムイオン二次電池で用いられる電解液を含んだものであるが、さ
らに、リチウムイオン導伝性を持たない高分子の骨格中に、同様の電解液を保持させたも
のも含まれるものである。
【００３７】
ここで、高分子ゲル電解質に含まれる電解液（電解質塩および可塑剤）としては、特に制
限されるべきものではなく、従来既知の各種電解液を適宜使用することができるものであ
る。例えば、ＬｉＰＦ6、ＬｉＢＦ4、ＬｉＣｌＯ4、ＬｉＡｓＦ6、ＬｉＴａＦ6、ＬｉＡ
ｌＣｌ4、Ｌｉ2Ｂ10Ｃｌ10等の無機酸陰イオン塩、ＬｉＣＦ3ＳＯ3、Ｌｉ（ＣＦ3ＳＯ2）

2Ｎ、Ｌｉ（Ｃ2Ｆ5ＳＯ2）2Ｎ等の有機酸陰イオン塩の中から選ばれる、少なくとも１種
類のリチウム塩（電解質塩）を含み、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート等
の環状カーボネート類；ジメチルカーボネート、メチルエチルカーボネート、ジエチルカ
ーボネート等の鎖状カーボネート類；テトラヒドロフラン、２－メチルテトラヒドロフラ
ン、１，４－ジオキサン、１，２－ジメトキシエタン、１，２－ジブトキシエタン等のエ
ーテル類；γ－ブチロラクトン等のラクトン類；アセトニトリル等のニトリル類；プロピ
オン酸メチル等のエステル類；ジメチルホルムアミド等のアミド類；酢酸メチル、蟻酸メ
チルの中から選ばれる少なくともから１種類または２種以上を混合した、非プロトン性溶
媒等の可塑剤（有機溶媒）を用いたものなどが使用できる。ただし、これらに限られるわ
けではない。
【００３８】
イオン導伝性を有する固体高分子電解質としては、例えば、ポリエチレンオキシド（ＰＥ
Ｏ）、ポリプロピレンオキシド（ＰＰＯ）、これらの共重合体のような公知の固体高分子
電解質が挙げられる。
【００３９】
高分子ゲル電解質に用いられるリチウムイオン導伝性を持たない高分子としては、例えば
、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリビニルクロライド（ＰＶＣ）、ポリアクリロ
ニトリル（ＰＡＮ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）などが使用できる。ただし
、これらに限られるわけではない。なお、ＰＡＮ、ＰＭＭＡなどは、どちらかと言うとイ
オン伝導性がほとんどない部類に入るものであるため、上記イオン伝導性を有する高分子
とすることもできるが、ここでは高分子ゲル電解質に用いられるリチウムイオン導伝性を
持たない高分子として例示したものである。
【００４０】
上記イオン伝導性を高めるための電解質支持塩としては、例えば、ＬｉＰＦ6、ＬｉＢＦ4

、ＬｉＣｌＯ4、ＬｉＡｓＦ6、ＬｉＴａＦ6、ＬｉＡｌＣｌ4、Ｌｉ2Ｂ10Ｃｌ10等の無機
酸陰イオン塩、Ｌｉ（ＣＦ3ＳＯ2）2Ｎ、Ｌｉ（Ｃ2Ｆ5ＳＯ2）2Ｎ等の有機酸陰イオン塩
、またはこれらの混合物などが使用できる。ただし、これらに限られるわけではない。
【００４１】
高分子ゲル電解質中のホストポリマーと電解液との比率（質量比）は、使用目的などに応
じて決定すればよいが、２：９８～９０：１０の範囲である。すなわち、電池電極中の電
解質材料からの電解液の染み出しについては、後述する絶縁層を形成することで効果的に
シールすることができる。そのため、上記高分子ゲル電解質中のホストポリマーと電解液
との比率（質量比）に関しても、比較的電池特性を優先したものとすることができる。
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【００４２】
本発明に係る負極電極の第２実施形態は、正極、負極間で同一種の金属イオンをやり取り
する二次電池用負極電極において、負極活物質膜厚が１μｍ未満で、かつ負極材料として
炭素質材料を含有していることを特徴とするものである。この場合にも、上述した第１の
実施形態と同様の作用効果を奏することができるものである。
【００４３】
本発明に係る負極電極の第２実施形態での負極活物質膜厚は、１μｍ未満である。これは
、従来のカーボンやグラファイト等の炭素質材料でも膜厚を１μｍ未満という従来にない
薄膜化により、電位ばらつきの原因となる活物質量のばらつき量が格段に低下し、電極内
の電位ばらつきがあっても、リチウム析出の電位に達しないためにリチウムの析出を回避
することができたものである。なお、負極活物質膜厚の下限値に関しては、特に制限され
るべきものではなく、製造限界膜厚まで実用可能と言える。すなわち、使用する活物質の
粒径や塗膜形成技術の進歩により、こうした薄膜化が十分に可能である（後述する実施例
参照のこと）。
【００４４】
上記第２実施形態での負極材料としてが、特に制限されるべきものではなく、従来公知の
各種炭素質材料を用いることができ、例えば、カーボン、グラファイトなどを用いること
ができる。
【００４５】
また、上記第２実施形態の負極電極では、上記炭素質材料を負極活物質として含有するも
のであればよく、他の材料成分に関しては特に制限されるべきものではなく、適用する電
池の種類や使用用途などに応じて、適宜決定されるべきものであればよく、従来公知の各
種成分を適用し得るものである。以下、リチウムイオン二次電池用負極電極として利用す
る場合を例にとり説明するが、本発明がこれらに制限されるべきものでないことはいうま
でもない。
【００４６】
すなわち、本発明の第２実施形態の負極電極では、上記負極活物質成分のほかにも、本発
明の作用効果を損なわない範囲内であれば、他の負極活物質を含んでいてもよい。さらに
、この他にも、電子伝導性を高めるための導電助剤、バインダ、イオン伝導性を高めるた
めの電解質支持塩、高分子電解質（ホストポリマー、電解液など）などが含まれ得る。こ
れらに関しては、負極活物質の粒径を除いて、既に本発明の第２実施形態の負極電極にお
いて説明したのと同様であるため、ここでの説明は省略する。
【００４７】
本発明の第２実施形態での負極活物質の粒径は、負極活物質膜厚を１μｍ未満として、電
極内の電位ばらつきを低減する必要上、負極活物質微粒子の平均粒径は膜厚に対し５％～
１００％の直径、好ましくは膜厚に対し１０％～５０％の直径の範囲とするのが望ましい
。
【００４８】
本発明に係る負極電極における、負極活物質、導電助剤、バインダ、高分子電解質（ホス
トポリマー、電解液など）、リチウム塩の配合量は、電池の使用目的（出力重視、エネル
ギー重視など）、イオン伝導性を考慮して決定すべきである。
【００４９】
次に、本発明に係る負極電極は、正極、負極間で同一種の金属イオンをやり取りする二次
電池用負極材料として幅広く適用できるものである。本発明の負極電極を適用し得る電池
としては、例えば、金属イオンとしてリチウムイオンをやり取りするリチウムイオン二次
電池、金属イオンとしてナトリウムイオンをやり取りするナトリウムイオン二次電池、金
属イオンとしてカリウムイオンをやり取りするカリウムイオン二次電池など、従来公知の
正極、負極間で同一種の金属イオンをやり取りする二次電池に幅広く適用し得るものであ
る。高エネルギー密度、高出力密度が達成でき、車両の駆動電源用として大電流高速充電
が強く望まれているリチウムイオン二次電池が望ましい。これは、本発明の負極電極を採
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用することで、通常のリチウムイオン二次電池において、従来のものよりも大電流での高
速充電に適した電池を構成することができるためである。そのため高エネルギー密度、高
出力密度が達成でき、車両の駆動電源用として大電流高速充放電に適しサイクル寿命に優
れたリチウムイオン二次電池が作製できるものである。したがって、以下の説明では、本
発明の電池用負極電極を用いてなるリチウムイオン二次電池につき説明するが、これらに
何ら制限されるべきものではない。
【００５０】
すなわち、本発明の対象となるリチウムイオン二次電池は、上述した本発明の負極電極を
用いたリチウムイオン二次電池であればよく、他の構成要件に関しては、何ら制限される
べきものではない。そこで、本発明の負極電極を採用してなる、通常のリチウムイオン二
次電池すなわち、バイポーラ型でないリチウムイオン二次電池につき、図面を用いて説明
をする。ただし、より好適なバイポーラ型リチウムイオン二次電池についても、後で説明
しており、双方で多くの構成要件が重複するため、いずれか一方で説明すればよい内容に
関しては、重複を避けるためいずれか一方でのみ詳細に説明している。
【００５１】
図１に、バイポーラ型でない扁平型（積層型）のリチウムイオン二次電池の断面概略図を
示す。図１に示すリチウムイオン二次電池１では、電池外装材３に高分子－金属を複合し
たラミネートフィルムを用いて、その周辺部の全部を熱融着にて接合することにより、正
極集電体５の両面に正極活物質層７が形成された正極板、電解質層９、および負極集電体
１１の両面（発電要素の最下層および最上層用は片面）に負極活物質層１３が形成された
負極板を積層した発電要素を収納し密封した構成を有している。また、上記の各電極板（
正極板及び負極板）と導通される正極（端子）リード１５および負極（端子）リード１７
が、各電極板の正極集電体５及び負極集電体１１に超音波溶接や抵抗溶接等により取り付
けられ、上記熱融着部に挟まれて上記の電池外装材３の外部に露出される構造を有してい
る。
【００５２】
上記リチウムイオン二次電池は、扁平型（積層型）の電池構造にすることが好ましい。巻
回型（円筒型）の電池構造とする場合には、正極および負極リード端子を取り出す個所の
シール性を高めることが困難な場合があり、電気自動車やハイブリッド電気自動車に搭載
する高エネルギー密度、高出力密度の電池では、リード端子取り出し部位のシール性の長
期の信頼性を確保できないためおそれがあるが、扁平型の構造を採用することで簡単な熱
圧着などのシール技術により長期信頼性を確保でき、コスト面や作業性の点でも有利であ
る。
【００５３】
ここで、上記負極（主に負極活物質層）に、本発明の負極電極を利用するものであり、他
の構成要件に関しては、特に制限されるべきものではない。
【００５４】
また、上記リチウムイオン二次電池の電極には、リチウムイオンを吸蔵、脱離できる正極
と、リチウムイオンを吸蔵、脱離できる負極を用い、電極以外の発電要素には、電解質と
して、セパレータとこれに染み込ませた電解液（溶液系電解質）、またはゲル状もしくは
固体状高分子を用いてなるゲル電解質若しくは固体電解質、またはセパレータを含む固体
電解質若しくはゲル電解質を用いることができる。すなわち、上記リチウムイオン二次電
池の中には、溶液系電解質電池のほか、ポリマーリチウムイオン二次電池といわれる固体
状電解質電池やゲル状電解質電池も含まれるものである。
【００５５】
正極には、正極集電体および正極活物質層のほか、正極集電体の先端部に取り付けられた
正極端子リードまでを含めて称する場合もある。正極板は、正極集電体のうち正極活物質
層を具備する反応部をいうものとする。負極には、負極集電体および負極活物質層のほか
、負極集電体の先端部に取り付けられた負極端子リードまでを含めて称する場合もある。
負極板は、負極集電体のうち負極活物質層を具備する反応部をいうものとする。したがっ
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て、本発明の発電素子は、発電素子を構成する負極板と、該負極板と電気的に接続される
負極端子リードと、電解質層と、正極板と、該正極板と電気的に接続される正極端子リー
ドとが具備されてなるものといえる。
【００５６】
上記正極には、ＬｉＣｏＯ2、ＬｉＭｎ2Ｏ4、ＬｉＮｉＯ2を主材料とする正極活物質、負
極には、グラファイトまたは非晶質炭素であるハードカーボンを主材料とする負極活物質
を用いることが望ましいが、特に限定されない。正極集電体及び負極集電体にはラスプレ
ート、すなわちプレートに切目を入れたものをエキスパンドすることにより網目空間が形
成されるプレートにより構成されている。電解質層に用いられるセパレータ、電解液およ
びゲル状ないし固体状電解質に関しても、特に制限されるべきものではなく、従来公知の
ものを用いることができる。これらに関しては、後述するバイポーラ電池において説明す
る。
【００５７】
本発明において、正極板、電解質層および負極板を積層または巻回した発電要素は、従来
の発電素子と同様に構成される。例えば、正極板は、正極集電体の反応部の両面に正極活
物質の主材料と有機電解液を吸収保持するポリマーを含む正極活物質を塗布乾燥させて、
正極活物質層を正極集電体に支持させている。また負極板は、Ｃｕ板等の負極集電体の両
面に負極活物質の主材料と有機電解液を吸収保持するポリマーを含む負極活物質を塗布乾
燥させて、負極活物質層を負極集電体に支持させている。電解質層は、電解液を含浸した
セパレータで構成されている。このセパレータは、有機電解液を吸収保持するポリマー電
解質シートからなる多孔性シートで構成されている。負極板の上側の負極活物質層を電解
質層を介してその上方の正極板の正極活物質層に対向させると共に、負極板の下側の負極
活物質層を電解質層を介してその下方の正極板の正極活物質層に対向させた状態で、これ
らを積層状態にして熱接合により一体化して、積層電極（発電素子）を構成している。
【００５８】
上記電極端子リードに用いられる金属（合金を含む）としては、Ｃｕ、Ｆｅから選ばれる
金属を用いることができるが、Ａｌ、ＳＵＳ（ステンレス鋼）といった金属またはこれら
を含む合金材料も同様に使用可能である。電極端子リード全体の抵抗増加を抑える観点か
らは、Ｃｕを用いることが望ましい。さらに外装材の高分子材料との密着性を向上させる
ために、電極端子リードに表面被覆層を形成してもよい。表面被覆層にはＮｉが最も好適
に使用できるが、Ａｇ、Ａｕといった金属材料も同様に使用可能である。
【００５９】
また、電池外装材である高分子－金属を複合したラミネートフィルム（単に、高分子－金
属複合ラミネートフィルムとも称する）としては、特に制限されるべきものではなく、高
分子フィルム間に金属フィルムを配置し全体を積層一体化してなる従来公知のものを使用
することができる。具体例としては、例えば、高分子フィルムからなる外装保護層（ラミ
ネート最外層）、金属フィルム層、高分子フィルムからなる熱融着層（ラミネート最内層
）のように配置し全体を積層一体化してなるものが挙げられる。詳しくは、外装材に用い
られる高分子－金属複合ラミネートフィルムは、上記金属フィルムの両面に、高分子フィ
ルムとして、まず耐熱絶縁樹脂フィルムを形成し、少なくとも片面側の耐熱絶縁樹脂フィ
ルム上に熱融着絶縁性フィルムが積層されたものである。かかるラミネートフィルムは、
適当な方法にて熱融着させることにより、熱融着絶縁性フィルム部分が融着して接合し熱
融着部が形成される。上記金属フィルムとしては、アルミニウムフィルム等が例示できる
。また、上記絶縁性樹脂フィルムとしては、ポリエチレンテトラフタレートフィルム（耐
熱絶縁性フィルム）、ナイロンフィルム（耐熱絶縁性フィルム）、ポリエチレンフィルム
（熱融着絶縁性フィルム）、ポリプロピレンフィルム（熱融着絶縁性フィルム）等が例示
できる。ただし、本発明の外装材は、これらに制限されるべきものではない。
【００６０】
こうしたラミネートフィルムでは、超音波溶着等により熱融着絶縁性フィルムを利用して
１対ないし１枚（袋状）のラミネートフィルムの熱融着による接合を、容易かつ確実に行
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うことができる。なお、電池の長期信頼性を最大限高めるためには、ラミネートシートの
構成要素である金属フィルム同士を直接接合してもよい。金属フィルム間にある熱融着性
樹脂を除去もしくは破壊して金属フィルム同士を接合するには超音波溶着を用いることが
できる。
【００６１】
本発明のリチウムイオン二次電池は、電池内の電気的な接続形態(電極構造）で見た場合
、上述したバイポーラ型ではない（内部並列接続タイプ）のリチウムイオン二次電池のほ
か、バイポーラ型(内部直列接続タイプ）リチウムイオン二次電池にも適用し得るもので
ある。また、リチウムイオン二次電池の構造で区別した場合にも、積層型（扁平型）電池
、巻回型（円筒型）電池など特に制限されるべきものではなく、従来公知のいずれの構造
にも適用し得るものである。同様にリチウムイオン二次電池の電解質の種類で区別した場
合にも、特に制限されるべきものではなく、溶液系電解質型（電解液をセパレータに含浸
させるタイプ）電池、高分子ゲル電解質型電池、固体高分子電解質（全固体電解質）型電
池など、従来公知のいずれの電解質型電池にも適用し得るものである。
【００６２】
好ましくは、集電体の一方の面に正極が形成され、他方の面に負極が形成されたバイポー
ラ電極を、電解質を挟んで複数枚直列に積層した構造をとるバイポーラ型のリチウムイオ
ン二次電池である。これは、バイポーラ型のリチウムイオン二次電池では、通常の電池に
比べて単電池の電圧が高く、容量、出力特性に優れた電池を構成できるためである。すな
わち、本発明の負極電極をバイポーラ電池に用いることにより、高電圧、高出力の電池を
形成することができる点で有利である。更に、正極活物質としてリチウム－遷移金属複合
酸化物を用いたバイポーラ型のリチウムイオン二次電池では、反応性、サイクル耐久性に
優れ、低コストな材料であるから、これらの材料を正極電極に用いることにより、出力特
性により優れた電池を形成することができる点で有利である。更にまた、電解質にゲル状
もしくは固体状高分子を用いたバイポーラ型のリチウムイオン二次電池では、液漏れが生
じないので、液絡の問題が無く信頼性が高く、かつ簡易な構成で出力特性に優れたバイポ
ーラ電池を形成することができる点で有利である。
【００６３】
以下、本発明のリチウムイオン電池の好適な態様の１つである、上記バイポーラ型のリチ
ウムイオン二次電池（以下、単にバイポーラ電池とも称する）を図面を用いて説明するが
、本発明がこれらに制限されるべきものではないことはいうまでもない。
【００６４】
図２には、バイポーラ電池の全体構造を模式的に表わした概略断面図を示す。図２に示し
たように、バイポーラ電池２１では、１枚または２枚以上で構成される集電体２３の片面
に正極電極（正極活物質層ともいう）２５を設け、もう一方の面に本発明の負極電極（負
極活物質層ともいう）２７を設けたバイポーラ電極２９を、固体電解質層３１を挟み隣合
うバイポーラ電極２９の電極層２５、２７が対向するようになっている。すなわち、バイ
ポーラ電池２１では、集電体２３の片方の面上に正極層２５を有し、他方の面上に負極層
２７を有するバイポーラ電極（電極層）２９を、電解質層３１を介して複数枚積層した構
造の電極積層体（バイポーラ電池本体）３３からなるものである。また、こうしたバイポ
ーラ電極２９等を複数枚積層した電極積層体３３の最上層と最下層の電極２５ａ、２７ａ
は、バイポーラ電極構造でなくてもよく、集電体２３（または端子板）に必要な片面のみ
の電極層（正極活物質層２５ａおよび負極活物質層２７ａ）を配置した構造としてもよい
。また、バイポーラ電池２１では、上下両端の集電体２３にそれぞれ正極および負極リー
ド３５、３７が接合されている。なお、バイポーラ電極の積層回数は、所望する電圧に応
じて調節する。本発明では、シート状電池の厚みを極力薄くしても十分な出力が確保でき
るものであるので、バイポーラ電極の積層回数を少なくしてもよい。また、本発明のバイ
ポーラ電池２１では、使用する際の外部からの衝撃、環境劣化を防止するために、電極積
層体３３部分を電池外装材（外装パッケージ）３９に減圧封入し、電極リード３５、３７
を電池外装材３９の外部に取り出した構造とするのがよい。軽量化の観点からは、アルミ
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ニウム、ステンレス、ニッケル、銅などの金属（合金を含む）をポリプロピレンフィルム
等の絶縁体で被覆した高分子－金属複合ラミネートフィルムなど、従来公知の電池外装材
を用いて、その周辺部の一部または全部を熱融着にて接合することにより、電極積層体７
を収納し減圧封入（密封）し、電極リード３５、３７を電池外装材３９の外部に取り出し
た構成とするのが好ましい。このバイポーラ電池２１の基本構成は、複数積層した単電池
層（単セル）が直列に接続された構成ともいえるものである。
【００６５】
以下、本発明のバイポーラ電池の構成要素を中心に説明する。
【００６６】
［集電体］
本発明で用いることのできる集電体としては、特に制限されるものではなく、従来公知の
ものを利用することができる。例えば、アルミニウム箔、ステンレス（ＳＵＳ）箔、ニッ
ケルとアルミニウムのクラッド材、銅とアルミニウムのクラッド材、ＳＵＳとアルミニウ
ムのクラッド材あるいはこれらの金属の組み合わせのめっき材などが好ましく使える。ま
た、金属表面に、アルミニウムを被覆させた集電体であってもよい。また、場合によって
は、２つ以上の金属箔を張り合わせた集電体を用いてもよい。複合集電体を用いる場合、
正極集電体の材料としては、例えば、アルミニウム、アルミニウム合金、ＳＵＳ、チタン
などの導電性金属を用いることができるが、アルミニウムが特に好ましい。一方、負極集
電体の材料としては、例えば、銅、ニッケル、銀、ＳＵＳなどの導電性金属を用いること
ができるが、ＳＵＳ及びニッケル等が特に好ましい。また、複合集電体においては、正極
集電体と負極集電体とは、互いに直接あるいは第三の材料からなる導電性を有する中間層
を介して電気的に接続していれば良い。
【００６７】
複合集電体における正極集電体および負極集電体の各厚みは、負極活物質膜厚を３０μｍ
以下、好ましくは１～３０μｍの範囲に制限することとの関係から、両集電体とも、例え
ば、１～３０μｍ程度である。好ましくは集電体（複合集電体を含む）の厚さが１～２０
μｍ程度であるのが電池の薄型化の観点からは望ましい。
【００６８】
［正極電極］
ここで、正極電極の構成材料としては、正極活物質を含むものであれば良く、さらに必要
に応じて、電子伝導性を高めるための導電助剤、バインダ、固体電解質、イオン伝導性を
高めるための電解質支持塩などが含まれ得る。
【００６９】
正極活物質としては、遷移金属とリチウムとの複合酸化物（リチウム－遷移金属複合酸化
物）を好適に使用できる。具体的には、ＬｉＭｎ2Ｏ4などのＬｉ・Ｍｎ系複合酸化物、Ｌ
ｉＣｏＯ2などのＬｉ・Ｃｏ系複合酸化物、Ｌｉ2Ｃｒ2Ｏ7、Ｌｉ2ＣｒＯ4などのＬｉ・Ｃ
ｒ系複合酸化物など、ＬｉＮｉＯ2などのＬｉ・Ｎｉ系複合酸化物、ＬｉＦｅＯ2などのＬ
ｉ・Ｆｅ系複合酸化物およびこれらの遷移金属の一部を他の元素により置換したもの（例
えば、ＬｉＮｉxＣｏ1-xＯ2（０＜ｘ＜１）等）などが使用できるなど、Ｌｉ金属酸化物
から選択し使用するが、本発明はこれらの材料に限定されるものではない。これらリチウ
ム－遷移金属複合酸化物は、反応性、サイクル耐久性に優れ、低コストな材料である。そ
のためこれらの材料を電極に用いることにより、出力特性に優れた電池を形成することが
できる点で有利である。この他、ＬｉＦｅＰＯ4などの遷移金属とリチウムのリン酸化合
物や硫酸化合物；Ｖ2Ｏ5、ＭｎＯ2、ＴｉＳ2、ＭｏＳ2、ＭｏＯ3などの遷移金属酸化物や
硫化物；ＰｂＯ2、ＡｇＯ、ＮｉＯＯＨなどが挙げられる。
【００７０】
また、正極活物質の種類以外は、基本的に「本発明の負極電極に用いられる負極材料」の
項で記載した内容と同様であるため、ここでは説明を省略する。
【００７１】
正極活物質膜厚は、特に限定するものではなく、配合量について述べたように、電池の使
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用目的（出力重視、エネルギー重視など）、イオン伝導性を考慮して決定すべきであるが
、負極活物質膜厚を３０μｍ以下、好ましくは１～３０μｍの範囲に制限することとの関
係から、正極活物質膜厚も１～３０μｍ程度とするのが望ましい。
【００７２】
［負極電極］
負極電極に関しては、「本発明の負極電極に用いられる負極材料」の項で記載した内容と
同様であるため、ここでは説明を省略する。
【００７３】
［電解質層］
本発明では、その使用目的に応じて、（ａ）高分子ゲル電解質、（ｂ）高分子固体電解質
または（ｃ）電解液を染み込ませたセパレータ、のいずれにも適用し得るものである。
【００７４】
（ａ）高分子ゲル電解質
高分子ゲル電解質としては、特に制限されるべきものではなく、従来のゲル電解質層に用
いられているものを適宜利用することができる。ここで、ゲル電解質とは、ポリマーマト
リックス中に電解液を保持させたものをいう。なお、本発明において、全固体高分子電解
質（単に、高分子固体電解質ともいう）と、ゲル電解質との違いは、以下のとおりである
。
【００７５】
・ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）などの全固体高分子電解質に、通常のリチウムイオン
電池で用いられる電解液を含んだものがゲル電解質である。
【００７６】
・ポリふっ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）など、リチウムイオン伝導性をもたない高分子の骨
格中に、電解液を保持させたものもゲル電解質にあたる。
【００７７】
・ゲル電解質を構成するのポリマー（ホストポリマーないしポリマーマトリックスとも称
する。）と電解液の比率は幅広く、ポリマー１００質量％を全固体高分子電解質、電解液
１００質量％を液体電解質とすると、その中間体はすべてゲル電解質にあたる。
【００７８】
上記ゲル電解質の、ホストポリマーとしては、特に制限されるべきものではなく、従来公
知のものを利用することができるが、好ましくは、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）、ポ
リプロピレンオキシド（ＰＰＯ）、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ポリアクリロニ
トリル（ＰＡＮ）、ポリふっ化ビニリデン－ヘキサフルオロプロピレン（ＰＶｄＦ－ＨＦ
Ｐ）、ポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）およびそれらの共重合体が望ましく、
溶媒には、エチレンカーボネート（ＥＣ）、プロピレンカーボネート（ＰＣ）、γ－ブチ
ロラクトン（ＧＢＬ）、ジメチルカーボネート（ＤＭＣ）、ジエチルカーボネート（ＤＥ
Ｃ）、およびそれらの混合物が望ましい。
【００７９】
上記ゲル電解質の、電解液（電解質塩および可塑剤）としては、特に制限されるべきもの
ではなく、従来公知のものを利用することができる。具体的には、通常リチウムイオン電
池で用いられるものであればよく、例えば、ＬｉＰＦ6、ＬｉＢＦ4、ＬｉＣｌＯ4、Ｌｉ
ＡｓＦ6、ＬｉＴａＦ6、ＬｉＡｌＣｌ4、Ｌｉ2Ｂ10Ｃｌ10等の無機酸陰イオン塩、ＬｉＣ
Ｆ3ＳＯ3、Ｌｉ（ＣＦ3ＳＯ2）2Ｎ、Ｌｉ（Ｃ2Ｆ5ＳＯ2）2Ｎ等の有機酸陰イオン塩の中
から選ばれる、少なくとも１種類のリチウム塩（電解質塩）を含み、プロピレンカーボネ
ート、エチレンカーボネート等の環状カーボネート類；ジメチルカーボネート、メチルエ
チルカーボネート、ジエチルカーボネート等の鎖状カーボネート類；テトラヒドロフラン
、２－メチルテトラヒドロフラン、１，４－ジオキサン、１，２－ジメトキシエタン、１
，２－ジブトキシエタン等のエーテル類；γ－ブチロラクトン等のラクトン類；アセトニ
トリル等のニトリル類；プロピオン酸メチル等のエステル類；ジメチルホルムアミド等の
アミド類；酢酸メチル、蟻酸メチルの中から選ばれる少なくともから１種類または２種以
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上を混合した、非プロトン性溶媒等の有機溶媒（可塑剤）を用いたものなどが使用できる
。ただし、これらに限られるわけではない。
【００８０】
本発明におけるゲル電解質中の電解液の割合としては、特に制限されるべきものではない
が、イオン伝導度などの観点から、数質量％～９８質量％程度とするのが望ましい。本発
明では、電解液の割合が７０質量％以上の、電解液が多いゲル電解質について、特に効果
がある。
【００８１】
また、本発明では、ゲル電解質に含まれる電解液の量は、ゲル電解質内部で略均一になる
ようにしてもよいし、中心部から外周部に向けて傾斜的に少なくしていってもよい。前者
は、より広範囲で反応性を得ることができるため好ましく、後者は、外周部の全固体高分
子電解質部の電解液に対するシール性を高めることができる点で好ましい。中心部から外
周部に向けて傾斜的に少なくしていく場合には、上記ホストポリマーには、リチウムイオ
ン伝導性のあるポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）、ポリプロピレンオキシド（ＰＰＯ）お
よびそれらの共重合体を用いることが望ましい。
【００８２】
（ｂ）高分子固体電解質
全固体高分子電解質としては、特に制限されるべきものではなく、従来公知のものを利用
することができる。具体的には、イオン伝導性を有する高分子から構成される層であり、
イオン伝導性を示すのであれば材料は限定されない。全固体高分子電解質としては、ポリ
エチレンオキシド（ＰＥＯ）、ポリプロピレンオキシド（ＰＰＯ）、これらの共重合体の
ような公知の固体高分子電解質が挙げられる。固体高分子電解質中には、イオン伝導性を
確保するためにリチウム塩が含まれる。リチウム塩としては、ＬｉＢＦ4、ＬｉＰＦ6、Ｌ
ｉＮ（ＳＯ2ＣＦ3）2、ＬｉＮ（ＳＯ2Ｃ2Ｆ5）2、またはこれらの混合物などが使用でき
る。ただし、これらに限られるわけではない。ＰＥＯ、ＰＰＯのようなポリアルキレンオ
キシド系高分子は、ＬｉＢＦ4、ＬｉＰＦ6、ＬｉＮ（ＳＯ2ＣＦ3）2、ＬｉＮ（ＳＯ2Ｃ2

Ｆ5）2などのリチウム塩をよく溶解しうる。また、架橋構造を形成することによって、優
れた機械的強度が発現する。
【００８３】
（ｃ）電解液を染み込ませたセパレータ
セパレータに染み込ませることのできる電解液としては、既に説明した正極層の高分子ゲ
ル電解質に含まれる電解液（電解質塩および可塑剤）と同様のものを用いることができる
ため、ここでの説明は省略する。
【００８４】
上記セパレータとしては、特に制限されるべきものではなく、従来公知のものを用いるこ
とができるものであり、例えば、上記電解液を吸収保持するポリマーからなる多孔性シー
ト（例えば、ポリオレフィン系微多孔質セパレータなど）を用いることができる。有機溶
媒に対して化学的に安定であるという性質を持つ上記ポリオレフィン系微多孔質セパレー
タは、電解質（電解液）との反応性を低く抑えることができるという優れた効果を有する
ものである。
【００８５】
該ポリマーの材質としては、例えば、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、
ＰＰ／ＰＥ／ＰＰの３層構造をした積層体、ポリイミドなどが挙げられる。
【００８６】
上記セパレータの厚みとして、使用用途により異なることから一義的に規定することはで
きないが、電気自動車（ＥＶ）やハイブリッド電気自動車（ＨＥＶ）などのモータ駆動用
二次電池などの用途においては、負極活物質膜厚を３０μｍ以下、好ましくは１～３０μ
ｍの範囲に制限することとの関係から、単層あるいは多層で１～３０μｍ、好ましくは５
～２０μｍであることが望ましい。セパレータの厚さが、かかる範囲にあることでセパレ
ータに微粒が食い込むことによって発生する短絡の防止と、高出力のために電極間を狭く
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することが望ましいという理由から、厚さ方向の機械的強度と高出力性の確保という効果
がある。また電池を複数接続する場合には、電極面積が増大することから、電池の信頼性
を高めるために上記範囲のなかでも厚形のセパレータを用いることが望ましい。
【００８７】
上記セパレータの微細孔の径は、最大で１μｍ以下（通常、数十ｎｍ程度の孔径である）
であることが望ましい。セパレータの微細孔の平均径が、上記範囲にあることで熱によっ
てセパレータが溶融して微細孔が閉じる「シャットダウン現象」が速やかに起きるという
理由から、異常時信頼性が上がり、その結果として耐熱性が向上するという効果がある。
すなわち、過充電で電池温度が上昇していったとき（異常時）に、セパレータが溶融して
微細孔が閉じる「シャットダウン現象」が速やかに起きることで、電池（電極）の正極（
＋）から負極（－）側にＬｉイオンが通れなくなり、それ以上は充電できなくなる。その
ため過充電できなくなり、過充電が解消する。その結果、電池の耐熱性（安全性）が向上
するほか、ガスがでて電池外装材の熱融着部（シール部）が開くのを防止できる。ここで
セパレータの微細孔の平均径は、セパレータを走査電子顕微鏡等で観察し、その写真をイ
メージアナライザ等で統計的に処理した平均径として算出される。
【００８８】
上記セパレータの空孔率は２０～５０％であることが望ましい。セパレータの空孔率が、
上記範囲にあることで電解質（電解液）の抵抗による出力低下の防止と、微粒がセパレー
タの空孔（微細孔）を貫くことによる短絡の防止という理由から出力と信頼性の両方を確
保するという効果がある。ここでセパレータの空孔率とは、原材料レジンの密度と最終製
品のセパレータの密度から体積比として求められる値である。
【００８９】
上記セパレータへの電解液の含浸量は、セパレータの保液能力範囲まで含浸させればよい
が、当該保液能力範囲を超えて含浸させてもよい。これは、電解質シール部に樹脂を注入
して電解質層からの電解液の染み出しを防止できるため、該電解質層に保液できる範囲で
あれば含浸可能である。該電解液は、電解質シール部に樹脂を注入する際に各電極間ごと
に通液口（各１箇所づつ；コネクタ挿入前の集電体露出部分を利用してもよい）を残して
おき、ここから真空注液法などにより注液した後、当該通液口に樹脂を注入して完全にシ
ールすることができるなど、従来公知の方法でセパレータに電解液を含浸させることがで
きる。
【００９０】
なお、上記（１）～（３）の電解質層は、１つの電池の中で併用してもよい。
【００９１】
また、高分子電解質は、高分子ゲル電解質層、正極活物質層、負極活物質層に含まれ得る
が、同一の高分子電解質を使用してもよく、層によって異なる高分子電解質を用いてもよ
い。
【００９２】
ところで、現在好ましく使用される高分子ゲル電解質用のホストポリマーは、ＰＥＯ、Ｐ
ＰＯのようなポリエーテル系高分子である。このため、高温条件下における正極側での耐
酸化性が弱い。従って、溶液系のリチウムイオン電池で一般に使用される、酸化還元電位
の高い正極剤を使用する場合には、負極の容量が、高分子ゲル電解質層を介して対向する
正極の容量より少ないことが好ましい。負極の容量が対向する正極の容量より少ないと、
充電末期に正極電位が上がり過ぎることを防止できる。なお、正極および負極の容量は、
正極および負極を製造する際の理論容量として、製造条件から求めることができる。完成
品の容量を測定装置で直接測定してもよい。
【００９３】
ただし、負極の容量を対向する正極の容量と比べて少ないと、負極電位が下がりすぎて電
池の耐久性が損なわれる恐れがあるので充放電電圧に注意する必要がある。例えば、一の
セル（単電池層）の平均充電電圧を使用する正極活物質の酸化還元電位に対して適切な値
に設定して、耐久性が低下しないように注意する。
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【００９４】
電池を構成する電解質層の厚さは、特に限定するものではない。しかしながら、コンパク
トなバイポーラ電池を得るためには、電解質としての機能が確保できる範囲で極力薄くす
ることが好ましい。更に、本発明では負極活物質膜厚を３０μｍ以下、好ましくは１～３
０μｍの範囲に制限することとの関係から、電解質層の厚さは１～３０μｍ、好ましくは
５～２０μｍ程度である。
【００９５】
［絶縁層］
絶縁層は、電池内で隣り合う集電体同士が接触したり、積層電極の端部の僅かな不ぞろい
などによる短絡が起こるのを防止する目的で、各電極の周囲に形成されてなるものである
。本発明では、必要に応じて、電極の周囲に絶縁層を設けてもよい。これは、車両駆動用
ないし補助用電源として利用するような場合には、たとえ固体電解質を用いて電解液によ
る短絡（液落）を完全に防止したとしても、電池への振動や衝撃が長期にわたり負荷され
る。そのため、電池寿命の長期化の観点からは、絶縁層を設置することがより長期間の信
頼性、安全性を確保する上で望ましく、高品質の大容量電源を提供できる点で望ましいた
めである。
【００９６】
該絶縁層としては、絶縁性、固体電解質の脱落に対するシール性や外部からの水分の透湿
に対するシール性（密封性）、電池動作温度下での耐熱性などを有するものであればよく
、例えば、エポキシ樹脂、ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリイミドなどが使用
できるが、耐蝕性、耐薬品性、作り易さ（製膜性）、経済性などの観点からは、エポキシ
樹脂が好ましい。
【００９７】
［正極および負極端子板］
正極および負極端子板は、必要に応じて使用すればよい。すなわち、バイポーラ型のリチ
ウムイオン電池の積層（ないし巻回）構造によっては、最外部の集電体から電極端子を直
接取り出しても良く、この場合には正極および負極端子板は用いなくとも良い（図２参照
のこと）。
【００９８】
正極および負極端子板を用いる場合には、端子としての機能を有するほか、薄型化の観点
からは極力薄い方がよいが、積層されてなる電極、電解質および集電体はいずれも機械的
強度が弱いため、これらを両側から挟示し支持するだけの強度を持たせることが望ましい
。さらに、端子部での内部抵抗を抑える観点から、正極および負極端子板の厚さは、通常
０．１～２ｍｍ程度が望ましいといえる。
【００９９】
正極および負極端子板の材質は、通常リチウムイオン電池で用いられる材質を用いること
ができる。例えば、アルミニウム、銅、チタン、ニッケル、ステンレス鋼（ＳＵＳ）、こ
れらの合金などを利用することができる。耐蝕性、作り易さ、経済性などの観点からは、
アルミニウムを用いることが好ましい。
【０１００】
正極端子板と負極端子板との材質は、同一の材質を用いてもよいし、異なる材質のものを
用いてもよい。さらに、これら正極および負極端子板は、材質の異なるものを多層に積層
したものであってもよい。
【０１０１】
正極および負極端子板は、集電体の電極形成部ないし電極形成部よりも外側に設定する折
り線近傍までの範囲と同じサイズであればよい。
【０１０２】
［正極および負極リード］
正極および負極リードに関しては、上述したバイポーラ型ではない通常のリチウムイオン
電池で用いられる公知のリードを用いることができる。なお、電池外装材（電池ケース）
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から取り出された部分は、周辺機器や配線などに接触して漏電したりして製品（例えば、
自動車部品、特に電子機器等）に影響を与えないように、耐熱絶縁性の熱収縮チューブな
どにより被覆しておくのが好ましい。
【０１０３】
［電池外装材（電池ケース）］
バイポーラ型に限らず、リチウムイオン電池では、使用する際の外部からの衝撃、環境劣
化を防止するために、電池本体である電池積層体ないし電池巻回体全体を電池外装材ない
し電池ケースに収容するのが望ましい。軽量化の観点からは、アルミニウム、ステンレス
、ニッケル、銅などの金属（合金を含む）の両面をポリプロピレンフィルム等の絶縁体（
好ましく耐熱性の絶縁体）で被覆した高分子－金属複合ラミネートフィルム（例えば、ポ
リプロピレン－アルミニウム複合ラミネートフィルム；単にアルミラミネートフィルムと
もいう）など、従来公知の電池外装材を用いて、その周辺部の一部または全部を熱融着に
て接合することにより、電池積層体を収納し密封した構成とするのが好ましい。この場合
、上記正極および負極リードは、上記熱融着部に挟まれて上記電池外装材の外部に露出さ
れる構造とすればよい。また熱伝導性に優れた高分子－金属複合ラミネートフィルムなど
を用いることが、自動車の熱源から効率よく熱を伝え、電池内部を電池動作温度まですば
やく加熱することができる点で好ましい。
【０１０４】
次に、本発明のリチウムイオン二次電池の用途としては、例えば、電気自動車（ＥＶ）や
ハイブリッド電気自動車（ＨＥＶ）や燃料電池自動車やハイブリッド燃料電池自動車など
の大容量電源として、高エネルギー密度、高出力密度が求められる車両駆動用電源や補助
電源に好適に利用することができる。この場合には、本発明のリチウムイオン電池を複数
個接続して構成した組電池とすることが望ましい。すなわち、本発明のリチウムイオン二
次電池を少なくとも２個以上を用いて直列および／または並列に接続して構成し構成し組
電池化することにより、高容量、高出力の電池モジュールを形成することが出来る。その
ため、使用目的ごとの電池容量や出力に対する要求に、比較的安価に対応することが可能
になる。
【０１０５】
具体的には、例えば、上記のリチウムイオン二次電池をＮ個並列に接続し、Ｎ個並列にし
たリチウムイオン二次電池をさらにＭ個直列にして金属製ないし樹脂製の組電池ケースに
収納し、組電池とする。この際、リチウムイオン二次電池の直列／並列接続数は、使用目
的に応じて決定する。例えば、電気自動車（ＥＶ）やハイブリッド電気自動車（ＨＥＶ）
など大容量電源として、高エネルギー密度、高出力密度が求められる車両の駆動用電源に
適用し得るように組み合わせればよい。また、組電池用の正極端子および負極端子と、各
リチウムイオン二次電池の電極リードとは、リード線等を用いて電気的に接続すればよい
。また、リチウムイオン二次電池同士を直列／並列に接続する際には、スペーサやバスバ
ーのような適当な接続部材を用いて電気的に接続すればよい。ただし、本発明の組電池は
、ここで説明したものに制限されるべきものではなく、従来公知のものを適宜採用するこ
とができる。
【０１０６】
本発明では、上記のリチウムイオン二次電池および／または組電池を駆動用電源として搭
載した車両とすることができる。本発明のリチウムイオン二次電池および／または組電池
は、上述のように各種特性を有し、特に、コンパクトな電池である。このため、エネルギ
ー密度および出力密度に関して、とりわけ厳しい要求がなされる車両、例えば、電気自動
車やハイブリッド電気自動車等の駆動用電源として好適であり、燃費、走行性能に優れた
電気自動車、ハイブリッド自動車を提供できる。例えば、電気自動車ないしハイブリッド
電気自動車の車体中央部の座席下に組電池を駆動用電源として搭載するのが、社内空間お
よびトランクルームを広く取れるため便利である。ただし、本発明では、これらに何ら制
限されるべきものではなく、組電池ないし電池は、車両の床下、トランクルーム、エンジ
ンルーム、屋根、ボンネットフード内などに設置することができる。なお、本発明では、
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組電池だけではなく、使用用途によっては、リチウムイオン二次電池を搭載するようにし
てもよいし、これら組電池とリチウムイオン二次電池を組み合わせて搭載するようにして
もよい。また、本発明のリチウムイオン二次電池および／または組電池を駆動用電源とし
て搭載することのできる車両としては、上記の電気自動車やハイブリッド電気自動車が好
ましいが、これらに制限されるものではない。
【０１０７】
本発明のリチウムイオン二次電池の製造方法としては、特に制限されるべきものではなく
、従来公知の各種の方法を適宜利用することができる。以下に、リチウムイオン二次電池
の好適な態様の１つである電解質層にゲル状もしくは固体状高分子を用いているバイポー
ラ電池を例にとり説明するが、本発明はこれらに何ら制限されるべきものでない。
【０１０８】
（１）正極用組成物の塗布
まず、適当な集電体（正極集電体を含む）を準備する。正極用組成物は通常はスラリー（
正極用スラリー）として得られ、集電体（または正極集電体）の一方の面に塗布される。
【０１０９】
正極用スラリーは、正極活物質を含む溶液である。他成分として、導電助剤、バインダ、
重合開始剤、固体電解質の原料である重合性ポリマーおよび電解質支持塩などが任意で含
まれる。例えば、正極用スラリーは、正極活物質を含む溶剤中に重合性ポリマー、導電助
剤を添加し、更に重合開始剤、電解質支持塩を添加し、ホモミキサー等で攪拌することで
得られる。
【０１１０】
正極活物質、導電助剤、バインダ、電解質支持塩、固体電解質の高分子原料（重合性ポリ
マー）に関しては、バイポーラ電池の構成要件である「正極電極」ないし本発明の「負極
電極」の項で記載した内容と同様であるため、ここでの説明を省略する。
【０１１１】
重合開始剤は、重合方法（熱重合法、紫外線重合法、放射線重合法、電子線重合法など）
や重合させる化合物に応じて適宜選択する必要がある。例えば、紫外線重合開始剤として
ベンジルジメチルケタール、熱重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリルなどが挙げ
られるが、これらに制限されるべきものではない。
【０１１２】
Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、ｎ－ピロリドンなどのスラリー粘度調整用溶媒
は、正極用スラリーの種類に応じて適宜選択する。
【０１１３】
正極活物質、電解質支持塩、導電助剤の添加量は、バイポーラ電池の使用目的等に応じて
調節すればよく、通常用いられる量を添加すればよい。重合開始剤の添加量は、固体電解
質用の高分子原料（重合性ポリマー）に含まれる架橋性官能基の数に応じて決定される。
通常は上記高分子原料に対して０．０１～１質量％程度である。
【０１１４】
（２）正極電極の形成
正極用スラリーが塗布された集電体（正極集電体を含む）を乾燥して、含まれる溶媒を除
去する。それと同時に、正極用スラリーによって、熱、紫外線、放射線、電子線等により
重合性ポリマーを重合（架橋）させて、集電体上に正極電極を形成する。乾燥ないし熱重
合は真空乾燥機などを用いることができるなど、従来公知の装置を用いることができる。
乾燥ないし熱重合の条件は塗布された正極用スラリーに応じて決定され、一義的に規定で
きないが、例えば、乾燥ないし熱重合条件は、通常は４０～１５０℃で５分～２０時間で
ある。
【０１１５】
（３）負極用組成物の塗布
集電体の正極電極が形成された面と反対側の面に、または負極集電体の一方の面に、負極
活物質を含む負極用組成物（負極用スラリー）を塗布する。本発明では、得られる負極電
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極の負極活物質膜厚が３０μｍ以上、好ましくは１～３０μｍの範囲となるように、塗布
量を調整する。
【０１１６】
負極用スラリーは、負極活物質、特に本発明の負極電極の形成に用いられる負極材料を含
む溶液である。他成分として、導電助剤、バインダ、重合開始剤、固体電解質の高分子原
料および電解質支持塩などが任意で含まれる。使用される原料や添加量については、「（
１）正極用組成物の塗布」の項での説明と同様であるため、ここでは説明を省略する。
【０１１７】
（４）負極電極の形成
負極用スラリーが塗布された集電体（負極集電体を含む）を乾燥して、含まれる溶媒を除
去する。それと同時に、負極用スラリーによって、熱、紫外線、放射線、電子線等により
重合性ポリマーを重合（架橋）させて、集電体上に負極電極を形成する。集電体（負極集
電体を除く）の場合にはバイポーラ電極が完成する。乾燥および重合装置及び条件等に関
しては、「（２）正負極電極の形成」の項で説明したのと同様であるためここでの説明は
省略する。
【０１１８】
なお、上記（１）正極用組成物の塗布～（４）負極電極の形成の工程は、特に順序を問わ
ない。例えば、（３）～（４）の工程を先に行い、その後（１）～（２）の工程を行って
も良い。また、集電体の両側に（１）と（３）の工程を同時に行い、（２）と（４）の工
程を同時に行うようにしても良い。更に、（１）と（３）の工程は別々（いずれが先でも
良い）に行い、次に（２）と（４）の工程を同時に行っても良いなど、工程順序は（１）
～（４）の工程順序に何ら制限されるべきものではない。
【０１１９】
（５）電解質層（ないしポリマー電解質膜）の作製
高分子固体電解質層（ないしポリマー電解質膜）を用いる場合には、例えば、固体電解質
の原料高分子（重合性ポリマー）、電解質支持塩等をＮＭＰのような溶媒に溶解させて調
製した溶液（「ポリマー電解質膜形成用の重合性ポリマーを含有する溶液」または単に「
重合性ポリマー含有溶液」ともいう）を重合（硬化）、加熱乾燥させることによって製造
される。また、高分子ゲル電解質層を用いる場合には、例えば、高分子ゲル電解質の原料
として、ホストポリマーと電解液、リチウム塩、重合開始剤等からなるプレゲル溶液を不
活性雰囲気下で重合（硬化）、加熱乾燥させることによって製造される。
【０１２０】
例えば、上記（１）～（４）の工程により重合反応を終了した正極電極および／または負
極電極の上に、溶媒に重合性ポリマー、重合開始剤及び電解質支持塩を添加混合して調製
された重合性ポリマー含有溶液またはプレゲル溶液を塗布し、該重合性ポリマー含有溶液
またはプレゲル溶液と接する表面が平滑である支持体を気泡が残らないように密着させ、
不活性雰囲気下、特定の膜厚を保持した状態で熱重合、紫外線重合、放射線重合または電
子線重合を行い、所定の厚さの固体またはゲル電解質層ないしポリマー電解質膜を作製す
る。重合反応終了後、正極電極および／または負極電極上の支持体を取り除き、表面にポ
リマー電解質膜を有する正極電極および／または負極電極をそれぞれ作製する。これらを
充分乾燥後貼り合わせた際の、電極間の固体電解質層またはゲル電解質層の膜厚を１～３
０μｍの範囲にするには、本工程において、例えば、スペーサなどを用いて、上記の如く
特定の膜厚を保持できる状態で重合するのが望ましい。
【０１２１】
また、正極電極及び負極電極表面の片方あるいは両方に前述の重合性ポリマー含有溶液ま
たはプレゲル溶液を塗布し、これらを支持体で挟み込んだ後、熱重合や放射線重合、電子
線重合することができるが、この場合も固体電解質層またはゲル電解質層の膜厚は、上述
したように１～３０μｍにするのが望ましく、スペーサなどを用いて制御できる。
【０１２２】
あるいは、別途、電極間に積層される固体電解質層またはゲル電解質層ないしポリマー電
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解質膜を準備してもよい。この場合には、例えば、上記ポリマー電解質膜形成用の重合性
ポリマーを含有する溶液またはプレゲル溶液を、上記支持体ないし適当な離型フィルム上
に塗布し、別の支持体ないし離型フィルムを気泡が残らないように密着させ、特定の膜厚
を保持した状態で熱重合、紫外線重合、放射線重合または電子線重合を行い、所定の厚さ
の固体電解質層またはゲル電解質層ないしポリマー電解質膜を作製することもできる。こ
の場合も固体電解質層またはゲル電解質層の膜厚は１～３０μｍにするのが望ましく、ス
ペーサなどを用いて制御できる。
【０１２３】
上記支持体としては、重合方法により適宜最適なものを選択すればよい。例えば、紫外線
を照射して重合を行う場合には、紫外線透過性を有する支持体、例えば、透明基板を用い
る必要がある。また、加熱して熱重合反応させる場合には、加熱温度下で耐熱性を有する
支持体であればよく、耐熱性の樹脂フィルムや樹脂シートなどを用いることができる。ま
た、電子線や放射線を照射して重合を行う場合には、これら電子線や放射線は透過性が強
いため、電極側から照射しても目的を達成することができるため、支持体は、特定の膜厚
を保持（支持）できるものであればよい。
【０１２４】
上記離型フィルムは、製造過程で８０℃程度に加熱されることもありえるため、当該温度
程度での十分な耐熱性を有し、さらにポリマー電解質膜形成用の重合性ポリマーを含有す
る溶液またはプレゲル溶液との反応性がなく、製造過程で剥離し除去する必要上、離型性
に優れたものを用いるのが望ましく、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、
ポリプロピレンフィルムなどを使用することができるが、これらに制限されるべきもので
はない。また、これらのフィルムに適当な離型剤、例えば、シリコーン系離型剤などを塗
布乾燥してなるものを用いることができる。
【０１２５】
重合装置に関しては、重合方法により従来公知の重合装置を選択すればよく、例えば、熱
重合反応させるには、真空乾燥機（真空オーブン）などを用いることができる。重合条件
に関しても、重合方法ごとに最適な条件を適宜選択して行えばよく、例えば、熱重合反応
の条件は上記溶液に応じて決定され、一義的に規定できないが、通常は３０～１１０℃で
０．５～１２時間である。
【０１２６】
また、上記熱重合以外の重合方法、例えば、紫外線重合開始剤を用いて紫外線重合反応さ
せる場合には、紫外線透過性のギャップに上記溶液を流し込み、乾燥及び光重合ができる
ような紫外線照射装置を用いて紫外線を照射して、溶液またはプレゲル溶液内の固体電解
質の高分子原料（重合性ポリマー）を光重合反応（架橋反応）を進行させて製膜するとよ
い。ただし、この方法に限定されないことは勿論である。重合開始剤の種類に応じて、放
射線重合、電子線重合、熱重合などを使いわける。
【０１２７】
なお、得られる固体電解質層またはゲル電解質層の幅は、バイポーラ電極の集電体の電極
形成部サイズよりも若干小さくすることが多いが、特に制限されるものではない。
【０１２８】
上記溶液またはプレゲル溶液の組成成分やその配合量などについては、使用目的に応じて
適宜決定されるべきものである。
【０１２９】
（６）バイポーラ電極と電解質層（ないしポリマー電解質膜）との積層
▲１▼電解質層（ないしポリマー電解質膜）が一面または両面に形成されたバイポーラ電
極の場合には、高真空下で十分加熱乾燥してから、電解質層（ないしポリマー電解質膜）
が形成された電極を適当なサイズに複数個切りだし、切り出された電極を直接貼り合わせ
たものを複数層積層することにより、バイポーラ電池本体（電極積層体）を作製する。
【０１３０】
▲２▼別々にバイポーラ電極と電解質層（ないしポリマー電解質膜）を作製した場合には
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、高真空下で十分加熱乾燥してから、バイポーラ電極と電解質層（ないしポリマー電解質
膜）をそれぞれを適当なサイズに複数個切りだす。切りだされたバイポーラ電極と電解質
層（ないしポリマー電解質膜）とを所定数貼り合わせたものを複数層積層することにより
、バイポーラ電池本体（電極積層体）を作製する。
【０１３１】
上記電極積層体の積層数は、バイポーラ電池に求める電池特性を考慮して決定される。ま
た、正極側の最外層には、集電体上に正極層のみを形成した電極を配置する。負極側の最
外層には、集電体上に負極層のみを形成した電極を配置する。
【０１３２】
また、バイポーラ電極と電解質層（ないしポリマー電解質膜）とを積層、あるいは電解質
層（ないしポリマー電解質膜）が形成された電極を積層させてバイポーラ電池を得る段階
は、電池内部に水分等が混入するのを防止する観点から、不活性雰囲気下で行うことが好
ましい。例えば、アルゴン雰囲気下や窒素雰囲気下でバイポーラ電池を作製するとよい。
【０１３３】
（７）絶縁層の形成
本発明では、例えば、電極積層体の電極形成部の周囲を、所定の幅でエポキシ樹脂（前駆
体溶液）等に浸漬または樹脂を注入ないし含浸する。いずれの場合にも、事前に集電体を
離型性マスキング材等を用いてマスキング処理しておく。その後エポキシ樹脂を硬化させ
て、絶縁部を形成し、その後、マスキング材を剥がせばよい。
【０１３４】
（８）リード端子の接続
バイポーラ電池本体（電池積層体）の両最外層の電子伝導性層上にそれぞれ、正極端子板
、負極端子板を設置し、該正極端子板、負極端子板に、さらに正極リード、負極リードを
接合（電気的に接続）する（図２参照のこと。）。正極リードおよび負極リードの接合方
法としては、接合温度の低い超音波溶接等が好適に利用し得るものであるが、これに限定
されるべきものではなく、従来公知の接合方法を適宜利用することができる。
【０１３５】
（９）パッキング（電池の完成）
最後に、電池積層体全体を、外部からの衝撃、環境劣化を防止するために、電池外装材な
いし電池ケースで封止し、バイポーラ電池を完成させる。封止の際には、正極リード、負
極リードの一部を電池外部に取り出す。電池外装材（電池ケース）の材質は、内面がポリ
プロピレンフィルム等の絶縁体で被覆された金属（アルミニウム、ステンレス、ニッケル
、銅など）が好適である。
【０１３６】
【実施例】
本発明の効果を、以下の実施例および比較例を用いて説明する。ただし、本発明の技術的
範囲が以下の実施例に限定されるものではない。
【０１３７】
実施例１
電池を作製するにあたり、まず正極を以下のように作製した。
【０１３８】
活物質として８５質量％の平均粒径０．５μｍのＬｉＭｎ2Ｏ4、導電助剤として５質量％
のアセチレンブラック、バインダとして１０質量％のポリフッ化ビニリデンを乾式混合し
た後、これに溶媒としてＮＭＰを等重量加えて十分に撹拌してスラリーを調製し、その後
、正極集電体である厚さ２０μｍのアルミ箔上にコーターで塗布した。そして、塗布した
ものを真空乾燥機にて９０℃で２時間以上加熱乾燥して正極を作製した。作製した正極は
、残留溶媒を除くため使用前に真空容器に入れて９０℃にて１２時間高真空下で加熱乾燥
した。
【０１３９】
セパレータは２０μｍの厚みのポリプロピレンセパレータを用いた。
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【０１４０】
負極は、活物質として９０質量％の平均粒径０．５μｍのホウ素添加グラファイト（ホウ
素添加グラファイト全体に対するホウ素の含有量が２質量％のものを用いた。）、バイン
ダとして１０質量％のポリフッ化ビニリデンを乾式混合した後、これに溶媒としてＮＭＰ
を等重量加えて十分に撹拌してスラリーを調製し、その後、負極集電体である厚さ２０μ
ｍの銅箔上にコーターで塗布した。そして、塗布したものを真空乾燥機にて９０℃で２時
間以上加熱乾燥して負極を作製した。作製した負極は、残留溶媒を除くため使用前に真空
容器に入れて９０℃にて１２時間高真空下で加熱乾燥した。
【０１４１】
正負極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）はそれぞれ３０μｍとして形成した。
【０１４２】
その後負極、セパレータ、正極を順次積層し、２ＭのＬｉＢＦ4／エチレンカーボネート
－γブチロラクトン（１：４体積比）電解液を含浸させた後に、ラミネート袋中に真空シ
ールし、容量５００ｍＡｈに相当する、バイポーラ型でないリチウムイオン二次電池（単
セル）を計３０個作製した。
【０１４３】
作製した電池の内１５個は、一度５００ｍＡの電流で充放電し、その後５Ａの定電流で４
．２Ｖ～３．０Ｖの間で１００回繰り返し充放電を行ない、サイクル後の電池の解体によ
って目視で金属リチウムの析出を確認した。
【０１４４】
残りの１５個は、一度５００ｍＡの電流で充放電し、その後１０Ａの定電流で４．２Ｖ～
３．０Ｖの間で１００回繰り返し充放電を行ない、サイクル後の電池の解体によって目視
で金属リチウムの析出を確認した。
【０１４５】
実施例２
負極にホウ素添加グラファイト（ホウ素添加グラファイト全体に対するホウ素の含有量が
２質量％のものを用いた。）を用い、正負極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ１
５μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電池を作製し評価した。
【０１４６】
実施例３
負極にホウ素添加グラファイト（ホウ素添加グラファイト全体に対するホウ素の含有量が
２質量％のものを用いた。）を用い、正負極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ５
μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電池を作製し評価した。
【０１４７】
実施例４
負極にホウ素添加グラファイト（ホウ素添加グラファイト全体に対するホウ素の含有量が
２質量％のものを用いた。）を用い、正負極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ１
μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電池を作製し評価した。
【０１４８】
比較例１
負極にホウ素添加グラファイト（ホウ素添加グラファイト全体に対するホウ素の含有量が
２質量％のものを用いた。）を用い、正負極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ７
０μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電池を作製し評価した。
【０１４９】
比較例２
負極にホウ素添加グラファイト（ホウ素添加グラファイト全体に対するホウ素の含有量が
２質量％のものを用いた。）を用い、正負極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ５
０μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電池を作製し評価した。
【０１５０】
　実施例３ａ
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　負極にホウ素添加グラファイト（ホウ素添加グラファイト全体に対するホウ素の含有量
が２質量％のものを用いた。）を用い、正負極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ
０．８μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電池を作製し評価した。
【０１５１】
比較例４
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素を添加しないグラファイトを用い、正負
極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ３０μｍとして形成した以外は、実施例１と
同様に電池を作製し評価した。
【０１５２】
比較例５
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素を添加しないグラファイトを用い、正負
極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ１５μｍとして形成した以外は、実施例１と
同様に電池を作製し評価した。
【０１５３】
比較例６
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素を添加しないグラファイトを用い、正負
極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ５μｍとして形成した以外は、実施例１と同
様に電池を作製し評価した。
【０１５４】
比較例７
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素を添加しないグラファイトを用い、正負
極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ１μｍとして形成した以外は、実施例１と同
様に電池を作製し評価した。
【０１５５】
実施例８ａ
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素を添加しないグラファイトを用い、正負
極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ０．８μｍとして形成した以外は、実施例１
と同様に電池を作製し評価した。
【０１５６】
実施例５
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素添加ハードカーボン（ホウ素添加ハード
カーボン全体に対するホウ素の含有量が２質量％のものを用いた。）を用い、正負極の塗
膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ３０μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に
電池を作製し評価した。
【０１５７】
実施例６
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素添加ハードカーボン（ホウ素添加ハード
カーボン全体に対するホウ素の含有量が２質量％のものを用いた。）を用い、正負極の塗
膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ１５μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に
電池を作製し評価した。
【０１５８】
実施例７
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素添加ハードカーボン（ホウ素添加ハード
カーボン全体に対するホウ素の含有量が２質量％のものを用いた。）を用い、正負極の塗
膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ５μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電
池を作製し評価した。
【０１５９】
実施例８
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素添加ハードカーボン（ホウ素添加ハード
カーボン全体に対するホウ素の含有量が２質量％のものを用いた。）を用い、正負極の塗
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膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ１μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電
池を作製し評価した。
【０１６０】
比較例９
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素添加ハードカーボン（ホウ素添加ハード
カーボン全体に対するホウ素の含有量が２質量％のものを用いた。）を用い、正負極の塗
膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ７０μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に
電池を作製し評価した。
【０１６１】
比較例１０
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素添加ハードカーボン（ホウ素添加ハード
カーボン全体に対するホウ素の含有量が２質量％のものを用いた。）を用い、正負極の塗
膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ５０μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に
電池を作製し評価した。
【０１６２】
実施例１１ａ
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素添加ハードカーボン（ホウ素添加ハード
カーボン全体に対するホウ素の含有量が２質量％のものを用いた。）を用い、正負極の塗
膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ０．８μｍとして形成した以外は、実施例１と同様
に電池を作製し評価した。
【０１６３】
比較例１２
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素を添加しないハードカーボンを用い、正
負極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ３０μｍとして形成した以外は、実施例１
と同様に電池を作製し評価した。
【０１６４】
比較例１３
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素を添加しないハードカーボンを用い、正
負極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ１５μｍとして形成した以外は、実施例１
と同様に電池を作製し評価した。
【０１６５】
比較例１４
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素を添加しないハードカーボンを用い、正
負極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ５μｍとして形成した以外は、実施例１と
同様に電池を作製し評価した。
【０１６６】
比較例１５
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素を添加しないハードカーボンを用い、正
負極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ１μｍとして形成した以外は、実施例１と
同様に電池を作製し評価した。
【０１６７】
実施例１６ａ
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素を添加しないハードカーボンを用い、正
負極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）をそれぞれ０．８μｍとして形成した以外は、実施例
１と同様に電池を作製し評価した。
【０１６８】
比較例１７
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにＳｎＯ粉末を用い、正負極の塗膜厚（正負極活
物質膜厚）をそれぞれ５０μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電池を作製し評
価した。
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【０１６９】
実施例９
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにＳｎＯ粉末を用い、正負極の塗膜厚（正負極活
物質膜厚）をそれぞれ３０μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電池を作製し評
価した。
【０１７０】
実施例１０
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにＳｎＯ粉末を用い、正負極の塗膜厚（正負極活
物質膜厚）をそれぞれ１５μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電池を作製し評
価した。
【０１７１】
実施例１１
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにＳｎＯ粉末を用い、正負極の塗膜厚（正負極活
物質膜厚）をそれぞれ５μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電池を作製し評価
した。
【０１７２】
実施例１８
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにＳｎＳ金属粉末を用い、正負極の塗膜厚（正負
極活物質膜厚）をそれぞれ１５μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電池を作製
し評価した。
【０１７３】
実施例１２
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにＧｅＯ金属粉末を用い、正負極の塗膜厚（正負
極活物質膜厚）をそれぞれ１５μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電池を作製
し評価した。
【０１７４】
実施例１３
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにＩｎ2Ｏ3粉末を用い、正負極の塗膜厚（正負極
活物質膜厚）をそれぞれ１５μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電池を作製し
評価した。
【０１７５】
実施例１４
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにＰｂＯ粉末を用い、正負極の塗膜厚（正負極活
物質膜厚）をそれぞれ１５μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電池を作製し評
価した。
【０１７６】
実施例１５
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにＡｇ2Ｏ粉末を用い、正負極の塗膜厚（正負極
活物質膜厚）をそれぞれ１５μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電池を作製し
評価した。
【０１７７】
実施例１６
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにＳｂ2Ｏ3粉末を用い、正負極の塗膜厚（正負極
活物質膜厚）をそれぞれ１５μｍとして形成した以外は、実施例１と同様に電池を作製し
評価した。
【０１７８】
実施例１７
電池を作製するにあたり、まず正極を以下のように作製した。
【０１７９】
活物質として８５質量％の平均粒径０．５μｍのＬｉＭｎ2Ｏ4、導電助剤として５質量％
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た後、これに溶媒としてＮＭＰを等重量加えて十分に撹拌してスラリーを調製し、その後
、集電体である厚さ２０μｍのステンレス箔（ＳＵＳ３１６Ｌ）上にコーターで片面塗布
した。そして、塗布したものを真空乾燥機にて９０℃で２時間以上加熱乾燥して正極を作
製した。
【０１８０】
負極は、活物質として９０質量％の平均粒径０．５μｍのホウ素添加グラファイト（ホウ
素添加グラファイト全体に対するホウ素の含有量が２質量％のものを用いた。）、バイン
ダとして１０質量％のポリフッ化ビニリデンを乾式混合した後、これに溶媒としてＮＭＰ
を等重量加えて十分に撹拌してスラリーを調製し、その後、先に正極を塗ったステンレス
箔の裏面上にコーターで塗布した。そして、塗布したものを真空乾燥機にて９０℃で２時
間以上加熱乾燥して負極側を作製した。作製した正・負極は、残留溶媒を除くため使用前
に真空容器に入れて９０℃にて１２時間高真空下で加熱乾燥した。
【０１８１】
正負極の塗膜厚（正負極活物質膜厚）はそれぞれ１５μｍとして形成した。
【０１８２】
電解質は２０μｍの厚みのポリプロピレンセパレータに、２ＭのＬｉＢＦ4／エチレンカ
ーボネート－γブチロラクトン（１：４体積比）を１０重量部とＰＥＯ骨格を９０重量部
含むゲルを一体化させたものを用いた。
【０１８３】
その後電極の正極側と、負極側が電解質を介して対向するように電極、電解質を順次積層
し、電池として計１０積層したバイポーラ型のゲル電解質タイプのリチウムイオン二次電
池を作製した。このとき、最外層にある電極のみ、片面塗布のものを用いた（図２参照の
こと）。
【０１８４】
この積層体を、ラミネート袋中に真空シールし、容量５０ｍＡｈに相当する電池を計３０
個作製した。
【０１８５】
作製した電池の内１５個は、一度５０ｍＡの電流で充放電し、その後５００ｍＡの定電流
で４２Ｖ～３０Ｖの間で１００回繰り返し充放電を行ない、サイクル後の電池の解体によ
って目視で金属リチウムの析出を確認した。
【０１８６】
残りの１５個は、一度５０ｍＡの電流で充放電し、その後１Ａの定電流で４２Ｖ～３０Ｖ
の間で１００回繰り返し充放電を行ない、サイクル後の電池の解体によって目視で金属リ
チウムの析出を確認した。
【０１８７】
比較例１８
負極にホウ素添加グラファイトの代わりにホウ素を添加しないグラファイトを用いた以外
は、実施例１７と同様に電池を作製し評価した。
【０１８８】
以上の結果を表１、２にまとめた。
【０１８９】
【表１】
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【０１９０】
【表２】
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【０１９１】
上記表１及び表２の結果から、実施例１～１６、３ａ、８ａ、１１ａ、１６ａ、比較例１
、２、４～７、９、１０、１２～１５、１７の結果から、電極厚が３０μｍを超えた場合
は、本発明の材料を適用してもリチウム析出に効果がない場合があるが、電極厚が３０μ
ｍ以下であれば、更には１μｍ以上であれば、従来一般的に用いられているグラファイト
やカーボンで、リチウム析出の可能性があるのに対し、本発明ではその危険性を回避しう
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【０１９２】
さらに比較例１、２と実施例１～４、および比較例９、１０と実施例５～８、および実施
例１～４、８ａと比較例４～７および実施例５～８、１６ａと比較例１２～１５それぞれ
のサイクル後容量を比較するとわかるが、本発明を用いることにより、従来の電池を上回
るサイクル寿命が得られることが判る。
【０１９３】
また、実施例１７と比較例１８から、バイポーラ電池においても本発明が適用でき、高電
圧で大出力の電池を作成する際にも効果があることがわかる。
【０１９４】
このことから、大電流を流す電池で、長寿命で信頼性がよく、安全なものを作るためには
本発明が有効であることがわかる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のバイポーラ型でないリチウムイオン二次電池の基本構造を模式的に表
わした断面概略図である。
【図２】　本発明のバイポーラ電池の基本構造を模式的に表わした断面概略図である。
【符号の説明】
１…バイポーラ型でない扁平型（積層型）のリチウムイオン二次電池、
３…電池外装材、　　　　　　　　　５…正極集電体、
７…正極活物質層、　　　　　　　　９…電解質層、
１１…負極集電体、　　　　　　　　１３…負極活物質層、
１５…電極積層体、　　　　　　　　１７…正極リード、
１９…負極リード、
２１…バイポーラ型のリチウムイオン二次電池、
２３…集電体、　　　　　　　　　　２５…正極電極（正極活物質層）、
２５ａ…最下層の正極活物質層、　　２７ａ…最上層の負極活物質層、
２７…負極電極（負極活物質層）、　２９…バイポーラ電極、
３１…電解質層、
３３…電極積層体（バイポーラ電池本体）、
３５…正極リード、　　　　　　　　３７…負極リード、
３９…電池外装材。
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