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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不飽和スルトン、非水溶媒および電解質を含有する非水電解液であって、不飽和スルト
ンが、下記一般式（１）で表わされる化合物であり、不飽和スルトンの添加量が、非水電
解液全体に対して０．００１～１０質量％である非水電解液。
【化１】

　ここで、Ｒ１～Ｒ４は、水素、フッ素、又は、炭素数１～１２のフッ素を含んでもよい
炭化水素基であり、ｎは０～３の整数である。
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【請求項２】
　前記一般式（１）においてＲ１～Ｒ４がともに水素であることを特徴とする請求項１記
載の非水電解液。
【請求項３】
　前記一般式（１）においてｎが１であることを特徴とする請求項１または２に記載の非
水電解液。
【請求項４】
　前記不飽和スルトンが、下記式（２）で表される１，３―プロペンスルトンである請求
項１に記載の非水電解液。
【化２】

【請求項５】
　非水溶媒が環状の非プロトン性溶媒および／または鎖状の非プロトン性溶媒を含むこと
を特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の非水電解液。
【請求項６】
　環状の非プロトン性溶媒が、環状カーボネート、環状カルボン酸エステル、環状スルホ
ンまたはそれらの混合物であることを特徴とする請求項５に記載の非水電解液。
【請求項７】
　環状の非プロトン性溶媒が、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ブチレ
ンカーボネート、γ－ブチロラクトン、スルホランまたはそれらの混合物であることを特
徴とする請求項６に記載の非水電解液。
【請求項８】
　環状の非プロトン性溶媒が、γ－ブチロラクトン、またはγ－ブチロラクトンとエチレ
ンカーボネート、プロピレンカーボネート、ブチレンカーボネート、スルホランおよびメ
チルスルホランから選ばれた少なくとも１種との混合物であることを特徴とする請求項６
に記載の非水電解液。
【請求項９】
　鎖状の非プロトン性溶媒が、鎖状カーボネート、鎖状エステルまたはそれらの混合物で
あることを特徴とする請求項５～８のいずれかに記載の非水電解液。
【請求項１０】
　鎖状の非プロトン性溶媒が、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、メチルエ
チルカーボネート、メチルプロピルカーボネートのいずれか、またはそれらの混合物であ
ることを特徴とする請求項９に記載の非水電解液。
【請求項１１】
　非水溶媒中の環状の非プロトン性溶媒と鎖状の非プロトン性溶媒の質量比率が１５：８
５～５５：４５であることを特徴とする請求項５～１０のいずれかに記載の非水電解液。
【請求項１２】
　下記一般式（３）で表されるビニレンカーボネート誘導体をさらに含有することを特徴
とする請求項１～１１のいずれかに記載の非水電解液。
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【化３】

（Ｒ５、Ｒ６は、水素、メチル基、エチル基、またはプロピル基である。）
【請求項１３】
　前記不飽和スルトンと前記一般式（３）に示すビニレンカーボネート誘導体の添加比率
が、質量比で、１：１００～１００：１であることを特徴とする請求項１２記載の非水電
解液。
【請求項１４】
　電解質がリチウム塩である請求項１～１３のいずれかに記載の非水電解液。
【請求項１５】
　リチウム塩がＬｉＰＦ6、ＬｉＢＦ４、ＬｉＯＳＯ２ＣｋＦ（２ｋ＋１）（ｋ＝１～８
の整数）、ＬｉＣlＯ4、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＮ（ＳＯ２ＣｋＦ（２ｋ＋１））２（ｋ＝１
～８の整数）、ＬｉＰＦｎ（ＣｋＦ（２ｋ＋１））（６－ｎ）（ｎ＝１～５、ｋ＝１～８
の整数）から選ばれた少なくとも一つであることを特徴とする請求項１４記載の非水電解
液。
【請求項１６】
　不飽和スルトンおよびγ－ブチロラクトンを含む非水溶媒と、ＬｉＰＦ6を含む電解質
を含む非水電解液。
【請求項１７】
　負極活物質として金属リチウム、リチウム含有合金、リチウムとの合金化が可能な金属
もしくは合金、リチウムイオンのドープ・脱ドープが可能な酸化物、リチウムイオンのド
ープ・脱ドープが可能な遷移金属窒素化物、リチウムイオンのドープ・脱ドープが可能な
炭素材料、またはこれらの混合物から選ばれた少なくとも一つを含む負極と、正極活物質
として遷移金属酸化物、遷移金属硫化物、リチウムと遷移金属の複合酸化物、導電性高分
子材料、炭素材料から選ばれた少なくとも一つを含む正極と、請求項１～１６のいずれか
に記載の非水電解液とを含むリチウム二次電池。
【請求項１８】
　負極活物質がリチウムイオンのドープ・脱ドープが可能な炭素材料であることを特徴と
する請求項１７に記載のリチウム二次電池。
【請求項１９】
　負極活物質であるリチウムイオンのドープ・脱ドープが可能な炭素材料の、Ｘ線解析で
測定した（００２）面における面間隔距離ｄ（００２）が、０．３４０ｎｍ以下であるこ
とを特徴とする請求項１８記載のリチウム二次電池。
【請求項２０】
　前記一般式（１）で表される化合物である不飽和スルトンよりなるリチウム二次電池電
解液用添加剤。
【請求項２１】
　前記一般式（１）においてＲ１～Ｒ４が水素であることを特徴とする請求項２０記載の
電解液用添加剤。
【請求項２２】
　前記一般式（１）においてｎが１であることを特徴とする請求項２０または２１記載の
電解液用添加剤。
【請求項２３】
　不飽和スルトンが、前記式（２）で現される１，３―プロペンスルトンである請求項２
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０記載の電解液用添加剤。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、寿命特性に優れた非水電解液およびそれを用いた二次電池、並びに電解液用
添加剤に関する。またさらに寿命特性に優れ引火点が高く安全性に優れた非水電解液およ
びそれを用いた二次電池、並びに電解液用添加剤に関する。より詳細には、不飽和スルト
ンを含有するリチウム二次電池に適した非水電解液およびそれを用いた二次電池、並びに
電解液用添加剤に関する。
【０００２】
【発明の技術的背景】
　非水電解液を用いた電池は、高電圧でかつ高エネルギー密度を有しており、また貯蔵性
などの信頼性も高いので、民生用電子機器の電源として広く用いられている。
【０００３】
　このような電池として非水電解液二次電池があり、その代表はリチウム電池である。そ
れに用いられる電解液として、非プロトン性有機溶媒に、ＬｉＢＦ４、ＬｉＰＦ６、Ｌｉ
ＣlＯ４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＣＦ３ＳＯ３、Ｌｉ２ＳｉＦ６などのＬｉ電解質を混合し
た溶液が用いられている（Jean-Paul Gabano編、"Lithium Battery", ACADEMIC PRESS(19
83) ）。
【０００４】
　非プロトン性有機溶媒の代表として、カーボネート類が知られており、エチレンカーボ
ネート、プロピレンカーボネート、ジメチルカーボネートなどの各種カーボネート化合物
の使用が提案されている（特開平４－１８４８７２号、特開平１０－２７６２５号など）
。その他に使用しうる非プロトン性溶媒として、イオウ系溶媒が多数提案されている。例
えば、環状スルホン（特開昭５７－１８７８７８号、特開昭６１－１６４７８号）、鎖状
スルホン（特開平３－１５２８７９号、特開平８－２４１７３２号）、スルホキシド類（
特開昭５７－１４１８７８号、特開昭６１―１６４７８号など）、スルトン類（特開昭６
３－１０２１７３号）、スルファイト類（特開昭６１－６４０８０号）などを例示するこ
とができる。また、エステル類（特開平４―１４７６９号、特開平４－２８４３７４号）
、芳香族化合物類（特開平４―２４９８７０号）の使用なども提案されている。
【０００５】
　現在主流のリチウム二次電池の一つとして、リチウムイオン二次電池を挙げることがで
きる。この電池は、リチウムを吸蔵、放出が可能な活物質からなる負極、リチウムと遷移
金属の複合酸化物からなる正極、電解液などから構成されている。
【０００６】
　リチウムイオン二次電池の負極活物質には、リチウムの吸蔵、放出が可能な炭素材料が
多く使用されており、特に黒鉛などの高結晶性炭素は、放電電位が平坦であり、真密度が
高く、かつ充填性が良いなどの特徴を有しており、現在市販されているリチウムイオン二
次電池の大半の負極活物質として採用されている。
【０００７】
　また電解液には、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネートなどの高誘電率カー
ボネート溶媒と、ジエチルカーボネート、メチルエチルカーボネートやジメチルカーボネ
ートなどの低粘度カーボネート溶媒の混合溶媒に、ＬｉＢＦ４、ＬｉＰＦ６、ＬｉＮ（Ｓ
Ｏ２ＣＦ３）２やＬｉＮ（ＳＯ２ＣＦ２ＣＦ３）２などのＬｉ電解質を混合した溶液が用
いられている。
【０００８】
　ところが、黒鉛などの高結晶性炭素を負極に用いる場合、黒鉛負極上で電解液の還元分
解反応が起こるという課題を抑制する必要がある。例えば、高誘電率カーボネート溶媒に
、プロピレンカーボネートや１,２‐ブチレンカーボネートを用いた電解液は、初回充電
時に黒鉛のエッジ面のはがれ（exfoliation）を伴いながら、溶媒の還元分解反応が激し
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く起こり、活物質であるリチウムイオンの黒鉛への挿入反応が進行しにくくなる。その結
果、初回の充放電効率が低下し、電池のエネルギー密度が低下することが知られている（
J.Electrochem.Soc.,146(5)1664-1671(1999)など）。
【０００９】
　この課題を解決する試みとして、電解液に使用される高誘電率の非水溶媒として、常温
で固体ではあるものの、還元分解反応が継続的に起こりにくいエチレンカーボネートを使
用したり、エチレンカーボネートとプロピレンカーボネートの混合溶媒を使用する提案が
知られている（J.Electrochem.Soc.,146(5)1664-1671(1999)）。 また、エチレンカーボ
ネートを使用しても、負極表面で微量の電解液の還元分解反応が継続して起こることが知
られており（J.Electrochem.Soc.,147(10)3628-3632(2000)、J.Electrochem.Soc.,146(11
)4014-4018(1999)、J.Power Sources　81-82(1999)8-12）、例えば、充放電を何度も長期
間繰り返すサイクル使用や、高温で電池を貯蔵したりすると、電池の容量が低下すること
が考えられる。
【００１０】
　そこで、負極上での溶媒の還元分解反応をさらに抑制する試みとして、電解液の還元分
解を抑制する化合物を電解液に添加することが数多く報告されている。
【００１１】
　例えば、ビニレンカーボネートを含有させることによって、電池の貯蔵特性やサイクル
特性が向上すること（特開平５－１３０８８号、特開平６－５２８８７号、特開平７－１
２２２９６号、特開平９－３４７７７８号）、黒鉛負極のエッジ面で還元分解を受けるプ
ロピレンカーボネートを使用できること（第１０回リチウム電池国際会議、抄録 Ｎｏ.28
6、特願平１０－１５０４２０号公報）などが報告されている。
【００１２】
　その他の例として、イオウ系酸類を添加することが報告されている。例えば、エチレン
サルフェート（J.Electrochem.Soc.146(2)470-472(1999) 、第１０回リチウム電池国際会
議、抄録 Ｎｏ.289、特開平１１－７３９９０号）やＳＯ３（J.Electrochem.Soc.,143, L
195(1996)）は黒鉛負極でプロピレンカーボネートを使用可能にすることや、スルトン類
（特開平１１－１６２５１１号、特開平１１－３３９８５０号、特開２０００－３７２４
号、特開２０００－３７２５号、特開２０００－１２３８６８号、特開２０００―７７０
９８号）、スルホン酸エステル類（特開平９－２４５８３４号、特開平１０－１８９０４
１号、特開２０００－１３３３０４号）が、サイクル特性を向上する添加剤として提案さ
れている。
【００１３】
　また、ビニレンカーボネートは、黒鉛負極用の一般的な溶媒であるエチレンカーボネー
トに炭素炭素不飽和結合を導入した構造であることから、前述の一般的な溶媒や添加剤類
に、炭素炭素不飽和結合を含有させて、改良効果を持たせようという試みが数多くなされ
てきた。
【００１４】
　例えば、ビニル基を有する環状カーボネート（特開２０００－４０５２６号）、二重結
合を含有する酸無水物（特開平７－１２２２９７号）、二重結合を含有するスルホン類（
特開平１１－３２９４９４号、特開２０００－２９４２７８号）、三重結合を導入したエ
ステル類、ベンゼン類、スルホン類（特開２０００－１９５５４５号）、また、二重結合
を含有するエステル類（特開平１１―２７３７２５号、特開平１１－２７３７２４号、特
開平１１－２７３７２３号、特開２０００－１８２６６６号）などが挙げられる。
【００１５】
　これらの炭素炭素不飽和結合を含有する添加剤類は、黒鉛負極においてプロピレンカー
ボネートを使用可能にすることでは一定の効果を挙げたものの、高温保存特性やサイクル
特性の向上については、ビニレンカーボネートと同等以上の効果を発現するには至ってい
ない。
【００１６】
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　例えば、本発明者の検討では、前述の炭素炭素不飽和結合を含有するイオウ系化合物を
添加した電解液は、特に高温で電池を貯蔵した場合は、電気分解に伴う自己放電がかえっ
て多くなり、望んだ効果が発現していない。
【００１７】
　以上のように、種々の電解液の検討が行われてきたが、ビニレンカーボネートを含めて
未だ満足するものは得られておらず、高温保存や充放電サイクルを繰り返した場合に起こ
る電解液の還元分解反応をさらに抑制し、電池の負荷特性の劣化や電池容量の低下をさら
に改善する電解液が求められている。
【００１８】
　そこで本発明者は、上記の課題を解決する為に鋭意検討を行なったところ、本発明に到
達したのである。本発明によって、高温保存時の電解液の還元分解が大きく抑制され、そ
の結果、自己放電が小さく、負荷特性や抵抗の劣化が大幅に抑制され、電池内のガス発生
量が少ない電池を得ることができることを見出した。
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は前記の要請に応えるために、負極上での溶媒の分解反応が抑制され、高温保存
を行なっても、電池の容量低下、ガス発生の抑制、および電池の負荷特性の劣化が抑制さ
れる非水電解液を提供することを目的とする。また寿命特性に優れ引火点が高く安全性に
優れた非水電解液を提供することを目的とする。さらに電池にすぐれた負荷特性及び低温
特性を与える非水電解液の提供を目的とする。本発明は、この非水電解液を含む二次電池
を提供することを目的とする。さらに本発明は、このような機能を電解液に付与する電解
液用添加剤を提供することを目的とする。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、不飽和スルトン、非水溶媒および電解質を含有する非水電解液であって、不
飽和スルトンが、下記一般式（１）で表わされる化合物であり、不飽和スルトンの添加量
が、非水電解液全体に対して０．００１～１０質量％である非水電解液を提供する。
【化４】

ここで、Ｒ１～Ｒ４は、水素、フッ素、又は、炭素数１～１２のフッ素を含んでもよい炭
化水素基であり、ｎは０～３の整数である。
【００２１】
　非水溶媒が環状の非プロトン性溶媒および／または鎖状の非プロトン性溶媒である非水
電解液は、本発明の好ましい態様である。
【００２２】
　非水溶媒が、γ－ブチロラクトン、またはγ－ブチロラクトンと、エチレンカーボネー
ト、プロピレンカーボネート、ブチレンカーボネート、スルホランおよびメチルスルホラ
ンから選ばれた少なくとも１種との混合物である非水電解液は、本発明の好ましい態様で
ある。
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【００２３】
　下記一般式（３）で表されるビニレンカーボネート誘導体をさらに含有する非水電解液
は、本発明の好ましい態様である。
【化５】

（Ｒ５、Ｒ６は、水素、メチル基、エチル基、またはプロピル基である。）
【００２４】
　電解質がリチウム塩である前記の非水電解液は、本発明の好ましい態様である。
【００２５】
　また、本発明は、不飽和スルトンおよびγ－ブチロラクトンを含む非水溶媒と、ＬｉＰ
Ｆ６を含む電解質を含む非水電解液を提供する。
【００２６】
　さらに、本発明は、負極活物質として金属リチウム、リチウム含有合金、リチウムとの
合金化が可能な金属もしくは合金、リチウムイオンのドープ・脱ドープが可能な酸化物、
リチウムイオンのドープ・脱ドープが可能な遷移金属窒素化物、リチウムイオンのドープ
・脱ドープが可能な炭素材料、またはこれらの混合物から選ばれた少なくとも一つを含む
負極と、正極活物質として遷移金属酸化物、遷移金属硫化物、リチウムと遷移金属の複合
酸化物、導電性高分子材料、炭素材料から選ばれた少なくとも一つを含む正極と、前記の
非水電解液とを含むリチウム二次電池を提供する。
【００２７】
　さらにまた本発明は、前記不飽和スルトンよりなる電解液用添加剤を提供する。
【００２８】
【発明の実施の具体的形態】
　本発明に係る非水電解液およびこの非水電解液を用いた非水電解液二次電池、並びに電
解液用添加剤について具体的に説明する。
　本発明の非水電解液は、不飽和スルトンを含有する非水電解液である。本発明の好まし
い態様は不飽和スルトン、非水溶媒および電解質を含む非水電解液である。本発明は、ま
た該非水電解液を用いた非水電解液二次電池を提供するものであり、また本発明は特定構
造の不飽和スルトンよりなる電解液用添加剤を提供する。
【００２９】
不飽和スルトン
　本発明の不飽和スルトンは、環状スルホン酸エステルであって環内に炭素－炭素不飽和
結合を有するスルトン化合物である。本発明の不飽和スルトンの好ましい例としては、下
記一般式（１）で表わされる特定構造の不飽和スルトンを挙げることができる。
【化６】
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　ここで、Ｒ１～Ｒ４は、水素、フッ素、又は、炭素数１～１２のフッ素を含んでもよい
炭化水素基であり、ｎは０～３の整数である。
【００３０】
　ｎとしては、ｎ＝０～３いずれも効果があるが、ｎ＝１または２の方が好ましく、さら
に好ましくはｎ＝１である。
【００３１】
　炭素数１～１２のフッ素を含んでもよい炭化水素基として、具体的には、メチル基、エ
チル基、ビニル基、エチニル基、プロピル基、イソプロピル基、1-プロペニル基、2-プロ
ペニル基、1-プロピニル基、2-プロピニル基、ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、1-
ブテニル基、2-ブテニル基、3-ブテニル基、2-メチル-2-プロペニル基、1-メチレンプロ
ピル基、1-メチル-2-プロペニル基、1,2-ジメチルビニル基、1-ブチニル基、2-ブチニル
基、3-ブチニル基、ペンチル基、1-メチルブチル基、2-メチルブチル基、3-メチルブチル
基、1-メチル-2-メチルプロピル基、2,2-ジメチルプロピル基、フェニル基、メチルフェ
ニル基、エチルフェニル基、ビニルフェニル基、エチニルフェニル基、ヘキシル基、シク
ロヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル
基、ジフルオロメチル基、モノフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、トリフルオロ
エチル基、ジフルオロエチル基、ペンタフルオロエチル基、、ペンタフルオロプロピル基
、テトラフルオロプロピル基、パーフルオロブチル基、パーフルオロペンチル基、パーフ
ルオロヘキシル基、パーフルオロシクロヘキシル基、パーフルオロヘプチル基、パーフル
オロオクチル基、パーフルオロノニル基、パーフルオロデシル基、パーフルオロウンデシ
ル基、パーフルオロドデシル基、フルオロフェニル基、ジフルオロフェニル基、トリフル
オロフェニル基、パーフルオロフェニル基、トリフルオロメチルフェニル基、ナフチル基
、ビフェニル基などが例示される。
【００３２】
　Ｒ１～Ｒ４の炭素数は１～１２が好ましいが、電解液への溶解性の点から、４以下であ
ることがより好ましく、さらに好ましくは２以下である。最も好ましいＲ１～Ｒ４は、そ
れらがともに水素であることである。
【００３３】
　本発明の上記一般式（１）で表される本発明の不飽和スルトンとして、具体的には、以
下の化合物を例示することができる。
【００３４】
【化７】
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【００３５】
【化８】

【００３６】
　これらの中で最も好ましい化合物は、下記式（２）で示される１，３―プロペンスルト
ンである。
【化９】
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【００３７】
　この化合物は、以下の文献に記載される方法などで合成することができる。
Angew.Chem./70.Jahrg.1958/Nr.16、Ger.Pat. 1146870(1963)(CA 59,11259(1963))、Can.
J.Chem. 48, 3704(1970)、Synlett,1411(1988)、Chem.Commun. 611(1997)、Tetrahedron 
55, 2245(1999)
【００３８】
　本発明の不飽和スルトンを添加した電解液は、負極上の電解液の還元分解反応を抑制す
る効果が高く、高温保存試験やサイクル試験時の電池の容量低下を抑制し、電解液の分解
に伴うガス発生を抑制する。また、作用は不明であるが、高温保存試験やサイクル試験時
の正極の界面インピーダンスの上昇を抑制して、負荷特性の劣化を抑制する。本発明の不
飽和スルトンは電解液用添加剤として有効であり、本発明の不飽和スルトンよりなる電解
液用添加剤は、電解液にすぐれた特性を付与することができる。
【００３９】
　本発明の不飽和スルトンは、添加量が少なすぎると効果が発現し難くなるおそれがあり
、多すぎる場合には、負極の界面インピーダンスが上昇するおそれがある。そのため本発
明の不飽和スルトンの電解液中への添加量（電解液中の含有量）は、電解液全体に対して
０．０００１質量％～３０質量％が好ましく、０．００１質量％～１０質量％がより好ま
しく、０．１質量％～７質量％がさらに好ましく、０．２質量％～５質量％が特に好まし
い。
【００４０】
　本発明の不飽和スルトンは、負極表面に電解液の還元分解を防ぐ不動態皮膜を形成して
効果を発現すると推定されるので、添加量は電池の負極活物質表面積および電池に含有さ
せる電解液量から決定してもよい。添加量が少なすぎる場合は十分な不動態皮膜が形成さ
れず、添加量が多すぎる場合は負極活物質の界面インピーダンスを過度に大きくするおそ
れがある。
【００４１】
　この観点から本発明の不飽和スルトンは、負極活物質のＢＥＴ表面積あたり０．１ｍｇ
／ｍ２～１００ｍｇ／ｍ２が好ましく、０．５ｍｇ／ｍ２～５０ｍｇ／ｍ２がより好まし
く、１ｍｇ／ｍ２～２０ｍｇ／ｍ２がさらに好ましく、２ｍｇ／ｍ２～１０ｍｇ／ｍ２が
特に好ましい。
【００４２】
　この場合、本発明の不飽和スルトンの電解液への添加量は、電池中に使用される電解液
と負極活物質量比、および負極活物質のＢＥＴ表面積を勘案して決定される。
【００４３】
　電解液と負極活物質量比、負極のＢＥＴ表面積は、電池によって異なると思われるため
、好ましい電解液あたりの添加量の範囲を一定に定めることはできないが、一般的には前
述のように、電解液全体に対して０．０００１質量％～３０質量％が好ましく、０．００
１質量％～１０質量％がより好ましく、０．１質量％～７質量％がさらに好ましく、０．
２質量％～５質量％が特に好ましい。
【００４４】
非水溶媒
　本発明で使用される非水溶媒は、適宜選択することができるが、特には、環状の非プロ
トン性溶媒および／または鎖状の非プロトン性溶媒とからなることが好ましい。
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【００４５】
　環状の非プロトン性溶媒としては、エチレンカーボネートのような環状カーボネート、
γ－ブチロラクトンのような環状カルボン酸エステル、スルホランのような環状スルホン
、ジオキソランのような環状エーテルが例示され、鎖状の非プロトン性溶媒としては、ジ
メチルカーボネートのような鎖状カーボネート、プロピオン酸メチルのような鎖状カルボ
ン酸エステル、ジメトキシエタンのような鎖状エーテル、リン酸トリメチルのような鎖状
リン酸エステルが例示される。
　これらの非プロトン性溶媒は単独で使用してもいいし、複数種を混合して使用してもよ
い。
【００４６】
　電池の負荷特性、低温特性の向上を特に意図した場合は、非水溶媒を環状の非プロトン
性溶媒と鎖状の非プロトン性溶媒の組み合わせにすることが望ましい。さらに、電解液の
電気化学的安定性から、環状の非プロトン性溶媒には環状カーボネートを、鎖状の非プロ
トン性溶媒には鎖状カーボネートを適用することが最も好ましい。
【００４７】
　また環状カルボン酸エステルと環状カーボネートおよび／または鎖状カーボネートの組
合せによっても電池の充放電特性に関わる電解液の伝導度を高めることができる。
【００４８】
　環状カーボネートの例として具体的には、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネ
ート、１,２‐ブチレンカーボネート、２,３‐ブチレンカーボネート、１,２‐ペンチレ
ンカーボネート、２,３‐ペンチレンカーボネートなどが挙げられる。特に、誘電率が高
いエチレンカーボネートとプロピレンカーボネートが好適に使用される。負極活物質に黒
鉛を使用した電池の場合は、特にエチレンカーボネートが好ましい。また、これら環状カ
ーボネートは２種以上混合して使用してもよい。
【００４９】
　鎖状カーボネートとして具体的には、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、メチルプロピルカーボネート、メチルイソプロピルカーボネ
ート、ジプロピルカーボネート、メチルブチルカーボネート、ジブチルカーボネート、エ
チルプロピルカーボネート、メチルトリフルオロエチルカーボネートなどが挙げられる。
特に、粘度が低い、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
ネートが好適に使用される。これら鎖状カーボネートは２種以上混合して使用してもよい
。
【００５０】
　環状カルボン酸エステルとして、具体的にはγ－ブチロラクトン、γ－バレロラクトン
、δ－バレロラクトン、あるいはメチルγ－ブチロラクトン、エチルγ－バレロラクトン
、エチルδ－バレロラクトンなどのアルキル置換体などを例示することができる。
【００５１】
　環状カーボネートと鎖状カーボネートの組合せとして具体的には、エチレンカーボネー
トとジメチルカーボネート、エチレンカーボネートとメチルエチルカーボネート、エチレ
ンカーボネートとジエチルカーボネート、プロピレンカーボネートとジメチルカーボネー
ト、プロピレンカーボネートとメチルエチルカーボネート、プロピレンカーボネートとジ
エチルカーボネート、エチレンカーボネートとプロピレンカーボネートとジメチルカーボ
ネート、エチレンカーボネートとプロピレンカーボネートとメチルエチルカーボネート、
エチレンカーボネートとプロピレンカーボネートとジエチルカーボネート、エチレンカー
ボネートとジメチルカーボネートとメチルエチルカーボネート、エチレンカーボネートと
ジメチルカーボネートとジエチルカーボネート、エチレンカーボネートとメチルエチルカ
ーボネートとジエチルカーボネート、エチレンカーボネートとジメチルカーボネートとメ
チルエチルカーボネートとジエチルカーボネート、エチレンカーボネートとプロピレンカ
ーボネートとジメチルカーボネートとメチルエチルカーボネート、エチレンカーボネート
とプロピレンカーボネートとジメチルカーボネートとジエチルカーボネート、エチレンカ



(12) JP 4190162 B2 2008.12.3

10

20

30

40

50

ーボネートとプロピレンカーボネートとメチルエチルカーボネートとジエチルカーボネー
ト、エチレンカーボネートとプロピレンカーボネートとジメチルカーボネートとメチルエ
チルカーボネートとジエチルカーボネートなどが挙げられる。
【００５２】
　環状カーボネートと鎖状カーボネートの混合割合は、質量比で表して、環状カーボネー
ト：鎖状カーボネートが、５：９５～８０：２０、さらに好ましくは１０：９０～７０：
３０、特に好ましくは１５：８５～５５：４５である。このような比率にすることによっ
て、電解液の粘度上昇を抑制し、電解質の解離度を高めることができるため、電池の充放
電特性に関わる電解液の伝導度を高めることができ、また、電解質の溶解度をさらに高め
ることができる。よって、常温または低温での電気伝導性に優れた電解液とすることでき
るため、常温から低温での電池の負荷特性を改善することができる。
【００５３】
　環状カルボン酸エステルと環状カーボネートおよび／または鎖状カーボネートの組合せ
の例として、具体的には、γ－ブチロラクトンとエチレンカーボネート、γ－ブチロラク
トンとエチレンカーボネートとジメチルカーボネート、γ－ブチロラクトンとエチレンカ
ーボネートとメチルエチルカーボネート、γ－ブチロラクトンとエチレンカーボネートと
ジエチルカーボネート、γ－ブチロラクトンとプロピレンカーボネート、γ－ブチロラク
トンとプロピレンカーボネートとジメチルカーボネート、γ－ブチロラクトンとプロピレ
ンカーボネートとメチルエチルカーボネート、γ－ブチロラクトンとプロピレンカーボネ
ートとジエチルカーボネート、γ－ブチロラクトンとエチレンカーボネートとプロピレン
カーボネート、γ－ブチロラクトンとエチレンカーボネートとプロピレンカーボネートと
ジメチルカーボネート、γ－ブチロラクトンとエチレンカーボネートとプロピレンカーボ
ネートとメチルエチルカーボネート、γ－ブチロラクトンとエチレンカーボネートとプロ
ピレンカーボネートとジエチルカーボネート、γ－ブチロラクトンとエチレンカーボネー
トとジメチルカーボネートとメチルエチルカーボネート、γ－ブチロラクトンとエチレン
カーボネートとジメチルカーボネートとジエチルカーボネート、γ－ブチロラクトンとエ
チレンカーボネートとメチルエチルカーボネートとジエチルカーボネート、γ－ブチロラ
クトンとエチレンカーボネートとジメチルカーボネートとメチルエチルカーボネートとジ
エチルカーボネート、γ－ブチロラクトンとエチレンカーボネートとプロピレンカーボネ
ートとジメチルカーボネートとメチルエチルカーボネート、γ－ブチロラクトンとエチレ
ンカーボネートとプロピレンカーボネートとジメチルカーボネートとジエチルカーボネー
ト、γ－ブチロラクトンとエチレンカーボネートとプロピレンカーボネートとメチルエチ
ルカーボネートとジエチルカーボネート、γ－ブチロラクトンとエチレンカーボネートと
プロピレンカーボネートとジメチルカーボネートとメチルエチルカーボネートとジエチル
カーボネート、γ－ブチロラクトンとスルホラン、γ－ブチロラクトンとエチレンカーボ
ネートとスルホラン、γ－ブチロラクトンとプロピレンカーボネートとスルホラン、γ－
ブチロラクトンとエチレンカーボネートとプロピレンカーボネートとスルホラン、γ－ブ
チロラクトンとスルホランとジメチルカーボネートなどが挙げられる。
【００５４】
　環状カルボン酸エステルの非水溶媒中の混合割合は、質量比で表して、１００～１０％
、さらに好ましくは９０～２０％、特に好ましくは８０～３０％である。このような比率
にすることによって、電池の充放電特性に関わる電解液の伝導度を高めることができる。
【００５５】
　電池の安全性向上のために、溶媒の引火点の向上を志向する場合は、非水溶媒として、
環状の非プロトン性溶媒を使用することが好ましい。環状の非プロトン性溶媒を単独で使
用してもいいし、複数種混合して使用してもよい。また環状の非プロトン性溶媒と鎖状の
非プロトン性溶媒を混合して使用してもよいが、鎖状の非プロトン性溶媒を混合して使用
するこの場合は、鎖状の非プロトン性溶媒の混合量は非水溶媒全体に対して質量比で２０
％未満程度とすることが好ましい。
【００５６】
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　γ－ブチロラクトンのような環状カルボン酸エステルは、蒸気圧が低く、粘度が低く、
かつ誘電率が高い。このため、電解液の引火点と電解質の解離度を下げることなく電解液
の粘度を下げることができる。このため、電解液の引火性を高くすることなく電池の放電
特性に関わる指標である電解液の伝導度を高めることができるという特徴を有するので、
溶媒の引火点の向上を志向する場合は、前記環状の非プロトン性溶媒として環状カルボン
酸エステルを使用することが好ましい。
【００５７】
　溶媒の引火点の向上を志向する場合の好ましい非水溶媒は、環状カルボン酸エステル単
独でもよいが、環状カルボン酸エステルと他の環状の非プロトン性溶媒との好ましい混合
物が好ましい。
【００５８】
　環状カルボン酸エステルと他の環状の非プロトン性溶媒との混合物の好ましい組み合わ
せの例として、γ－ブチロラクトンとエチレンカーボネート、γ－ブチロラクトンとプロ
ピレンカーボネート、γ－ブチロラクトンとエチレンカーボネートとプロピレンカーボネ
ート、γ－ブチロラクトンとエチレンカーボネートとスルホランを例示することができる
。
【００５９】
　電池の安全性向上のために、溶媒の引火点の向上を志向する場合に、環状の非プロトン
性溶媒を用いるときの、他の好ましい具体的例としては、エチレンカーボネート、プロピ
レンカーボネート、スルホラン、Ｎ－メチルオキサゾリジノンから選ばれる１種またはこ
れらの混合物を挙げることができる。混合物の具体的組合せとしては、エチレンカーボネ
ートとプロピレンカーボネート、エチレンカーボネートとスルホラン、エチレンカーボネ
ートとプロピレンカーボネートとスルホラン、エチレンカーボネートとＮ－メチルオキサ
ゾリジノンなどを挙げることができる。
【００６０】
　電池の安全性向上のために、溶媒の引火点の向上を志向する場合に、混合して使用して
よい鎖状の非プロトン性溶媒として、鎖状カーボネート、鎖状カルボン酸エステル、鎖状
リン酸エステルが例示され、特に、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、ジプ
ロピルカーボネート、ジブチルカーボネート、ジヘプチルカーボネート、メチルエチルカ
ーボネート、メチルプロピルカーボネート、メチルブチルカーボネート、メチルヘプチル
カーボネートなどの鎖状カーボネートが好ましい。
【００６１】
　本発明に係る非水電解液では、非水溶媒として、上記以外の他の溶媒を含んでいてもよ
い。他の溶媒としては、具体的には、ジメチルホルムアミドなどのアミド、メチル‐N,N
‐ジメチルカーバメートなどの鎖状カーバメート、N‐メチルピロリドンなどの環状アミ
ド、N,N‐ジメチルイミダゾリジノンなどの環状ウレア、ほう酸トリメチル、ほう酸トリ
エチル、ほう酸トリブチル、ほう酸トリオクチル、ほう酸トリメチルシリル等の含ホウ素
化合物、および下記一般式で表わされるポリエチレングリコール誘導体などを挙げること
ができる。ＨＯ（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ａＨ、ＨＯ｛ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）Ｏ｝ｂＨ、ＣＨ３

Ｏ（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｃＨ、ＣＨ３Ｏ｛ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）Ｏ｝ｄＨ、ＣＨ３Ｏ（ＣＨ

２ＣＨ２Ｏ）ｅＣＨ３、ＣＨ３Ｏ｛ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）Ｏ｝ｆＣＨ３、Ｃ９Ｈ１９Ｐｈ
Ｏ（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｇ｛ＣＨ（ＣＨ３）Ｏ｝ｈＣＨ３（Ｐｈはフェニル基）、ＣＨ３Ｏ
｛ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）Ｏ｝ｉＣＯ｛ＯＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２｝ｊＯＣＨ３（前記の式中
、ａ～ｆは５～２５０の整数、ｇ～jは２～２４９の整数、５≦ｇ＋ｈ≦２５０、５≦ｉ
＋ｊ≦２５０である。）
【００６２】
他の添加剤
　本発明において、本発明の不飽和スルトンのほかに、他の添加剤を共に含有させること
により、電解液にさらに優れた特性を付与することが可能である。
【００６３】
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　本発明において添加してもよい他の添加剤として、それ単独でも負極上の電気分解を抑
制する作用を持つものを選ぶと、負極上の電気分解がさらに抑制され、さらに電池の自己
放電を小さく抑制できる。この結果、電池の負荷特性、高温保存特性、サイクル特性が向
上する様になるという効果が得られる。
【００６４】
　このような負極上の電気分解を抑制する作用を持つ化合物としては、下記一般式（３）
で表されるビニレンカーボネート誘導体
【化１０】

（Ｒ５、Ｒ６は、水素、メチル基、エチル基、またはプロピル基である。）；
【００６５】
無水マレイン酸、ノルボルネンジカルボン酸無水物、ジグリコール酸、エチニル無水フタ
ル酸、ビニル無水フタル酸、スルホ安息香酸無水物などのカルボン酸無水物類；ベンゼン
ジスルホン酸無水物、ジベンゼンスルホン酸無水物、ベンゼンスルホン酸メチルエステル
、ｏ－，ｍ－，ｐ－ベンゼンジスルホン酸ジメチルエステル、ｏ－，ｍ－，ｐ－ベンゼン
ジスルホン酸ジリチウム塩などのフェニルスルホン酸類；１，３－プロパンスルトン、１
，４－ブタンスルトンなどの飽和炭化水素置換基からなるスルトン類などが例示される。
【００６６】
　これらの化合物のうち、一般式（３）で表されるビニレンカーボネート誘導体が最も好
ましい。
【００６７】
　一般式（３）で表されるビニレンカーボネート誘導体として、具体的には、ビニレンカ
ーボネート、メチルビニレンカーボネート、エチルビニレンカーボネート、プロピルエチ
レンカーボネート、ジメチルビニレンカーボネート、ジエチルビニレンカーボネート、ジ
プロピルビニレンカーボネートなどが例示される。これらのうちでビニレンカーボネート
が最も好ましい。
【００６８】
　上記の他の添加剤を、本発明の不飽和スルトンと共に、電解液に含有させる場合、本発
明の不飽和スルトンとその他の添加剤との比率は、質量比で１：１００～１００：１が好
ましく、１：２０～２０：１がさらに好ましく、１：１０～２０：１が特に好ましい。特
に他の添加剤がビニレンカーボネートの場合は、上記比率が好ましく、最も好ましい比率
として１：５～２０：１を挙げることができる。また、本発明の不飽和スルトンと、上記
の他の添加剤を電解液に共に含有させる場合、その合計量は電解液全体に対して３０質量
％以下が好ましい。
【００６９】
非水電解液
　本発明の非水電解液は、本発明の不飽和スルトンを含む非水電解液である。より好まし
くは、本発明の不飽和スルトンと非水溶媒と電解質とからなっている。使用される電解質
としては、通常、非水電解液用電解質として使用されているものであれば、いずれをも使
用することができる。
【００７０】
　電解質の具体例としては、（Ｃ２Ｈ５）４ＮＰＦ６、（Ｃ２Ｈ５）４ＮＢＦ４、（Ｃ２

Ｈ５）４ＮＣｌＯ４、（Ｃ２Ｈ５）４ＮＡｓＦ６、（Ｃ２Ｈ５）４Ｎ２ＳｉＦ６、（Ｃ２

Ｈ５）４ＮＯＳＯ２ＣｋＦ（２ｋ＋１） （ｋ＝１～８の整数）、（Ｃ２Ｈ５）４ＮＰＦ
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ｎ（ＣｋＦ（２ｋ＋１））（６－ｎ） （n＝１～５、ｋ＝１～８の整数）などのテトラア
ルキルアンモニウム塩、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＣlＯ４、ＬｉＡｓＦ６、Ｌｉ２

ＳｉＦ６、ＬｉＯＳＯ２ＣｋＦ（２ｋ＋１） （ｋ＝１～８の整数）、ＬｉＰＦｎ（Ｃｋ

Ｆ（２ｋ＋１））（６－ｎ） （ｎ＝１～５、ｋ＝１～８の整数）などのリチウム塩が挙
げられる。また、次の一般式で示されるリチウム塩も使用することができる。ＬｉＣ（Ｓ
Ｏ２Ｒ７）（ＳＯ２Ｒ８）（ＳＯ２Ｒ９）、ＬｉＮ（ＳＯ２ＯＲ１０）（ＳＯ２ＯＲ１１

）、ＬｉＮ（ＳＯ２Ｒ１２）（ＳＯ２ＯＲ１３）（ここで、Ｒ７～Ｒ１３は、互いに同一
であっても異なっていてもよく、炭素数１～８のパーフルオロアルキル基である）。これ
らのリチウム塩は単独で使用してもよく、また２種以上を混合して使用してもよい。
【００７１】
　これらのうち、特にリチウム塩が望ましく、さらに、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＯ
ＳＯ２ＣｋＦ（２ｋ＋１） （ｋ＝１～８の整数）、ＬｉＣlＯ４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＮ
（ＳＯ２ＣｋＦ（２ｋ＋１））２ （ｋ＝１～８の整数）、ＬｉＰＦｎ（ＣｋＦ（２ｋ＋

１））（６－ｎ）（ｎ＝１～５、ｋ＝１～８の整数）が好ましい。
【００７２】
　本発明の電解液において、非水溶媒として、γ－ブチロラクトンなどの環状カルボン酸
エステルを併用する場合には、特にＬｉＰＦ６を含有することが望ましい。ＬｉＰＦ６は
、解離度が高いため電解液の伝導度を高めることができ、さらに負極上での電解液の還元
分解反応を抑制する作用がある。
【００７３】
　本発明の電解液において、ＬｉＰＦ６を単独で使用するか、ＬｉＰＦ６とそれ以外のリ
チウム塩を使用することが推奨される。ＬｉＰＦ６以外に使用される電解質としては、通
常、非水電解液用電解質として使用されているものであれば、いずれをも使用することが
できる。具体的には、前記したリチウム塩の具体例のうちＬｉＰＦ６以外のリチウム塩を
例示することができる。
【００７４】
　ＬｉＰＦ６と他のリチウム塩との組み合わせの具体例としては、ＬｉＰＦ６とＬｉＢＦ

４、ＬｉＰＦ６とＬｉＮ（ＳＯ２ＣｋＦ（２ｋ＋１））２ （ｋ＝１～８の整数）、Ｌｉ
ＰＦ６とＬｉＢＦ４とＬｉＮ（ＳＯ２ＣｋＦ（２ｋ＋１））２（ｋ＝１～８の整数）など
が例示される。
【００７５】
　リチウム塩中に占めるＬｉＰＦ６の比率は、１００～１質量％、好ましくは１００～１
０質量％、さらに好ましくは１００～５０質量％が望ましい。
【００７６】
　このような電解質は、０．１～３モル／リットル、好ましくは０．５～２モル／リット
ルの濃度で非水電解液中に含まれていることが好ましい。
【００７７】
　本発明における非水電解液は、本発明の不飽和スルトンと非水溶媒と電解質とを必須構
成成分として含むものが好ましいが、必要に応じて前述した他の添加剤、他の溶媒などを
加えてもよい。
　本発明の電解液には、前述した他の添加剤のほかにフッ化水素、水、酸素、窒素などを
存在させることができる。
【００７８】
　フッ化水素を添加剤に使用する場合、電解液への添加方法は、直接、電解液にフッ化水
素ガスを所定量吹き込むことが挙げられる。また、本発明で使用するリチウム塩がＬｉＰ
Ｆ６やＬｉＢＦ４などのフッ素を含有するリチウム塩である場合は、下記（式１）に示し
た水と電解質の反応を利用して、水を電解液に添加し、電解液中で発生させても良い。
　　ＬｉＭＦｎ ＋ Ｈ２Ｏ → ＬｉＰＦ（ｎ－２）Ｏ ＋２ＨＦ　　　（式１）
（ただし、Ｍ＝Ｐ、Ｂなど、 ＭがＰの時はｎ＝６、ＭがＢの時はｎ＝４）
【００７９】
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　水を電解液に添加する方法は、電解液に直接水を添加しても良いし、電池の電極中にあ
らかじめ水を含有させて、電池中に電解液を注液した後に、電極中から電解液中に水を供
給させても良い。
【００８０】
　水を電解液に添加し、間接的にＨＦを電解液中に生成させる場合、水１分子からＨＦが
ほぼ定量的に２分子生成するので、水の添加量は、望みのＨＦ添加濃度にあわせて計算し
添加する。具体的には、所望のＨＦ量の０．４５倍（質量比）の水を添加する。
【００８１】
　電解質と水の反応を利用して、ＨＦを発生させる化合物は、水以外にも酸性度の強いプ
ロトン性化合物を使用できる。このような化合物として、具体的には、メタノール、エタ
ノール、エチレングリコール、プロピレングリコール、酢酸、アクリル酸、マレイン酸、
１，４―ジカルボキシー２―ブテンなどを上げることができる。フッ化水素としての添加
量は電解液全体に対して０．０００１～０．７質量％が好ましく、０．００１～０．３質
量％がより好ましく、０．００１～０．２質量％がさらに好ましく、０．００１～０．１
質量％が特に好ましい。
【００８２】
　以上のような本発明に係る非水電解液は、リチウム二次電池用の非水電解液として好適
であるばかりでなく、一次電池用の非水電解液、電気化学キャパシタ用の非水電解液、電
気二重層キャパシタ、アルミ電解コンデンサ用の電解液としても用いることができる。
【００８３】
二次電池
　本発明に係る非水電解液二次電池は、負極と、正極と、前記の非水電解液とを基本的に
含んで構成されており、通常、負極と正極との間にセパレータが設けられている。
【００８４】
　負極を構成する負極活物質としては、金属リチウム、リチウム含有合金、リチウムとの
合金化が可能な金属もしくは合金、リチウムイオンのドープ・脱ドープが可能な酸化物、
リチウムイオンのドープ・脱ドープが可能な遷移金属窒素化物、リチウムイオンのドープ
・脱ドープが可能な炭素材料、またはこれらの混合物のいずれをも用いることができる。
【００８５】
　リチウムとの合金化が可能な金属もしくは合金としては、シリコン、シリコン合金、ス
ズ、スズ合金などを挙げることができる。リチウムイオンのドープ・脱ドープが可能な酸
化物としては、酸化スズ、酸化シリコンや、リチウムイオンのドープ・脱ドープが可能な
遷移金属酸化物などを挙げることができる。
【００８６】
　これらの中でもリチウムイオンをドープ・脱ドープすることが可能な炭素材料が好まし
い。このような炭素材料は、カーボンブラック、活性炭、人造黒鉛、天然黒鉛であっても
非晶質炭素であってもよく、繊維状、球状、ポテト状、フレーク状いずれの形態であって
もよい。
【００８７】
　非晶質炭素材料として具体的には、ハードカーボン、コークス、１５００℃以下に焼成
したメソカーボンマイクロビーズ（ＭＣＭＢ）、メソフェーズピッチカーボンファイバー
（ＭＣＦ）などが例示され、黒鉛材料としては、天然黒鉛、人造黒鉛があり、人造黒鉛と
しては、黒鉛化ＭＣＭＢ、黒鉛化ＭＣＦなどが用いられる。また、黒鉛材料としては、ホ
ウ素を含有するものなども用いることができ、また、金、白金、銀、銅、Ｓｎなどの金属
で被覆した物、非晶質炭素で被覆したり、非晶質炭素と黒鉛を混合した物も使用すること
ができる。これらの炭素材料は、１種類で使用してもよく、２種類以上混合して使用して
もよい。
【００８８】
　炭素材料としては、特にＸ線解析で測定した（００２）面の面間隔ｄ（００２）が０．
３４０ｎｍ以下の炭素材料が好ましく、真密度が１．７０ｇ／ｃｍ３以上である黒鉛また
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はそれに近い性質を有する高結晶性炭素材料が好ましい。このような炭素材料を使用する
と、電池のエネルギー密度を高くすることができる。
【００８９】
　正極を構成する正極活物質としては、ＦｅＳ２、ＭｏＳ２、ＴiＳ２、ＭｎＯ２、Ｖ２

Ｏ５などの遷移金属酸化物または遷移金属硫化物、ＬiＣｏＯ２、ＬiＭｎＯ２、ＬiＭｎ

２Ｏ４、ＬiＮiＯ２、ＬｉＮｉｘＣｏ（１－ｘ）Ｏ２、ＬｉＮｉｘＣｏｙＭｎ（１－ｘ－

ｙ）Ｏ２などのリチウムと遷移金属とからなる複合酸化物、ポリアニリン、ポリチオフェ
ン、ポリピロール、ポリアセチレン、ポリアセン、ジメルカプトチアジアゾール／ポリア
ニリン複合体などの導電性高分子材料、フッ素化炭素、活性炭などの炭素材料等が挙げら
れる。
【００９０】
　これらの中でも、特にリチウムと遷移金属とからなる複合酸化物が好ましい。正極活物
質は１種類で使用してもよく、２種類以上混合して使用してもよい。正極活物質は通常導
電性が不十分であるため、導電助剤とともに使用して正極を構成する。導電助剤としては
、カーボンブラック、アモルファスウィスカー、グラファイトなどの炭素材料を例示する
ことができる。
【００９１】
　セパレータは正極と負極を電気的に絶縁しかつリチウムイオンを透過する膜であって、
多孔性膜や高分子電解質が例示される。多孔性膜としては微多孔性高分子フィルムが好適
に使用され、材質としてポリオレフィン、ポリイミド、ポリフッ化ビニリデン、ポリエス
テル等が例示される。特に、多孔性ポリオレフィンフィルムが好ましく、具体的には多孔
性ポリエチレンフィルム、多孔性ポリプロピレンフィルム、または多孔性のポリエチレン
フィルムとポリプロピレンとの多層フィルムを例示することができる。多孔性ポリオレフ
ィンフィルム上には、熱安定性に優れる他の樹脂がコーティングされていても良い。
【００９２】
　高分子電解質としては、リチウム塩を溶解した高分子や、電解液で膨潤させた高分子等
が挙げられる。本発明の電解液は、高分子を膨潤させて高分子電解質を得る目的で使用し
ても良い。
【００９３】
　このような非水電解液二次電池は、円筒型、コイン型、角型、フィルム型その他任意の
形状に形成することができる。しかし、電池の基本構造は形状によらず同じであり、目的
に応じて設計変更を施すことができる。次に、円筒型およびコイン型電池の構造について
説明するが、各電池を構成する負極活物質、正極活物質およびセパレータは、前記したも
のが共通して使用される。
【００９４】
　例えば、円筒型非水電解液二次電池の場合には、銅箔などの負極集電体に負極活物質を
塗布してなる負極と、Ａｌ箔などの正極集電体に正極活物質を塗布してなる正極とを、非
水電解液を注入したセパレータを介して巻回し、巻回体の上下に絶縁板を載置した状態で
電池缶に収納されている。
【００９５】
　また、本発明に係る非水電解液二次電池は、コイン型非水電解液二次電池にも適用する
ことができる。コイン型電池では、円盤状負極、非水電解液を注入したセパレータ、円盤
状正極、必要に応じて、ステンレス、またはアルミニウムなどのスペーサー板が、この順
序に積層された状態でコイン型電池缶に収納されている。
【００９６】
【実施例】
　以下に実施例によって本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれら実施例によっ
て何ら制限されるものではない。
【００９７】
（実施例１～６および参考例１）
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１．コイン型電池の作製
＜非水電解液の調製＞
　エチレンカーボネート（ＥＣ）とメチルエチルカーボネート（ＭＥＣ）を、ＥＣ：ＭＥ
Ｃ＝４：６（質量比）の割合で混合し、次に電解質であるＬｉＰＦ６を非水溶媒に溶解し
、電解質濃度が１．０モル／リットルとなるように非水電解液を調製した。次にこの非水
溶媒に対して、添加剤としてそれぞれ１、３－プロペンスルトン０．５質量％（実施例１
）、１．０質量％（実施例２）、１．５質量％（実施例３）、２．０質量％（実施例４）
、２．５質量％（実施例５）３．０質量％（実施例６）を添加して、本発明の非水電解液
を得た。また、添加剤の添加を省略した場合を参考例１（ブランク）とした。
【００９８】
＜負極の作製＞
　天然黒鉛（中越黒鉛製ＬＦ－１８Ａ）８７質量部と結着剤のポリフッ化ビニリデン（Ｐ
ＶＤＦ）１３質量部を混合し、溶剤のＮ－メチルピロリジノンに分散させ、天然黒鉛合剤
スラリーを調製した。次に、この負極合剤スラリーを厚さ１８μｍの帯状銅箔製の負極集
電体に塗布し、乾燥した。
　これを圧縮成型し、１４ｍｍの円盤状に打ち抜いて、コイン状の天然黒鉛電極を得た。
この天然黒鉛電極合剤の厚さは１１０μｍであり、質量は直径１４ｍｍの円の面積あたり
２０ｍｇであった。
【００９９】
＜ＬｉＣｏＯ２電極の作製＞
　ＬｉＣｏＯ２（本荘ＦＭＣエナジーシステムズ（株）製 ＨＬＣ－２１）９０質量部と
、導電剤の黒鉛６質量部及びアセチレンブラック１質量部と結着剤のポリフッ化ビニリデ
ン３質量部を混合し、溶剤のＮ－メチルピロリドンに分散させ、ＬｉＣｏＯ２合剤スラリ
ーを調製した。このＬｉＣｏＯ２合剤スラリーを厚さ２０μｍのアルミ箔に塗布、乾燥し
た。
これを圧縮成型し、１３．５ｍｍの円盤状にうちぬき、コイン状のＬｉＣｏＯ２電極を得
た。このＬｉＣｏＯ２合剤の厚さは９０μｍであり、質量は直径１３．５ｍｍの円の面積
あたり４０ｍｇであった。
【０１００】
＜電池の作製＞
　直径１４ｍｍの天然黒鉛電極、直径１３．５ｍｍのＬｉＣｏＯ２電極、厚さ２５μｍ、
直径１６ｍｍの微多孔性ポリプロピレンフィルムからできたセパレータを、ステンレス製
の２０３２サイズの電池缶内に、天然黒鉛電極、セパレーター、ＬｉＣｏＯ２電極の順序
で積層した。その後、セパレータに前記で調整した非水電解液０．０３ｍｌを注入し、ア
ルミニウム製の板（厚さ１．２ｍｍ、直径１６ｍｍ、およびバネを収納した。最後に、ポ
リプロピレン製のガスケットを介して、電池缶蓋をかしめることにより、電池内の気密性
を保持し、直径２０ｍｍ、高さ３．２ｍｍのコイン型電池を作製した。
【０１０１】
３．電池特性の評価
＜電池による高温保存特性の評価＞
　前述のように作製したコイン型電池を使用し、この電池を０．３ｍＡ定電流４．２Ｖ定
電圧の条件で、４．２Ｖ定電圧の時の電流値が０．０５ｍＡになるまで充電し、その後、
１ｍＡ定電流３．０Ｖ定電圧の条件で、３．０Ｖ定電圧の時の電流値が０．０５ｍＡにな
るまで放電した。次に、この電池を１ｍＡ定電流３．８５Ｖ定電圧の条件で、３．８５Ｖ
定電圧の時の電流値が０．０５ｍＡになるまで充電した。
　その後、この電池を、４５℃の恒温槽で７日間保存（「エージング」）を行なった。
【０１０２】
　エージング後、１ｍＡの定電流・定電圧条件で、終了条件を定電圧時の電流値０．０５
ｍＡとして、４．２Ｖ～３．０Ｖの充放電を一回行ない放電容量（「低負荷放電容量」）
を測定した。この時に、放電開始から２分後の電池電圧の変化から、電池の抵抗（「エー
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　次に、同様の条件で４．２Ｖに充電した後、１０ｍＡ定電流放電し、電池電圧が３．０
Ｖになった時点で放電を終了する条件で放電を行い放電容量（「高負荷放電容量」）を測
定した。なお、実施例２０～２２および参考例３では、定電流放電の電流を１０ｍＡに代
えて５ｍＡで測定を行った。そして、この時の低負荷放電容量に対する高負荷放電容量の
比率をもとめ、これを「エージング後の負荷特性指標」とした。
【０１０３】
　この電池を一旦３．０Ｖに放電した後、再び４．２Ｖに充電した時の容量（「充電容量
」）を測定した後、６０℃で４日間保存（「高温保存」）を行った。
【０１０４】
　高温保存後に３．０Ｖまで放電した時の容量（「残存容量」）を測定した。また、エー
ジング時と同じ方法で「低負荷放電容量」および「高負荷放電容量」を測定し「高温保存
後の負荷特性指標」を求めた。また、「エージング後の抵抗」に相当する「高温保存後の
抵抗」を測定した。
【０１０５】
以上の実施例の結果を以下の指標から解析した。
　「エージング後の負荷特性指標」に対する「高温保存後の負荷特性指標」の比率を「負
荷特性変化率」とした。
負荷特性変化率＝（「高温保存後の負荷特性指標」／「エージング後の負荷特性指標」）
×１００（％）
　「エージング後の抵抗」に対する「高温保存後の抵抗」の比率を「抵抗変化率」とした
。
　抵抗変化率＝（「高温保存後の抵抗」／「高温保存前（エージング後）の抵抗」）×１
００（％）
【０１０６】
　また、 電池の自己放電性、すなわち、電解液の電気分解性を表わす指標として、エー
ジング後高温保存前の充電容量と高温保存後の残存容量の差分（充電容量―残存容量）を
求めた。添加剤無添加の場合の電解液（参考例１、ブランク）の差分に対する電解液の差
分の比率を「自己放電比」として求めた。
　自己放電比＝｛（電解液の充電容量―残存容量）／（ブランクの充電容量－ブランクの
残存容量）｝× １００（％）
　評価した電池特性の測定結果を表１に示した。
【０１０７】
（比較例１～１３）
　実施例１で、＜非水電解液の調整＞において添加剤として１、３－プロペンスルトンを
０．５質量％添加するのに代えて、表１に示した添加剤を同表の添加量で添加するほかは
同様にしてコイン型電池を作製し、その電池特性を測定した。
結果を表１に示した。
【０１０８】
【表１】
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【０１０９】
　以上の結果から、比較例に対して、本発明の１，３－プロペンスルトンを添加した電解
液は、自己放電比、負荷特性および抵抗の劣化抑制のすべてについて、優れた効果を有す
ることがわかる。
【０１１０】
（実施例７～１５）
　実施例１で、＜非水電解液の調整＞において添加剤である１，３－プロペンスルトンに
加えて、ビニレンカーボネートを添加し、それぞれを表２に示す添加量で添加するほかは
同様にしてコイン型電池を作製し、その電池特性を測定した。
結果を表２に示した。
【０１１１】
【表２】
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【０１１２】
　以上の結果から、本発明の１，３―プロペンスルトンは単独でも優れた作用を示すが、
電解液への添加量を一定にして比較した場合、ビニレンカーボネートと併用した場合に、
自己放電率比がさらに低下し、かつ負荷特性および抵抗の劣化抑制効果を高いレベルに維
持できることが分かる。
【０１１３】
（参考例２）
　ラミネート電池を作製し高温保存試験中の電池内でのガス発生量を測定した。
１．ラミネート電池の作製
＜非水電解液の調製＞
　非水電解液として前記参考例１で調整した非水電解液を用いた。
【０１１４】
＜負極の作製＞
　天然黒鉛（中越黒鉛製ＬＦ－１８Ａ）８７質量部と結着剤のポリフッ化ビニリデン（Ｐ
ＶＤＦ）１３質量部を混合し、溶剤のＮ－メチルピロリジノンに分散させ、天然黒鉛合剤
スラリーを調製した。次に、この負極合剤スラリーを厚さ１８μｍの帯状銅箔製の負極集
電体に塗布し乾燥した。この天然黒鉛電極合剤の厚さは１１０μｍであった。これを８５
ｍｍ×５０ｍｍに打ち抜き銅製のリード線を取り付けた。
【０１１５】
＜ＬｉＣｏＯ２電極の作製＞
　ＬｉＣｏＯ２（本荘ＦＭＣエナジーシステムズ（株）製 ＨＬＣ－２１）９０質量部と
、導電剤の黒鉛６質量部及びアセチレンブラック１質量部と結着剤のポリフッ化ビニリデ
ン３質量部を混合し、溶剤のＮ－メチルピロリドンに分散させ、ＬｉＣｏＯ２合剤スラリ
ーを調製した。このＬｉＣｏＯ２合剤スラリーを厚さ２０μｍのアルミ箔に塗布、乾燥し
た。これを７６ｍｍ×４６ｍｍに打ち抜き白金製のリード線を取り付けた。
【０１１６】
＜ラミネート電池の作製＞
　寸法８５ｍｍ×５０ｍｍの天然黒鉛電極、寸法７６ｍｍ×４６ｍｍのＬｉＣｏＯ２電極
を、幅５５ｍｍ長さ１１０ｍｍの微多孔性ポリプロピレンフィルムからできたセパレータ
を介して対向させて電極群とした。この電極群を、アルミニウムラミネートフィルム（昭
和ラミネート社製）で作製した筒状の袋に、正極、負極の両リード線が片方の開放部から
引き出されるように収容し、まず、リード線が引き出された側を熱融着して閉じた。
　次に、前記で調整した非水電解液１．４ｍｌを電極群に注入し含浸させた後、残った開
放部を熱融着して電極群を袋中に密封し、ラミネート電池を得た。
【０１１７】
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２．ラミネート電池による高温保存中のガス発生量の測定
　前述のように作製したラミネート電池を使用し、この電池を１０ｍＡ定電流４．２Ｖ定
電圧の条件で、４．２Ｖ定電圧の時の電流値が０．０５ｍＡになるまで充電し、その後１
０ｍＡ定電流放電し、電池電圧が３．０Ｖになった時点で放電を終了する条件で放電を行
った。次に、この電池を１０ｍＡ定電流３．８５Ｖ定電圧の条件で、３．８５Ｖ定電圧の
時の電流値が０．０５ｍＡになるまで充電した。
【０１１８】
　その後、この電池を、４５℃の恒温槽で７日間エージングを行なった。
エージング後、１０ｍＡ定電流放電し、電池電圧が３．０Ｖになった時点で放電を終了す
る条件で放電を行った。次に、この電池を１０ｍＡ定電流４．２Ｖ定電圧の条件で、４．
２Ｖ定電圧の時の電流値が０．０５ｍＡになるまで充電した。この電池を、８５℃で３日
間高温保存した。
【０１１９】
　ラミネート電池作製直後、および高温保存後に、電池の容積を測定し、その差分をガス
発生量とした。結果を表３に示す。
【０１２０】
（実施例１６）
　非水電解液として実施例１０で調整した非水電解液を使用するほかは、参考例２と同様
にして、ラミネート電池を作製し、高温保存中のガス発生量を測定した。結果を表３に示
す。
【０１２１】
（実施例１７）
　非水電解液として実施例１で調整した非水電解液を使用するほかは、参考例２と同様に
して、ラミネート電池を作製し、高温保存中のガス発生量を測定した。結果を表３に示す
。
【０１２２】
（実施例１８）
　非水電解液として実施例１１で調整した非水電解液を使用するほかは、参考例２と同様
にして、ラミネート電池を作製し、高温保存中のガス発生量を測定した。結果を表３に示
す。
【０１２３】
（実施例１９）
　非水電解液として実施例３で調整した非水電解液を使用するほかは、参考例２と同様に
して、ラミネート電池を作製し、高温保存中のガス発生量を測定した。結果を表３に示す
。
【０１２４】
（比較例１４）
　非水電解液として、実施例３の＜非水電解液の調製＞において、添加剤として１，３－
プロペンスルトン１．５質量％に代えて、１，３－プロパンスルトン１．５質量％を添加
するほかは同様にして調整した非水電解液を使用し、参考例２と同様にして、ラミネート
電池を作製し、高温保存中のガス発生量を測定した。
結果を表３に示す。
【０１２５】
【表３】
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【０１２６】
（実施例２０～２２）
　実施例１において、＜非水電解液の調製＞で非水溶媒としてエチレンカーボネート（Ｅ
Ｃ）とγ－ブチロラクトン（γ－ＢＬ）とジブチルカーボネート（ＤＢＣ）を、ＥＣ：γ
－ＢＬ：ＤＢＣ＝３０：６５：５（質量比）の割合で混合し、次に電解質として、ＬｉＰ
Ｆ６を電解質濃度が１モル／リットルとなるように非水電解液を調製し、次にこの非水溶
媒に対して、添加剤としてそれぞれ１，３－プロペンスルトン１質量％（実施例２０）、
１，３－プロペンスルトン２質量％（実施例２１）、１，３－プロペンスルトン２質量％
とビニレンカーボネート２質量％の混合物（実施例２２）を添加して、非水電解液を得る
ほかは同様にしてコイン型電池を作成し、その電池特性を測定した。また、添加剤の添加
を省略した場合を参考例３とした。結果を表４に示した。
【０１２７】
【表４】

【０１２８】
【発明の効果】
　本発明の不飽和スルトンを添加した電解液を使用することによって、自己放電が小さく
、負荷特性、抵抗の劣化が大幅に抑制され、かつ、電池内のガス発生量が大きく減じられ
た非水電解液二次電池を得ることができる。
　また、本発明の組成特定の非水溶媒によって、低温特性、負荷特性にも優れた非水電解
液二次電池を得ることができる。
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