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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非導電性粒子、重合体及び溶媒を含み、
　前記非導電性粒子の体積平均粒子径が、１μｍ～５０μｍであり、
　前記非導電性粒子の組成が、Ｌｉ（１＋ｍ＋ｎ）ＡｌｍＴｉ（２－ｎ）ＳｉｎＰ（３－

ｎ）Ｏ１２（０≦ｍ≦１、０≦ｎ≦１）であり、
　前記重合体の重量平均分子量が、５０００～１００００００であり、
　前記重合体のガラス転移温度が、－５０℃～１００℃であり、
　前記重合体が、反応性界面活性剤単位を含み、
　前記重合体における前記反応性界面活性剤単位の割合が、０．２重量％以上であり、
　前記重合体１０１重量部に対する前記反応性界面活性剤単位の割合が、１重量部以下で
ある、二次電池用多孔膜組成物。
【請求項２】
　前記重合体が、架橋性単量体単位を含み、
　前記重合体における架橋性単量体単位の割合が、０．１重量％～２重量％である、請求
項１記載の二次電池用多孔膜組成物。
【請求項３】
　前記二次電池用多孔膜組成物の表面張力が、２０ｍＮ／ｍ～６０ｍＮ／ｍである、請求
項１又は２記載の二次電池用多孔膜組成物。
【請求項４】
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　前記溶媒が、水である、請求項１～３のいずれか一項に記載の二次電池用多孔膜組成物
。
【請求項５】
　粒子状バインダーを含む、請求項４記載の二次電池用多孔膜組成物。
【請求項６】
　前記粒子状バインダーが、ジエン系重合体またはアクリレート系重合体である、請求項
５記載の二次電池用多孔膜組成物。
【請求項７】
　さらに、カルボキシメチルセルロース塩を含む、請求項４～６のいずれか一項に記載の
二次電池用多孔膜組成物。
【請求項８】
　集電体及び前記集電体上に設けられた電極合剤層を備える極板と、
　前記極板上に請求項１～７のいずれか一項に記載の二次電池用多孔膜組成物を塗布及び
乾燥して得られる多孔膜とを備える、二次電池用電極。
【請求項９】
　セパレータ基材と、
　前記セパレータ基材上に請求項１～７のいずれか一項に記載の二次電池用多孔膜組成物
を塗布及び乾燥して得られる多孔膜とを備える、二次電池用セパレータ。
【請求項１０】
　正極、負極及び電解液を備え、
　前記正極及び前記負極の少なくとも一方が、請求項８記載の二次電池用電極である、二
次電池。
【請求項１１】
　正極、負極、セパレータ及び電解液を備え、
　前記セパレータが、請求項９記載の二次電池用セパレータである、二次電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二次電池用多孔膜組成物、二次電池用電極、二次電池用セパレータ及び二次
電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ノート型パソコン、携帯電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａ
ｓｓｉｓｔａｎｔ）などの携帯端末の普及が著しい。これら携帯端末の電源として用いら
れている二次電池には、リチウムイオン二次電池が多用されている。リチウムイオン二次
電池は、例えば電解質の種類によって分類できる。具体例としては、電解質としてポリマ
ー電解質を用いた二次電池、電解質としてポリマー電解質と無機材料とを組み合わせた複
合電解質を用いた二次電池（特許文献１参照）、電解質として電解液を用いた二次電池な
どが挙げられる（特許文献２参照）。
【０００３】
　このうち、電解液を用いた二次電池では、一般に、正極と負極との間の短絡を防ぐため
に、セパレータが設けられる。また、このセパレータには、必要に応じて、多孔膜が設け
られることがある。セパレータに多孔膜を設けることにより、異物によるセパレータの破
損を防止できるの、二次電池の安全性を高めることができる。
【０００４】
　また、前記の多孔膜を、電極の極板上に設けることも提案されている（特許文献２参照
）。電極が多孔膜を備える場合、電極から脱落した電極活物質が異物となってセパレータ
を破損させることを防止できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特許第３６４３２８９号公報
【特許文献２】国際公開第２００９／０９６５２８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　リチウムイオン二次電池では、充放電に伴って、電極の表面にリチウム金属が析出する
ことがある。このリチウム金属は二次電池の内部抵抗を高める原因となりうる。そのため
、リチウムイオン二次電池の高温サイクル特性及び低温出力特性等の性能の向上のために
は、このリチウム金属の析出を抑制することが望ましい。
【０００７】
　また、前記の多孔膜は、例えば、多孔膜の材料及び溶媒を含む多孔膜組成物を用いて製
造される。この多孔膜組成物は、一般に、長期間保存しておくと粘度が変化し、多孔膜組
成物に含まれる各成分の分散性が低下する傾向がある。分散性に劣る多孔膜組成物を用い
て製造された多孔膜は、電池性能の低下の原因となりうるので、多孔膜組成物としては経
時的に粘度変化を生じ難いものが望まれる。
【０００８】
　本発明は上述した課題に鑑みて創案されたもので、充放電によるリチウム金属の析出を
抑制でき、高温サイクル特性及び低温出力特性に優れる二次電池を実現でき、且つ、経時
的に粘度変化を生じ難い二次電池用多孔膜組成物；充放電によるリチウム金属の析出を抑
制でき、高温サイクル特性及び低温出力特性に優れる二次電池を実現できる二次電池用電
極及び二次電池用セパレータ；並びに、充放電によるリチウム金属の析出を抑制でき、高
温サイクル特性及び低温出力特性に優れる二次電池を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、前記の課題を解決するべく鋭意検討した結果、非導電性粒子、重合体及び
溶媒を含む二次電池用多孔膜組成物であって、（ｉ）非導電性粒子が所定の体積平均粒子
径を有し、（ii）非導電性粒子が所定の組成を有し、（iii）重合体が所定の重量平均分
子量を有し、且つ（iv）重合体が所定のガラス転移温度を有するものが、充放電によるリ
チウム金属の析出を抑制でき、高温サイクル特性及び低温出力特性に優れる二次電池を実
現でき、且つ、経時的に粘度変化を生じ難いことを見出し、本発明を完成させた。
　すなわち、本発明は以下の通りである。
【００１０】
　〔１〕　非導電性粒子、重合体及び溶媒を含み、
　前記非導電性粒子の体積平均粒子径が、１μｍ～５０μｍであり、
　前記非導電性粒子の組成が、Ｌｉ（１＋ｍ＋ｎ）ＡｌｍＴｉ（２－ｎ）ＳｉｎＰ（３－

ｎ）Ｏ１２（０≦ｍ≦１、０≦ｎ≦１）であり、
　前記重合体の重量平均分子量が、５０００～１００００００であり、
　前記重合体のガラス転移温度が、－５０℃～１００℃である、二次電池用多孔膜組成物
。
　〔２〕　前記重合体が、架橋性単量体単位を含み、
　前記重合体における架橋性単量体単位の割合が、０．１重量％～２重量％である、〔１
〕記載の二次電池用多孔膜組成物。
　〔３〕　前記重合体が、反応性界面活性剤単位を含み、
　前記重合体における反応性界面活性剤単位の割合が、０．１重量％～１５重量％である
、〔１〕又は〔２〕記載の二次電池用多孔膜組成物。
　〔４〕　前記二次電池用多孔膜組成物の表面張力が、２０ｍＮ／ｍ～６０ｍＮ／ｍであ
る、〔１〕～〔３〕のいずれか一項に記載の二次電池用多孔膜組成物。
　〔５〕　前記溶媒が、水である、〔１〕～〔４〕のいずれか一項に記載の二次電池用多
孔膜組成物。
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　〔６〕　粒子状バインダーを含む、〔５〕記載の二次電池用多孔膜組成物。
　〔７〕　前記粒子状バインダーが、ジエン系重合体またはアクリレート系重合体である
、〔６〕記載の二次電池用多孔膜組成物。
　〔８〕　さらに、カルボキシメチルセルロース塩を含む、〔５〕～〔７〕のいずれか一
項に記載の二次電池用多孔膜組成物。
　〔９〕　集電体及び前記集電体上に設けられた電極合剤層を備える極板と、
　前記極板上に〔１〕～〔８〕のいずれか一項に記載の二次電池用多孔膜組成物を塗布及
び乾燥して得られる多孔膜とを備える、二次電池用電極。
　〔１０〕　セパレータ基材と、
　前記セパレータ基材上に〔１〕～〔８〕のいずれか一項に記載の二次電池用多孔膜組成
物を塗布及び乾燥して得られる多孔膜とを備える、二次電池用セパレータ。
　〔１１〕　正極、負極及び電解液を備え、
　前記正極及び前記負極の少なくとも一方が、〔９〕記載の二次電池用電極である、二次
電池。
　〔１２〕　正極、負極、セパレータ及び電解液を備え、
　前記セパレータが、〔１０〕記載の二次電池用セパレータである、二次電池。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の二次電池用多孔膜組成物によれば、充放電によるリチウム金属の析出を抑制で
き、高温サイクル特性及び低温出力特性に優れる二次電池を実現できる。また、本発明の
二次電池用多孔膜組成物は、経時的に粘度変化を生じ難い。
　本発明の二次電池用電極及び二次電池用セパレータによれば、充放電によるリチウム金
属の析出を抑制でき、高温サイクル特性及び低温出力特性に優れる二次電池を実現できる
。
　本発明の二次電池は、充放電によるリチウム金属の析出を抑制でき、高温サイクル特性
及び低温出力特性に優れる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明について実施形態及び例示物を示して詳細に説明する。ただし、本発明は
以下に説明する実施形態及び例示物に限定されるものではなく、本発明の特許請求の範囲
及びその均等の範囲を逸脱しない範囲において任意に変更して実施しうる。
【００１３】
　また、以下の説明において、（メタ）アクリル酸には、アクリル酸及びメタクリル酸の
両者が含まれる。また、（メタ）アクリレートには、アクリレート及びメタクリレートの
両者が含まれる。さらに、（メタ）アクリロニトリルには、アクリロニトリル及びメタク
リロニトリルの両者が含まれる。
【００１４】
　さらに、以下の説明において、ある物質が水溶性であるとは、２５℃において、その物
質０．５ｇを１００ｇの水に溶解した際に、不溶分が０．５重量％未満であることをいう
。また、ある物質が非水溶性であるとは、２５℃において、その物質０．５ｇを１００ｇ
の水に溶解した際に、不溶分が９０重量％以上であることをいう。
【００１５】
　また、複数種類の単量体を共重合して製造される重合体において、ある単量体を重合し
て形成される構造単位の前記重合体における割合は、別に断らない限り、通常は、その重
合体の重合に用いる全単量体に占める当該ある単量体の比率（仕込み比）と一致する。
【００１６】
　さらに、「極板」とは、剛性のある板状部材だけでなく、可とう性のあるシート及びフ
ィルムも含む。
【００１７】
［１．二次電池用多孔膜組成物］
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　本発明の二次電池用多孔膜組成物（以下、適宜「多孔膜組成物」ということがある。）
は、非導電性粒子、重合体（以下、適宜「特定重合体」ということがある。）及び溶媒を
含む。
【００１８】
　〔１．１．非導電性粒子〕
　非導電性粒子は、多孔膜に充填される成分であり、この非導電性粒子同士の隙間が多孔
膜の孔を形成しうる。非導電性粒子が非導電性を有するので、多孔膜を絶縁性にでき、そ
のため、二次電池における短絡を防止することができる。また、通常、非導電性粒子は高
い剛性を有し、これにより、多孔膜の機械的強度を高めることができる。そのため、熱に
よってセパレータ基材に収縮しようとする応力が生じた場合でも、多孔膜がその応力に抗
することができるので、セパレータの収縮による短絡の発生を防止することが可能である
。
【００１９】
　本発明に係る非導電性粒子は、下記の式（Ｉ）で表される組成を有する。
　Ｌｉ（１＋ｍ＋ｎ）ＡｌｍＴｉ（２－ｎ）ＳｉｎＰ（３－ｎ）Ｏ１２　　　（Ｉ）
　式（Ｉ）において、「ｍ」は、０≦ｍ≦１の数を表す。より詳しくは、ｍは、通常０以
上、好ましくは０．０５以上、より好ましくは０．１以上、また、通常１以下、好ましく
は０．９５以下、より好ましくは０．９以下の数を表す。
　また、式（Ｉ）において、「ｎ」は、０≦ｎ≦１の数を表す。より詳しくは、ｎは、通
常０以上、好ましくは０．０５以上、より好ましくは０．１以上、また、通常１以下、好
ましくは０．９５以下、より好ましくは０．９以下の数を表す。
【００２０】
　式（Ｉ）で表される組成を有することにより、非導電性粒子は、リチウムイオン伝導度
に優れる。そのため、多孔膜をリチウムイオンが透過しやすくできるので、リチウム金属
の析出を抑制することができる。また、通常は、二次電池の内部抵抗を小さくすることが
できる。さらに、前記式（Ｉ）で表される組成を有することから分かるように、本発明に
係る非導電性粒子は金属含有量が従来の一般的な非導電性粒子（例えばアルミナ等）に比
べて少ない。そのため、通常は多孔膜の絶縁性を高めることができるので、短絡を更に確
実に防止して、不良率を低減することができる。
【００２１】
　本発明に係る非導電性粒子としては、結晶質のものを用いてもよいが、通常は非晶質の
ものを用いる。例えば、非導電性粒子としてガラス質のものを用いてもよい。また、結晶
質の非導電性粒子と非晶質の非導電性粒子を組み合わせて用いてもよい。さらに、一粒の
非導電性粒子が結晶質の部分及び非晶質の部分の両方を含んでいてもよい。
【００２２】
　非導電性粒子として結晶質のものを用いる場合、非導電性粒子の組成は、粉末Ｘ線回折
法により測定しうる。他方、非導電性粒子としてガラス等の非晶質のものを用いる場合、
粉末Ｘ線回折法により当該非導電性粒子全体の組成を測定することは難しい。しかし、そ
の場合でも、通常は、その非導電性粒子の主結晶相の組成は、非導電性粒子の全体の組成
と同様になる。また、非導電性粒子として非晶質のものを用いる場合、粉末Ｘ線回折法に
よって測定されうる主結晶相の組成が、前記式（Ｉ）を満たすことが好ましい。
【００２３】
　非導電性粒子の体積平均粒子径は、通常１μｍ以上、好ましくは２μｍ以上、より好ま
しくは３μｍ以上であり、通常５０μｍ以下、好ましくは４０μｍ以下、より好ましくは
３０μｍ以下である。非導電性粒子の体積平均粒子径を前記範囲の下限値以上にすること
により、均一性に優れた多孔膜を得ることができる。また、上限値以下にすることにより
、分散性に優れた多孔膜を得ることができる。ここで、体積平均粒子径とは、レーザー回
折法で測定された粒子径分布において、小径側から計算した累積体積が５０％となる粒子
径を表す。
【００２４】
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　また、非導電性粒子のイオン伝導度は、高いことが好ましい。すなわち、本発明に係る
非導電性粒子はリチウム金属の析出を抑制する観点から、リチウムイオン等のイオンの伝
導性に優れることが望ましい。非導電性粒子の具体的なイオン伝導度は、好ましくは１×
１０－５Ｓ／ｃｍ以上、より好ましくは１×１０－４Ｓ／ｃｍ以上、特に好ましくは１×
１０－３Ｓ／ｃｍ以上である。
【００２５】
　ここで、非導電性粒子のイオン伝導度は、次の方法により測定しうる。
　非導電性粒子の粉体を、直径１２ｍｍ、圧力２０ｋＮで圧粉成形し、厚みｄ（ｍｍ）の
粉体ペレットを得る。このペレットを銅箔で形成された集電体で挟み、２５℃の電解液に
浸漬する。この際、電解液としては、濃度１．０ｍｏｌ／ＬのＬｉＰＦ６溶液を用いる。
また、このＬｉＰＦ６溶液の溶媒としては、エチレンカーボネート（ＥＣ）及びジエチル
カーボネート（ＤＥＣ）の混合溶媒（ＥＣ／ＤＥＣ＝１／２；体積比）を用いる。浸漬し
たペレットについて、０．００１Ｈｚ～１００００００Ｈｚにおける交流インピーダンス
を測定し、その測定値から抵抗Ｒを計算する。さらに、この抵抗Ｒとペレットの厚みｄと
から、イオン伝導度＝Ｒ×１／ｄを求める。
【００２６】
　非導電性粒子の製造方法に制限は無い。例えば、式（Ｉ）に示される元素を含む原料を
融解させて溶融ガラスを得る工程と、溶融ガラスを固化して母ガラスを得る工程と、母ガ
ラスを熱処理して式（Ｉ）で表される組成を有するガラスセラミックスを得る工程と、得
られたガラスセラミックスを粉砕する工程とを有する製造方法により製造しうる。
【００２７】
　前記の製造方法において、母ガラスは、通常、Ｌｉ２Ｏ－Ａｌ２Ｏ３－ＴｉＯ２－Ｓｉ
Ｏ２－Ｐ２Ｏ５系の組成を有する。この際、母ガラスの酸化物換算の組成比としては、ｍ
ｏｌ％表示で、Ｌｉ２Ｏは１２％～１８％、Ａｌ２Ｏ３は５％～１０％、ＴｉＯ２は３５
％～４５％、ＳｉＯ２は１％～１０％、Ｐ２Ｏ５は３０％～４０％であることが好ましい
。したがって、原料は、このような組成の母ガラスが得られるように、各原料の量を調整
することが好ましい。これにより、溶融ガラスをキャストして容易に母ガラスを得ること
ができ、さらに、この母ガラスを熱処理して得られる前記式（Ｉ）で表される組成を有す
るガラスセラミックスにおいて高いリチウムイオン伝導度を発現させることができる。
【００２８】
　多孔膜における非導電性粒子の量は、好ましくは６０重量％以上、より好ましくは６５
重量％以上であり、好ましくは９５重量％以下である。多孔膜における非導電性粒子の量
をこの範囲内とすることにより、非導電性粒子同士が接触部を有しつつ、イオンの移動が
阻害されない程度に、非導電性粒子同士の隙間を形成できる。したがって、非導電性粒子
の量を前記範囲に納めることで、多孔膜の強度を向上させ、二次電池の短絡を安定して防
止することができる。
【００２９】
　〔１．２．特定重合体〕
　特定重合体は、通常、多孔膜において非導電性粒子同士、非導電性粒子とセパレータ基
材、並びに、非導電性粒子と極板を結着させるバインダーとして機能しうる。また、特定
重合体が溶媒に溶解できる場合、多孔膜組成物において特定重合体は非導電性粒子の表面
を覆う被膜を形成して、非導電性粒子の分散性を高める作用も奏しうる。
【００３０】
　本発明に係る多孔膜組成物において、特定重合体としては、重量平均分子量が５０００
～１００００００であり、且つ、ガラス転移温度が－５０℃～１００℃のものを用いる。
このような範囲の重量平均分子量及びガラス転移温度を有する特定重合体を前述のような
大きさの非導電性粒子と組み合わせて用いることにより、多孔膜組成物の分散安定性を高
めることができる。ここで分散安定性とは、組成物の分散性が経時的に変化し難いことを
表し、具体的には時間が経過しても組成物の粘度が変化し難いことを表す。また、通常は
、多孔膜における各成分の分散性を高めることができるので、一部の成分が偏在すること
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によりリチウムイオンの移動が妨げられることを防止できるため、移動が妨げられたリチ
ウムイオンの析出を抑制することが可能である。
【００３１】
　特定重合体の重量平均分子量は、より詳しくは、通常５０００以上、好ましくは１００
００以上、より好ましくは１５０００以上であり、また、通常１００００００以下、好ま
しくは５０００００以下、より好ましくは２５００００以下である。特定重合体の分子量
を前記範囲の下限値以上にすることにより、多孔膜組成物の分散安定性を高めることがで
きる。また、上限値以下にすることにより、優れた流動性を得ることができる。ここで、
特定重合体の重量平均分子量は、ＧＰＣ（ゲル浸透クロマトグラフィ）によって測定しう
る。例えば、特定重合体が水溶性の重合体である場合は、ＧＰＣによって、アセトニトリ
ルの１０体積％水溶液に０．８５ｇ／ｍｌの硝酸ナトリウムを溶解させた溶液を展開溶媒
としたポリエチレンオキサイド換算の値として求めうる。
【００３２】
　また、特定重合体のガラス転移温度は、より詳しくは、通常－５０℃以上、好ましくは
－３０℃以上、より好ましくは－１０℃以上であり、また、通常１００℃以下、好ましく
は９０℃以下、より好ましくは８０℃以下である。特定重合体のガラス転移温度を前記範
囲の下限値以上にすることにより、優れた密着性を得ることができる。また、上限値以下
にすることにより、優れた柔軟性を得ることができる。特定重合体のガラス転移温度は、
例えば、様々な単量体を組み合わせることによって調整可能である。
【００３３】
　特定重合体としては、水溶性の重合体を用いることが好ましい。多孔膜用組成物の溶媒
として水を用いた場合に、その水に特定重合体を溶解させることにより、非導電性粒子の
分散性を顕著に高めることができる。
【００３４】
　特定重合体は、エチレン性不飽和カルボン酸単量体単位を含むことが好ましい。エチレ
ン性不飽和カルボン酸単量体単位とは、エチレン性不飽和カルボン酸単量体を重合して形
成される構造を有する構造単位を意味する。エチレン性不飽和カルボン酸単量体単位は、
特定重合体の非導電性粒子、極板及びセパレータ基材への密着強度を高めうるカルボキシ
基（－ＣＯＯＨ基）を含み、強度が高い構造単位であるので、極板及びセパレータ基材に
対する多孔膜の密着強度を高めたり、多孔膜の強度を向上させたりできる。
【００３５】
　エチレン性不飽和カルボン酸単量体としては、例えば、エチレン性不飽和モノカルボン
酸及びその誘導体、エチレン性不飽和ジカルボン酸及びその酸無水物並びにそれらの誘導
体などが挙げられる。エチレン性不飽和モノカルボン酸の例としては、アクリル酸、メタ
クリル酸、クロトン酸などが挙げられる。エチレン性不飽和モノカルボン酸の誘導体の例
としては、２－エチルアクリル酸、イソクロトン酸、α－アセトキシアクリル酸、β－ｔ
ｒａｎｓ－アリールオキシアクリル酸、α－クロロ－β－Ｅ－メトキシアクリル酸、β－
ジアミノアクリル酸などが挙げられる。エチレン性不飽和ジカルボン酸の例としては、マ
レイン酸、フマル酸、イタコン酸などが挙げられる。エチレン性不飽和ジカルボン酸の酸
無水物の例としては、無水マレイン酸、アクリル酸無水物、メチル無水マレイン酸、ジメ
チル無水マレイン酸などが挙げられる。エチレン性不飽和ジカルボン酸の誘導体の例とし
ては、メチルマレイン酸、ジメチルマレイン酸、フェニルマレイン酸、クロロマレイン酸
、ジクロロマレイン酸、フルオロマレイン酸等のマレイン酸メチルアリル；マレイン酸ジ
フェニル、マレイン酸ノニル、マレイン酸デシル、マレイン酸ドデシル、マレイン酸オク
タデシル、マレイン酸フルオロアルキル等のマレイン酸エステルなどが挙げられる。これ
らの中でも、アクリル酸、メタクリル酸等のエチレン性不飽和モノカルボン酸が好ましい
。これらを用いることにより、特定重合体の水に対する分散性をより高めることができる
。また、エチレン性不飽和カルボン酸単量体及びエチレン性不飽和カルボン酸単量体単位
は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の比率で組み合わせて用いてもよい
。
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【００３６】
　特定重合体におけるエチレン性不飽和カルボン酸単量体単位の割合は、好ましくは２０
重量％以上、より好ましくは２５重量％以上、特に好ましくは３０重量％以上であり、好
ましくは５０重量％以下、より好ましくは４５重量％以下、特に好ましくは４０重量％以
下である。エチレン性不飽和カルボン酸単量体単位の割合を前記範囲の下限値以上にする
ことにより、特定重合体の水への溶解性を高くできる。また、上限値以下にすることによ
り、多孔膜とセパレータ基材又は極板との密着強度を高めることができる。
【００３７】
　また、特定重合体は、（メタ）アクリル酸エステル単量体単位を含むことが好ましい。
（メタ）アクリル酸エステル単量体単位とは、（メタ）アクリル酸エステル単量体を重合
して形成される構造を有する構造単位を意味する。ただし、（メタ）アクリル酸エステル
単量体の中でもフッ素を含有するものは、フッ素含有（メタ）アクリル酸エステル単量体
として、（メタ）アクリル酸エステル単量体とは区別する。（メタ）アクリル酸エステル
単量体単位は強度が高いので、特定重合体の分子を安定化させることができる。
【００３８】
　（メタ）アクリル酸エステル単量体としては、例えば、メチルアクリレート、エチルア
クリレート、ｎ－プロピルアクリレート、イソプロピルアクリレート、ｎ－ブチルアクリ
レート、ｔ－ブチルアクリレート、ペンチルアクリレート、ヘキシルアクリレート、ヘプ
チルアクリレート、オクチルアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、ノニルア
クリレート、デシルアクリレート、ラウリルアクリレート、ｎ－テトラデシルアクリレー
ト、ステアリルアクリレート等のアクリル酸アルキルエステル；メチルメタクリレート、
エチルメタクリレート、ｎ－プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、ｎ
－ブチルメタクリレート、ｔ－ブチルメタクリレート、ペンチルメタクリレート、ヘキシ
ルメタクリレート、ヘプチルメタクリレート、オクチルメタクリレート、２－エチルヘキ
シルメタクリレート、ノニルメタクリレート、デシルメタクリレート、ラウリルメタクリ
レート、ｎ－テトラデシルメタクリレート、ステアリルメタクリレート等のメタクリル酸
アルキルエステルなどが挙げられる。これらの中でも、エチルアクリレート、ブチルアク
リレート及び２－エチルヘキシルアクリレートが好ましく、エチルアクリレート及びブチ
ルアクリレートがより好ましい。また、（メタ）アクリル酸エステル単量体及び（メタ）
アクリル酸エステル単量体単位は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の比
率で組み合わせて用いてもよい。
【００３９】
　特定重合体における（メタ）アクリル酸エステル単量体単位の割合は、好ましくは５０
重量％以上、より好ましくは５５重量％以上、特に好ましくは６０重量％以上であり、好
ましくは８０重量％以下、より好ましくは７５重量％以下、特に好ましくは７０重量％以
下である。（メタ）アクリル酸エステル単量体単位の割合を前記範囲の下限値以上にする
ことにより、多孔膜とセパレータ基材又は極板との密着強度を高めることができる。また
、上限値以下にすることにより、多孔膜の電解液への膨潤性を抑制して、多孔膜のイオン
伝導性を高くできる。
【００４０】
　また、特定重合体は、フッ素含有（メタ）アクリル酸エステル単量体単位を含むことが
好ましい。フッ素含有（メタ）アクリル酸エステル単量体単位とは、フッ素含有（メタ）
アクリル酸エステル単量体を重合して形成される構造を有する構造単位である。フッ素含
有（メタ）アクリル酸エステル単量体単位を含むことにより、特定重合体は弾性変形が可
能となるので、多孔膜の強度を高めることができる。また、特定重合体がフッ素を含むよ
うにすることで、多孔膜の水に対する親和性を低減させることができるので、通常は、多
孔膜の水分量を減らす効果も得られる。
【００４１】
　フッ素含有（メタ）アクリル酸エステル単量体としては、例えば、下記の式（II）で表
される単量体が挙げられる。
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【００４２】
【化１】

【００４３】
　前記の式（II）において、Ｒ１は、水素原子またはメチル基を表す。
　前記の式（II）において、Ｒ２は、フッ素原子を含有する炭化水素基を表す。炭化水素
基の炭素数は、通常１以上であり、通常１８以下である。また、Ｒ２が含有するフッ素原
子の数は、１個でもよく、２個以上でもよい。
【００４４】
　式（II）で表されるフッ素含有（メタ）アクリル酸エステル単量体の例を挙げると、（
メタ）アクリル酸フッ化アルキル、（メタ）アクリル酸フッ化アリール、及び（メタ）ア
クリル酸フッ化アラルキルが挙げられる。なかでも（メタ）アクリル酸フッ化アルキルが
好ましい。このような単量体の具体例としては、（メタ）アクリル酸２，２，２－トリフ
ルオロエチル、（メタ）アクリル酸β－（パーフルオロオクチル）エチル、（メタ）アク
リル酸２，２，３，３－テトラフルオロプロピル、（メタ）アクリル酸２，２，３，４，
４，４－ヘキサフルオロブチル、（メタ）アクリル酸１Ｈ，１Ｈ，９Ｈ－パーフルオロ－
１－ノニル、（メタ）アクリル酸１Ｈ，１Ｈ，１１Ｈ－パーフルオロウンデシル、（メタ
）アクリル酸パーフルオロオクチル、（メタ）アクリル酸パーフルオロエチル、（メタ）
アクリル酸トリフルオロメチル、（メタ）アクリル酸３［４〔１－トリフルオロメチル－
２、２－ビス〔ビス（トリフルオロメチル）フルオロメチル〕エチニルオキシ〕ベンゾオ
キシ］２－ヒドロキシプロピル等の（メタ）アクリル酸パーフルオロアルキルエステルが
挙げられる。また、フッ素含有（メタ）アクリル酸エステル単量体及びフッ素含有（メタ
）アクリル酸エステル単量体単位は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の
比率で組み合わせて用いてもよい。
【００４５】
　特定重合体におけるフッ素含有（メタ）アクリル酸エステル単量体単位の割合は、好ま
しくは１重量％以上、より好ましくは２重量％以上、特に好ましくは５重量％以上であり
、好ましくは２０重量％以下、より好ましくは１５重量％以下、特に好ましくは１０重量
％以下である。フッ素含有（メタ）アクリル酸エステル単量体単位の割合を前記範囲の下
限値以上にすることにより、多孔膜のイオン伝導性を高くできる。また、上限値以下にす
ることにより、多孔膜のセパレータ基材又は極板への密着強度を高くできる。
【００４６】
　また、特定重合体は、架橋性単量体単位を含むことが好ましい。架橋性単量体単位とは
、架橋性単量体を重合して形成される構造を有する構造単位である。架橋性単量体とは、
加熱又はエネルギー線の照射により、重合中又は重合後に架橋構造を形成しうる単量体で
ある。架橋性単量体単位を含むことにより、特定重合体の分子量を高め、電解液に対する
特定重合体の膨潤度が過度に高くならないようにできる。これにより、二次電池の低温出
力特性を良好にできる。
【００４７】
　架橋性単量体としては、重合した際に架橋構造を形成しうる単量体を用いうる。架橋性
単量体の例としては、１分子あたり２以上の反応性基を有する単量体を挙げることができ
る。より具体的には、熱架橋性の架橋性基及び１分子あたり１つのオレフィン性二重結合
を有する単官能性単量体、及び１分子あたり２つ以上のオレフィン性二重結合を有する多
官能性単量体が挙げられる。
【００４８】



(10) JP 6217129 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

　単官能性単量体に含まれる熱架橋性の架橋性基の例としては、エポキシ基、Ｎ－メチロ
ールアミド基、オキセタニル基、オキサゾリン基、及びこれらの組み合わせが挙げられる
。これらの中でも、エポキシ基が、架橋及び架橋密度の調節が容易な点でより好ましい。
【００４９】
　熱架橋性の架橋性基としてエポキシ基を有し、且つオレフィン性二重結合を有する架橋
性単量体の例としては、ビニルグリシジルエーテル、アリルグリシジルエーテル、ブテニ
ルグリシジルエーテル、ｏ－アリルフェニルグリシジルエーテル等の不飽和グリシジルエ
ーテル；ブタジエンモノエポキシド、クロロプレンモノエポキシド、４，５－エポキシ－
２－ペンテン、３，４－エポキシ－１－ビニルシクロヘキセン、１，２－エポキシ－５，
９－シクロドデカジエン等のジエンまたはポリエンのモノエポキシド；３，４－エポキシ
－１－ブテン、１，２－エポキシ－５－ヘキセン、１，２－エポキシ－９－デセン等のア
ルケニルエポキシド；並びにグリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレート、グリ
シジルクロトネート、グリシジル－４－ヘプテノエート、グリシジルソルベート、グリシ
ジルリノレート、グリシジル－４－メチル－３－ペンテノエート、３－シクロヘキセンカ
ルボン酸のグリシジルエステル、４－メチル－３－シクロヘキセンカルボン酸のグリシジ
ルエステル等の不飽和カルボン酸のグリシジルエステル類；などが挙げられる。
【００５０】
　熱架橋性の架橋性基としてＮ－メチロールアミド基を有し、且つオレフィン性二重結合
を有する架橋性単量体の例としては、Ｎ－メチロール（メタ）アクリルアミド等のメチロ
ール基を有する（メタ）アクリルアミド類などが挙げられる。
【００５１】
　熱架橋性の架橋性基としてオキセタニル基を有し、且つオレフィン性二重結合を有する
架橋性単量体の例としては、３－（（メタ）アクリロイルオキシメチル）オキセタン、３
－（（メタ）アクリロイルオキシメチル）－２－トリフロロメチルオキセタン、３－（（
メタ）アクリロイルオキシメチル）－２－フェニルオキセタン、２－（（メタ）アクリロ
イルオキシメチル）オキセタン、及び２－（（メタ）アクリロイルオキシメチル）－４－
トリフロロメチルオキセタンなどが挙げられる。
【００５２】
　熱架橋性の架橋性基としてオキサゾリン基を有し、且つオレフィン性二重結合を有する
架橋性単量体の例としては、２－ビニル－２－オキサゾリン、２－ビニル－４－メチル－
２－オキサゾリン、２－ビニル－５－メチル－２－オキサゾリン、２－イソプロペニル－
２－オキサゾリン、２－イソプロペニル－４－メチル－２－オキサゾリン、２－イソプロ
ペニル－５－メチル－２－オキサゾリン、及び２－イソプロペニル－５－エチル－２－オ
キサゾリンなどが挙げられる。
【００５３】
　２つ以上のオレフィン性二重結合を有する多官能性単量体の例としては、アリル（メタ
）アクリレート、エチレンジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）ア
クリレート、トリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、テトラエチレングリコー
ルジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパン－トリ（メタ）アクリレート、ジプ
ロピレングリコールジアリルエーテル、ポリグリコールジアリルエーテル、トリエチレン
グリコールジビニルエーテル、ヒドロキノンジアリルエーテル、テトラアリルオキシエタ
ン、トリメチロールプロパン－ジアリルエーテル、前記以外の多官能性アルコールのアリ
ルまたはビニルエーテル、トリアリルアミン、メチレンビスアクリルアミド、及びジビニ
ルベンゼンなどが挙げられる。
【００５４】
　中でも特に、架橋性単量体としては、エチレンジメタクリレート、アリルグリシジルエ
ーテル、及びグリシジルメタクリレートが好ましく、エチレンジメタクリレートがより好
ましい。
　また、架橋性単量体及び架橋性単量体単位は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以
上を任意の比率で組み合わせて用いてもよい。
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【００５５】
　特定重合体における架橋性単量体単位の割合は、好ましくは０．１重量％以上、より好
ましくは０．２重量％以上、特に好ましくは０．５重量％以上であり、好ましくは２重量
％以下、より好ましくは１．５重量％以下、特に好ましくは１重量％以下である。架橋性
単量体単位の割合を前記範囲の下限値以上にすることにより、特定重合体の分子量を高め
、特定重合体の電解液による膨潤を抑制し、多孔膜の膨らみを抑制できる。一方、上限値
以下にすることにより、特定重合体の水に対する可溶性を高め、分散性を良好にすること
ができる。
【００５６】
　また、特定重合体は、反応性界面活性剤単位を含むことが好ましい。反応性界面活性剤
単位とは、反応性界面活性剤を重合して形成される構造を有する構造単位である。反応性
界面活性剤単位は、特定重合体の一部を構成し、且つ界面活性剤として機能しうる。した
がって、反応性界面活性剤単位を含むことにより、特定重合体の溶媒に対する溶解性及び
多孔膜組成物の分散性を高めることができる。
【００５７】
　反応性界面活性剤は、他の単量体と共重合できる重合性の基を有し、且つ、界面活性基
（親水性基及び疎水性基）を有する単量体である。通常、反応性界面活性剤は重合性不飽
和基を有し、この基が重合後に疎水性基としても作用する。反応性界面活性剤が有する重
合性不飽和基の例としては、ビニル基、アリル基、ビニリデン基、プロペニル基、イソプ
ロペニル基、及びイソブチリデン基が挙げられる。かかる重合性不飽和基の種類は、１種
類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の比率で組み合わせて用いてもよい。
【００５８】
　反応性界面活性剤は、親水性を発現する部分として、通常は親水性基を有する。反応性
界面活性剤は、親水性基の種類により、アニオン系、カチオン系、ノニオン系の界面活性
剤に分類される。
【００５９】
　アニオン系の親水性基の例としては、－ＳＯ３Ｍ、－ＣＯＯＭ、及び－ＰＯ（ＯＨ）２

が挙げられる。ここでＭは、水素原子又はカチオンを示す。カチオンの例としては、リチ
ウム、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属イオン；カルシウム、マグネシウム等のア
ルカリ土類金属イオン；アンモニウムイオン；モノメチルアミン、ジメチルアミン、モノ
エチルアミン、トリエチルアミン等のアルキルアミンのアンモニウムイオン；並びにモノ
エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルカノールアミン
のアンモニウムイオン；などが挙げられる。
　カチオン系の親水基の例としては、－Ｃｌ、－Ｂｒ、－Ｉ、及び－ＳＯ３ＯＲＸなどが
挙げられる。ここでＲＸは、アルキル基を示す。ＲＸの例としては、メチル基、エチル基
、プロピル基、及びイソプロピル基が挙げられる。
　ノニオン系の親水基の例としては、－ＯＨが挙げられる。
【００６０】
　好適な反応性界面活性剤の例としては、下記の式（III）で表される化合物が挙げられ
る。
【００６１】
【化２】

【００６２】
　式（III）において、Ｒは２価の結合基を表す。Ｒの例としては、－Ｓｉ－Ｏ－基、メ
チレン基及びフェニレン基が挙げられる。
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　式（III）において、Ｒ３は親水性基を表す。Ｒ３の例としては、－ＳＯ３ＮＨ４が挙
げられる。
　式（III）において、ｎは１以上１００以下の整数を表す。
【００６３】
　好適な反応性界面活性剤の別の例としては、エチレンオキシドを重合して形成される構
造を有する構造単位及びブチレンオキシドを重合して形成される構造を有する構造単位を
有し、さらに末端に、末端二重結合を有するアルケニル基及び－ＳＯ３ＮＨ４を有する化
合物（例えば、商品名「ラテムルＰＤ－１０４」及び「ラテムルＰＤ－１０５」、花王株
式会社製）を挙げることができる。
　反応性界面活性剤及び反応性界面活性剤単位は、１種類を単独で用いてもよく、２種類
以上を任意の比率で組み合わせて用いてもよい。
【００６４】
　特定重合体における反応性界面活性剤単位の割合は、好ましくは０．１重量％以上、よ
り好ましくは０．２重量％以上、特に好ましくは０．５重量％以上であり、好ましくは１
５重量％以下、より好ましくは１０重量％以下、特に好ましくは５重量％以下である。反
応性界面活性剤単位の割合を前記範囲の下限値以上にすることにより、多孔膜組成物の分
散性を向上させることができ、均一な多孔膜を得ることができる。また、上限値以下にす
ることにより、多孔膜中の水分量を低く抑えられるので、多孔膜の耐久性を向上させるこ
とができる。
【００６５】
　特定重合体は、本発明の効果を著しく損なわない限り、上述したエチレン性不飽和カル
ボン酸単量体単位、（メタ）アクリル酸エステル単量体単位、フッ素含有（メタ）アクリ
ル酸エステル単量体単位、架橋性単量体単位及び反応性界面活性剤単位以外に任意の構造
単位を含んでいてもよい。このような任意の構造単位は、エチレン性不飽和カルボン酸単
量体、（メタ）アクリル酸エステル単量体、フッ素含有（メタ）アクリル酸エステル単量
体、架橋性単量体又は反応性界面活性剤と共重合可能な任意の単量体を重合して形成され
る構造を有する構造単位である。また、これらは、１種類を単独で用いてもよく、２種類
以上を任意の比率で組み合わせて用いてもよい。
　特定重合体において、任意の構造単位の割合は、好ましくは０重量％～１０重量％、よ
り好ましくは０重量％～５重量％である。
【００６６】
　特定重合体は、例えば、上述した単量体を含む単量体組成物を、水系溶媒中で重合して
、製造しうる。この際、単量体組成物中の各単量体の比率は、通常、特定重合体における
構造単位の割合と同様にする。
【００６７】
　水系溶媒としては、特定重合体の分散が可能なものを用いうる。通常、常圧における沸
点が好ましくは８０℃以上、より好ましくは１００℃以上であり、また、好ましくは３５
０℃以下、より好ましくは３００℃以下の水系溶媒から選ばれる。以下、その水系溶媒の
例を挙げる。以下の例示において、溶媒名の後のカッコ内の数字は常圧での沸点（単位℃
）であり、小数点以下は四捨五入または切り捨てられた値である。
　水系溶媒の例としては、水（１００）；ダイアセトンアルコール（１６９）、γ－ブチ
ロラクトン（２０４）等のケトン類；エチルアルコール（７８）、イソプロピルアルコー
ル（８２）、ノルマルプロピルアルコール（９７）等のアルコール類；プロピレングリコ
ールモノメチルエーテル（１２０）、メチルセロソルブ（１２４）、エチルセロソルブ（
１３６）、エチレングリコールターシャリーブチルエーテル（１５２）、ブチルセロソル
ブ（１７１）、３－メトキシー３メチル－１－ブタノール（１７４）、エチレングリコー
ルモノプロピルエーテル（１５０）、ジエチレングリコールモノブチルピルエーテル（２
３０）、トリエチレングリコールモノブチルエーテル（２７１）、ジプロピレングリコー
ルモノメチルエーテル（１８８）等のグリコールエーテル類；並びに１，３－ジオキソラ
ン（７５）、１，４－ジオキソラン（１０１）、テトラヒドロフラン（６６）等のエーテ
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ル類が挙げられる。中でも水は可燃性がなく、重合体の分散体が容易に得られやすいとい
う観点から特に好ましい。また、主溶媒として水を使用して、特定重合体の分散状態が確
保可能な範囲において上記記載の水以外の水系溶媒を混合して用いてもよい。
【００６８】
　重合方法は、特に限定されず、例えば溶液重合法、懸濁重合法、塊状重合法、乳化重合
法などのいずれの方法も用いうる。重合方法としては、例えばイオン重合、ラジカル重合
、リビングラジカル重合などいずれの方法も用いうる。中でも、高分子量体が得やすいこ
と、並びに、特定重合物がそのまま水に分散した状態で得られるので再分散化の処理が不
要であり、そのまま多孔膜組成物の製造に供することができることなど、製造効率の観点
から、中でも乳化重合法が特に好ましい。
【００６９】
　乳化重合法は、通常は常法により行う。例えば、「実験化学講座」第２８巻、（発行元
：丸善（株）、日本化学会編）に記載された方法で行う。すなわち、攪拌機および加熱装
置付きの密閉容器に水と、分散剤、乳化剤、架橋剤などの添加剤と、重合開始剤と、単量
体とを所定の組成になるように加え、容器中の組成物を攪拌して単量体等を水に乳化させ
、攪拌しながら温度を上昇させて重合を開始する方法である。あるいは、上記組成物を乳
化させた後に密閉容器に入れ、同様に反応を開始させる方法である。
【００７０】
　重合開始剤の例としては、過酸化ラウロイル、ジイソプロピルパーオキシジカーボネー
ト、ジ－２－エチルヘキシルパーオキシジカーボネート、ｔ－ブチルパーオキシピバレー
ト、３，３，５－トリメチルヘキサノイルパーオキサイド等の有機過酸化物；α，α’－
アゾビスイソブチロニトリル等のアゾ化合物；過硫酸アンモニウム；並びに過硫酸カリウ
ムが挙げられる。重合開始剤は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の比率
で組み合わせて用いてもよい。
【００７１】
　乳化剤、分散剤、重合開始剤などは、これらの重合法において一般的に用いられるもの
であり、通常はその使用量も一般に使用される量とする。
【００７２】
　重合温度および重合時間は、重合方法及び重合開始剤の種類などにより任意に選択しう
る。通常、重合温度は約３０℃以上、重合時間は０．５時間～３０時間程度である。
　また、アミン類などの添加剤を重合助剤として用いてもよい。
【００７３】
　重合により、通常は特定重合体を含む反応液が得られる。得られた反応液は通常は酸性
であり、特定重合体は水系溶媒に分散していることが多い。このように水系溶媒に分散し
た特定重合体は、その反応液のｐＨを、例えば７～１３に調整にすることにより、水系溶
媒に可溶にできることがある。また、こうして得られた反応液から特定重合体を取り出し
てもよい。しかし、通常は、水系媒体として水を用い、この水に溶解又は分散した状態の
特定重合体を用いて多孔膜組成物を製造する。
【００７４】
　反応液をｐＨ７～ｐＨ１３にアルカリ化する方法としては、例えば、水酸化リチウム水
溶液、水酸化ナトリウム水溶液、水酸化カリウム水溶液等のアルカリ金属水溶液；水酸化
カルシウム水溶液、水酸化マグネシウム水溶液等のアルカリ土類金属水溶液；アンモニア
水溶液などのアルカリ水溶液を混合する方法が挙げられる。前記のアルカリ水溶液は、１
種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の比率で組み合わせて用いてもよい。
【００７５】
　特定重合体の量は、非導電性粒子１００重量部に対して、好ましくは０．１重量部以上
、より好ましくは０．２重量部以上であり、好ましくは１０重量部以下、より好ましくは
５重量部以下である。特定重合体の量を前記範囲の下限値以上にすることにより、多孔膜
のセパレータ基材及び極板への密着強度を高めることができる。また、上限値以下にする
ことにより、多孔膜のイオン伝導性を高くできる。
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【００７６】
　〔１．３．溶媒〕
　溶媒としては、多孔膜組成物において非導電性粒子を分散させ、且つ、特定重合体を溶
解又は分散させうるものを用いうる。このような溶媒としては、水を用いてもよく、有機
溶媒を用いてもよい。中でも、特定重合体を溶解させうる溶媒を用いると、特定重合体の
一部が非導電性粒子の表面に吸着することによって非導電性粒子が特定重合体の層で覆わ
れるので、非導電性粒子の分散性を向上させることができ、好ましい。
【００７７】
　溶媒としては、例えば、水；シクロペンタン、シクロヘキサン等の環状脂肪族炭化水素
類；トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類；エチルメチルケトン、シクロヘキサノン
等のケトン類；酢酸エチル、酢酸ブチル、γ－ブチロラクトン、ε－カプロラクトン等の
エステル類；アセトニトリル、プロピオニトリル等のアシロニトリル類；テトラヒドロフ
ラン、エチレングリコールジエチルエーテル等のエーテル類：メタノール、エタノール、
イソプロパノール、エチレングリコール、エチレングリコールモノメチルエーテル等のア
ルコール類；Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド等のアミ
ド類；などが挙げられる。中でも、水及びＮ－メチルピロリドンが好ましい。また、溶媒
は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の比率で組み合わせて用いてもよい
。
【００７８】
　多孔膜組成物における溶媒の量は、多孔膜組成物の固形分濃度が所望の範囲に収まるよ
うに設定することが好ましい。具体的な多孔膜組成物の固形分濃度は、好ましくは１０重
量％以上、より好ましくは１５重量％以上、特に好ましくは２０重量％以上であり、好ま
しくは８０重量％以下、より好ましくは７５重量％以下、特に好ましくは７０重量％以下
である。ここで、固形分とは、多孔膜組成物の乾燥を経て残留する物質のことをいう。
【００７９】
　〔１．４．粒子状バインダー〕
　多孔膜組成物が溶媒として水を含む場合、その多孔膜組成物は粒子状バインダーを含む
ことが好ましい。粒子状バインダーは多孔膜において非導電性粒子同士、非導電性粒子と
セパレータ基材、並びに、非導電性粒子と極板を結着させるバインダーとして機能しうる
ので、多孔膜の機械的強度を高めることができる。また、粒子状バインダーは、その形状
が粒子状であるので、非導電性粒子に対して面ではなく点で結着できる。そのため、非導
電性粒子の表面が粒子状バインダーにより覆われる面積を小さくできるので、非導電性粒
子が有する高いイオン伝導度を有効に活用できる。
【００８０】
　粒子状バインダーとしては、通常、重合体の粒子を用いる。また、この重合体としては
、通常、非水溶性の重合体を用いる。粒子状バインダーを形成する非水溶性の重合体とし
ては、ジエン系重合体又はアクリレート系重合体を用いることが好ましい。
【００８１】
　ジエン系重合体は、脂肪族共役ジエン単量体単位を含む重合体である。また、脂肪族共
役ジエン単量体単位は、脂肪族共役ジエン単量体を重合して形成される構造を有する構造
単位である。脂肪族共役ジエン単量体単位は剛性が低く柔軟な構造単位であるので、脂肪
族共役ジエン単量体単位を含む重合体を粒子状バインダーとして用いることにより、多孔
膜とセパレータ基材及び極板との密着性を高めることができる。
【００８２】
　脂肪族共役ジエン単量体としては、例えば、１，３－ブタジエン、２－メチル－１，３
－ブタジエン、２，３－ジメチル－１，３ブタジエン、２－クロル－１，３－ブタジエン
；直鎖において共役二重結合を有するペンタジエン並びにその置換体；並びに、側鎖にお
いて共役二重結合を有するヘキサジエン並びにその置換体；などが挙げられる。中でも、
１，３－ブタジエンが好ましい。また、脂肪族共役ジエン単量体及び脂肪族共役ジエン単
量体単位は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の比率で組み合わせて用い
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てもよい。
【００８３】
　ジエン系重合体において、脂肪族共役ジエン単量体単位の割合は、好ましくは２０重量
％以上、より好ましくは３０重量％以上であり、好ましくは７０重量％以下、より好まし
くは６０重量％以下、特に好ましくは５５重量％以下である。脂肪族共役ジエン単量体単
位の割合を前記範囲の下限値以上にすることにより、多孔膜の柔軟性を高めることができ
る。また、上限値以下にすることにより、多孔膜とセパレータ基材及び極板との十分な密
着強度を得たり、多孔膜の耐電解液性を高めたりすることができる。
【００８４】
　また、ジエン系重合体は、芳香族ビニル単量体単位を含むことが好ましい。芳香族ビニ
ル単量体単位は、芳香族ビニル単量体を重合して形成される構造を有する構造単位である
。芳香族ビニル単量体単位は安定であるので、芳香族ビニル単量体単位を含むジエン系重
合体の電解液への溶解性を低下させて、多孔膜を安定化させることができる。
【００８５】
　芳香族ビニル単量体としては、例えば、スチレン、α－メチルスチレン、ビニルトルエ
ン、及びジビニルベンゼンが挙げられる。中でも、スチレンが好ましい。ジエン系重合体
は、脂肪族共役ジエン単量体単位及び芳香族ビニル単量体単位の両方を含む重合体である
ことが好ましく、例えばスチレン－ブタジエン共重合体が好ましい。また、芳香族ビニル
単量体及び芳香族ビニル単量体単位は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意
の比率で組み合わせて用いてもよい。
【００８６】
　ジエン系重合体の製造に脂肪族共役ジエン単量体及び芳香族ビニル単量体を組み合わせ
て用いる場合、得られるジエン系重合体には、残留単量体として未反応の脂肪族共役ジエ
ン単量体及び未反応の芳香族ビニル単量体が含まれることがある。その場合、ジエン系重
合体が含む未反応の脂肪族共役ジエン単量体の量は、好ましくは５０ｐｐｍ以下、より好
ましくは１０ｐｐｍ以下である。また、ジエン系重合体が含む未反応の芳香族ビニル単量
体の量は、好ましくは１０００ｐｐｍ以下、より好ましくは２００ｐｐｍ以下である。ジ
エン系重合体が含む脂肪族共役ジエン単量体の量が前記範囲内であると、多孔膜組成物を
基材に塗布及び乾燥させて多孔膜を製造する際に、多孔膜の表面に発泡による荒れが生じ
たり、臭気による環境負荷を引き起こしたりすることを防止できる。また、ジエン系重合
体が含む芳香族ビニル単量体の量が前記範囲内であると、乾燥条件に応じて生じる環境負
荷及び多孔膜表面の荒れを抑制でき、更には多孔膜の耐電解液性を高めることができる。
【００８７】
　ジエン系重合体における芳香族ビニル単量体単位の割合は、好ましくは３０重量％以上
、より好ましくは３５重量％以上であり、好ましくは７９．５重量％以下、より好ましく
は６９重量％以下である。芳香族ビニル単量体単位の割合を前記範囲の下限値以上にする
ことにより、多孔膜の耐電解液性を高めることができる。また、上限値以下にすることに
より、多孔膜とセパレータ基材又は極板との十分な密着強度を得ることができる。
【００８８】
　また、ジエン系重合体は、エチレン性不飽和カルボン酸単量体単位を含むことが好まし
い。ジエン系重合体がエチレン性不飽和カルボン酸単量体単位を含むことにより、多孔膜
の剥離を安定して防止でき、また、多孔膜の強度を向上させることができる。
　エチレン性不飽和カルボン酸単量体の例としては、特定重合体の項において挙げた例示
物と同様の例が挙げられる。また、エチレン性不飽和カルボン酸単量体及びエチレン性不
飽和カルボン酸単量体単位は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の比率で
組み合わせて用いてもよい。
【００８９】
　ジエン系重合体におけるエチレン性不飽和カルボン酸単量体単位の割合は、好ましくは
０．５重量％以上、より好ましくは１重量％以上、特に好ましくは２重量％以上であり、
好ましくは１０重量％以下、より好ましくは８重量％以下、特に好ましくは７重量％以下
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である。エチレン性不飽和カルボン酸単量体単位の割合を前記範囲の下限値以上にするこ
とにより、多孔膜組成物の安定性を高めることができる。また、上限値以下にすることに
より、多孔膜組成物の粘度が過度に高くなることを防止して、取り扱い性を高めることが
できる。
【００９０】
　ジエン系重合体は、本発明の効果を著しく損なわない限り、上述した以外にも任意の構
造単位を含んでいてもよい。前記の任意の構造単位に対応する単量体の例としては、シア
ン化ビニル単量体、不飽和カルボン酸アルキルエステル単量体、ヒドロキシアルキル基を
含有する不飽和単量体、及び不飽和カルボン酸アミド単量体が挙げられる。これらは１種
類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の比率で組み合わせて用いてもよい。
【００９１】
　シアン化ビニル単量体としては、例えば、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、α
－クロルアクリロニトリル、及びα－エチルアクリロニトリルが挙げられる。中でも、ア
クリロニトリル、及びメタクリロニトリルが好ましい。
【００９２】
　不飽和カルボン酸アルキルエステル単量体としては、例えば、メチルアクリレート、メ
チルメタクリレート、エチルアクリレート、エチルメタクリレート、ブチルアクリレート
、グリシジルメタクリレート、ジメチルフマレート、ジエチルフマレート、ジメチルマレ
エート、ジエチルマレエート、ジメチルイタコネート、モノメチルフマレート、モノエチ
ルフマレート、及び２－エチルヘキシルアクリレートが挙げられる。中でも、メチルメタ
クリレートが好ましい。
【００９３】
　ヒドロキシアルキル基を含有する不飽和単量体としては、例えば、β－ヒドロキシエチ
ルアクリレート、β－ヒドロキシエチルメタクリレート、ヒドロキシプロピルアクリレー
ト、ヒドロキシプロピルメタクリレート、ヒドロキシブチルアクリレート、ヒドロキシブ
チルメタクリレート、３－クロロ－２－ヒドロキシプロピルメタクリレート、ジ－（エチ
レングリコール）マレエート、ジ－（エチレングリコール）イタコネート、２－ヒドロキ
シエチルマレエート、ビス（２－ヒドロキシエチル）マレエート、及び２－ヒドロキシエ
チルメチルフマレートが挙げられる。中でも、β－ヒドロキシエチルアクリレートが好ま
しい。
【００９４】
　不飽和カルボン酸アミド単量体としては、例えば、アクリルアミド、メタクリルアミド
、Ｎ－メチロールアクリルアミド、Ｎ－メチロールメタクリルアミド、及びＮ，Ｎ－ジメ
チルアクリルアミドが挙げられる。中でも、アクリルアミド、及びメタクリルアミドが好
ましい。
【００９５】
　さらに、ジエン系重合体は、例えば、エチレン、プロピレン、酢酸ビニル、プロピオン
酸ビニル、塩化ビニル、塩化ビニリデン等、通常の乳化重合において使用される単量体を
重合して形成される構造を有する構造単位を含んでもよい。
【００９６】
　アクリレート系重合体は、（メタ）アクリル酸エステル単量体単位を含む重合体である
。（メタ）アクリル酸エステル単量体の例としては、特定重合体の項において挙げた例示
物と同様の例が挙げられる。また、（メタ）アクリル酸エステル単量体及び（メタ）アク
リル酸エステル単量体単位は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の比率で
組み合わせて用いてもよい。
【００９７】
　アクリレート系重合体における（メタ）アクリル酸エステル単量体単位の割合は、好ま
しくは５０重量％以上、より好ましくは７０重量％以上、特に好ましくは９０重量％以上
であり、好ましくは９９重量％以下、より好ましくは９８重量％以下、特に好ましくは９
７重量％以下である。（メタ）アクリル酸エステル単量体単位の割合を前記範囲の下限値
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以上にすることにより、多孔膜の柔軟性を高めて、多孔膜とセパレータ基材又は極板との
密着強度を高めることができる。また、上限値以下にすることにより、多孔膜の剛性を高
めて、これによっても多孔膜とセパレータ基材又は極板との密着強度を高めることができ
る。
【００９８】
　また、アクリレート系重合体としては、（メタ）アクリロニトリル単量体単位及び（メ
タ）アクリル酸エステル単量体単位を組み合わせて含む共重合体が好ましい。（メタ）ア
クリロニトリル単量体単位とは、（メタ）アクリロニトリルを重合して形成される構造を
有する構造単位のことを意味する。（メタ）アクリロニトリル単量体単位と（メタ）アク
リル酸エステル単量体単位とを組み合わせて含むアクリレート系重合体は、酸化還元に安
定であるので、高寿命の電池を得やすい。また、アクリレート系重合体を粒子状バインダ
ーとして用いることで、多孔膜の柔軟性が向上し、それによりスリット時及び捲回時に多
孔膜から非導電性粒子が脱落することを抑制できる。
【００９９】
　アクリレート系重合体は、（メタ）アクリロニトリル単量体単位として、アクリロニト
リルを重合して形成される構造を有する構造単位だけを含んでいてもよく、メタクリロニ
トリルを重合して形成される構造を有する構造単位だけを含んでいてもよく、アクリロニ
トリルを重合して形成される構造を有する構造単位とメタクリロニトリルを重合して形成
される構造を有する構造単位の両方を任意の比率で組み合わせて含んでいてもよい。
【０１００】
　アクリレート系重合体が（メタ）アクリロニトリル単量体単位と（メタ）アクリル酸エ
ステル単量体単位とを組み合わせて含む場合、（メタ）アクリル酸エステル単量体単位に
対する（メタ）アクリロニトリル単量体単位の重量比（「（メタ）アクリロニトリル単量
体単位／（メタ）アクリル酸エステル単量体単位」で表される重量比）は、所定の範囲に
収まることが好ましい。具体的には、前記の重量比は、１／９９以上が好ましく、２／９
８以上がより好ましく、また、３０／７０以下が好ましく、２５／７５以下がより好まし
い。前記重量比を前記範囲の下限値以上にすることにより、粒子状バインダーが電解液に
膨潤することにより多孔膜のイオン伝導性が低下することを防止し、二次電池のレート特
性の低下を抑制できる。また、上限値以下にすることにより、粒子状バインダーの強度低
下による多孔膜の強度低下を防止できる。
【０１０１】
　また、アクリレート系重合体は、架橋性単量体単位を含んでいてもよい。これにより、
粒子状バインダー同士を架橋させたり、特定重合体と粒子状バインダーとを架橋させたり
できるので、多孔膜の膨潤を抑制でき、強靱で柔軟な多孔膜が実現できる。
　架橋性単量体の例としては、特定重合体の項で挙げた例と同様のものが挙げられる。ま
た、架橋性単量体は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の比率で組み合わ
せて用いてもよい。
【０１０２】
　さらに、架橋性単量体単位は、架橋性単量体を（メタ）アクリル酸エステル単量体単位
と共重合することにより、アクリレート系重合体に導入してもよい。また、架橋性単量体
単位は、架橋性基を有する化合物（架橋剤）を用いた慣用の変性手段によりアクリレート
系重合体に架橋性基を導入することにより、アクリレート系重合体に導入してもよい。
【０１０３】
　架橋剤としては、例えば、有機過酸化物、熱又は光により効果を発揮する架橋剤、など
が用いられる。また、架橋剤は、１種類を単独で用いてもよく、２種以上を任意の比率で
組み合わせて用いてもよい。
　架橋剤の中でも、熱架橋性の架橋性基を含有する点で、有機過酸化物、および熱により
架橋反応を生じうる架橋剤が好ましい。
【０１０４】
　アクリレート系重合体における架橋性単量体単位の割合は、（メタ）アクリロニトリル
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単量体単位と（メタ）アクリル酸エステル単量体単位との合計量１００重量部に対して、
好ましくは０．０１重量部以上、より好ましくは０．０５重量部以上であり、好ましくは
５重量部以下、より好ましくは４重量部以下、特に好ましくは３重量部以下である。架橋
性単量体単位の割合を前記範囲の下限値以上にすることにより、多孔膜の強度を高くした
り、電解液による多孔膜の膨潤を抑制したりできる。また、上限値以下にすることにより
、架橋反応が過度に進行することによる多孔膜の柔軟性の低下を防止できる。
【０１０５】
　また、アクリレート系重合体は、上述した（メタ）アクリロニトリル単量体単位、（メ
タ）アクリル酸エステル単量体単位および架橋性基単量体単位以外にも、任意の構造単位
を含みうる。これらの任意の構造単位に対応する単量体の例を挙げると、スチレン、クロ
ロスチレン、ビニルトルエン、ｔ－ブチルスチレン、ビニル安息香酸、ビニル安息香酸メ
チル、ビニルナフタレン、クロロメチルスチレン、α－メチルスチレン、ジビニルベンゼ
ン等のスチレン系単量体；エチレン、プロピレン等のオレフィン類；ブタジエン、イソプ
レン等のジエン単量体；塩化ビニル、塩化ビニリデン等のハロゲン原子含有単量体；酢酸
ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル等のビニルエステル類；メチルビニルエーテル
、エチルビニルエーテル、ブチルビエルエーテル等のビニルエーテル類；メチルビニルケ
トン、エチルビニルケトン、ブチルビニルケトン、ヘキシルビニルケトン、イソプロペニ
ルビニルケトン等のビニルケトン類；Ｎ－ビニルピロリドン、ビニルピリジン、ビニルイ
ミダゾール等の複素環含有ビニル化合物；アクリルアミド、アクリルアミド－２－メチル
プロパンスルホン酸等のアミド系単量体；などが挙げられる。また、これらは、１種類を
単独で用いてもよく、２種類以上を任意の比率で組み合わせて用いてもよい。ただし、上
述したような（メタ）アクリロニトリル単量体単位及び（メタ）アクリル酸エステル単量
体単位を組み合わせて含むことによる利点を顕著に発揮する観点からは、任意の構造単位
の量は少ないことが好ましく、任意の構造単位を含まないことが特に好ましい。
【０１０６】
　粒子状バインダーの体積平均粒子径は、好ましくは０．０１μｍ以上であり、また、好
ましくは０．５μｍ以下、より好ましくは０．２μｍ以下である。粒子状バインダーの体
積平均粒子径を前記範囲の下限値以上にすることにより、多孔膜の多孔性を高く維持して
多孔膜の抵抗を抑制し、電池物性を良好に保つことができる。また、上限値以下にするこ
とにより、非導電性粒子と粒子状バインダーとの結着点を多くして結着性を高くできる。
【０１０７】
　粒子状バインダーのガラス転移温度（Ｔｇ）は、好ましくは－５０℃以上、より好まし
くは－４０℃以上、特に好ましくは－３０℃以上であり、また、好ましくは３０℃以下、
より好ましくは２５℃以下、特に好ましくは２０℃以下である。粒子状バインダーのガラ
ス転移温度（Ｔｇ）を前記範囲に収めることにより、多孔膜の柔軟性が上がり、電極及び
セパレータの耐屈曲性が向上し、多孔膜が割れることによる不良率を下げることができる
。また、多孔膜、セパレータ及び電極をロールに巻き取る時及び捲回時にヒビ、欠け等を
抑制することもできる。粒子状バインダーのガラス転移温度は、様々な単量体を組み合わ
せることによって調整可能である。
【０１０８】
　粒子状バインダーの量は、非導電性粒子１００重量部に対して、好ましくは０．１重量
部以上、より好ましくは０．２重量部以上であり、好ましくは１０重量部以下、より好ま
しくは５重量部以下である。粒子状バインダーの量を前記範囲の下限値以上にすることに
より、多孔膜の強度を高くすることができる。また、上限値以下にすることにより、多孔
膜の透気度を抑制して二次電池のレート特性を良好にすることができる。また、粒子状バ
インダーの量を前記の範囲とすることは、非導電性粒子同士の結着性、並びに、多孔膜と
セパレータ基材及び極板との密着強度を高くできる点、多孔膜の柔軟性を高くできる点、
並びに、多孔膜のイオン伝導性を高くできる点でも意義がある。
【０１０９】
　特定重合体と粒子状バインダーとの重量比（特定重合体／粒子状バインダー）は、所定



(19) JP 6217129 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

の範囲に収まることが好ましい。具体的には、前記の重量比は、好ましくは０．０１以上
、より好ましくは０．１以上であり、また、好ましくは１．５以下、より好ましくは１．
０以下である。前記重量比を前記範囲の下限値以上にすることにより、非導電性粒子の分
散性と多孔膜の強度を向上させることができる。また、上限値以下にすることにより、多
孔膜組成物の安定を向上させることができる。
【０１１０】
　粒子状バインダーの製造方法は特に限定はされず、例えば、溶液重合法、懸濁重合法、
乳化重合法などの、いずれの方法を用いてもよい。中でも、水中で重合をすることができ
、そのまま多孔膜組成物の材料として使用できるので、乳化重合法および懸濁重合法が好
ましい。また、粒子状バインダーを製造する際、その反応系には分散剤を含ませることが
好ましい。粒子状バインダーは、通常、実質的にそれを構成する重合体により形成される
が、重合の際に反応系に含まれていた添加剤等の任意の成分が含まれていてもよい。
【０１１１】
　〔１．５．任意の成分〕
　多孔膜組成物は、上述した非導電性粒子、特定重合体、溶媒及び粒子状バインダー以外
に、任意の成分を含みうる。このような任意の成分としては、電池反応に過度に好ましく
ない影響を及ぼさないものを用いうる。任意の成分は、１種類を単独で用いてもよく、２
種類以上を任意の比率で組み合わせて用いてもよい。
【０１１２】
　例えば、多孔膜組成物が水を含む場合、多孔膜組成物は更にカルボキシメチルセルロー
ス塩を含むことが好ましい。カルボキシメチルセルロース塩を含むことにより、多孔膜組
成物の粘度を高めて、塗布性を良好にすることができる。また、多孔膜組成物における非
導電性粒子等の粒子の分散安定性を高めることができる。塩としては、例えば、ナトリウ
ム塩、アンモニウム塩等が挙げられる。また、カルボシキメチルセルロース塩は、１種類
を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の比率で組み合わせて用いてもよい。
【０１１３】
　多孔膜組成物におけるカルボキシメチルセルロース塩の量は、非導電性粒子１００重量
部に対して、好ましくは０．１重量部以上、より好ましくは０．２重量部以上であり、好
ましくは１０重量部以下、より好ましくは７重量部以下、特に好ましくは５重量部以下で
ある。カルボキシメチルセルロース塩の量を前記の範囲にすることにより、多孔膜組成物
の粘度を取り扱い易い好適な範囲にすることができる。また、通常、カルボキシメチルセ
ルロース塩は多孔膜にも含まれることになる。ここで、カルボキシメチルセルロース塩の
量を前記範囲の下限値以上にすることにより、多孔膜の強度を高くすることができる。ま
た、上限値以下にすることにより、多孔膜の柔軟性を良好にすることができる。
【０１１４】
　また、例えば、多孔膜組成物は、イソチアゾリン系化合物、キレート化合物、ピリチオ
ン化合物、分散剤、レベリング剤、酸化防止剤、増粘剤、消泡剤、湿潤剤、及び、電解液
分解抑制の機能を有する電解液添加剤などを含んでいてもよい。
【０１１５】
　〔１．６．多孔膜組成物の物性〕
　多孔膜組成物の表面張力は、好ましくは２０ｍＮ／ｍ以上、より好ましくは２５ｍＮ／
ｍ以上、特に好ましくは３０ｍＮ／ｍ以上であり、また、好ましくは６０ｍＮ／ｍ以下、
より好ましくは５５ｍＮ／ｍ以下、特に好ましくは５０ｍＮ／ｍ以下である。多孔膜組成
物の表面張力を前記範囲の下限値以上にすることにより、多孔膜組成物をセパレータ基材
に塗布したときに得られる多孔膜組成物の膜のレベリング性を良好にできる。また、上限
値以下にすることにより、多孔膜組成物の極板及びセパレータ基材等の基材に対する濡れ
性を良好にできる。
　多孔膜組成物の表面張力は、例えば、分散剤、湿潤剤、レベリング剤などにより調整で
きる。
【０１１６】
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　多孔膜組成物では非導電性粒子の分散性が高いので、その多孔膜組成物の粘度を容易に
低くできる。多孔膜組成物の具体的な粘度は、多孔膜を製造する際の塗布性を良好にする
観点から、１０ｍＰａ・ｓ～２０００ｍＰａ・ｓが好ましい。ここで、前記の粘度は、Ｂ
型粘度計を用いて２５℃、回転数６０ｒｐｍで測定した時の値である。
【０１１７】
　〔１．７．多孔膜組成物の製造方法〕
　多孔膜組成物の製造方法は、特に限定はされないが、通常は、上述した各成分を混合し
て得られる。混合順序には特に制限は無い。また、混合方法にも特に制限は無い。通常は
、非導電性粒子を速やかに分散させるため、混合装置として分散機を用いて混合を行う。
【０１１８】
　分散機は、上記成分を均一に分散及び混合できる装置が好ましい。例を挙げると、ボー
ルミル、サンドミル、顔料分散機、擂潰機、超音波分散機、ホモジナイザー、プラネタリ
ーミキサーなどが挙げられる。中でも、高い分散シェアを加えることができることから、
ビーズミル、ロールミル、フィルミックス等の高分散装置が特に好ましい。
【０１１９】
［２．二次電池用多孔膜］
　本発明の多孔膜組成物を適切な基材上に塗布及び乾燥することにより、多孔膜を製造す
ることができる。すなわち、多孔膜組成物を基材上に塗布して当該多孔膜組成物の膜を得
る工程と、その膜から乾燥によって溶媒を除去する工程とを含む製造方法により、多孔膜
を製造できる。これにより、多孔膜組成物の固形分により形成された膜として、多孔膜が
得られる。
【０１２０】
　基材は、多孔膜組成物の膜を形成する対象となる部材である。基材に制限は無く、例え
ば剥離フィルムの表面に多孔膜組成物の膜を形成し、その膜から溶媒を除去して多孔膜を
形成し、剥離フィルムから多孔膜を剥がしてもよい。しかし、通常は、多孔膜を剥がす工
程を省略して製造効率を高める観点から、基材として電池の構成要素を用いる。このよう
な電池の構成要素の例としては、極板及びセパレータ基材などが挙げられる。
【０１２１】
　塗布法としては、例えば、ドクターブレード法、ディップ法、リバースロール法、ダイ
レクトロール法、グラビア法、エクストルージョン法、ハケ塗り法などの方法が挙げられ
る。中でも、均一な多孔膜が得られる点で、ディップ法及びグラビア法が好ましい。
【０１２２】
　また、乾燥方法としては、例えば、温風、熱風、低湿風等の風による乾燥；真空乾燥；
赤外線、遠赤外線、及び電子線などの照射による乾燥法；などが挙げられる。
【０１２３】
　乾燥の際の温度は、好ましくは４０℃以上、より好ましくは４５℃以上、特に好ましく
は５０℃以上であり、好ましくは９０℃以下、より好ましくは８０℃以下、特に好ましく
は７０℃以下である。乾燥温度を前記範囲の下限以上にすることにより多孔膜組成物から
の溶媒及び低分子化合物を効率よく除去できる。また、上限以下とすることにより基材の
熱による収縮を抑えることができる。
【０１２４】
　乾燥時間は、好ましくは１秒以上、より好ましくは５秒以上、特に好ましくは１０秒以
上であり、好ましくは５分以下、より好ましくは４分以下、特に好ましくは３分以下であ
る。乾燥時間を前記範囲の下限以上にすることにより、多孔膜組成物から溶媒を十分に除
去できるので、電池の出力特性を向上させることができる。また、上限値以下とすること
により、製造効率を高めることができる。
【０１２５】
　多孔膜の製造方法においては、上述した以外の任意の操作を行ってもよい。
　例えば、金型プレス及びロールプレス等のプレス方法によって、多孔膜に加圧処理を施
してもよい。加圧処理を施すことにより、基材と多孔膜との結着性を向上させることがで
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きる。ただし、多孔膜の空隙率を好ましい範囲に保つ観点では、圧力および加圧時間が過
度に大きくならないように適切に制御することが好ましい。
　また、残留水分除去のため、例えば真空乾燥やドライルーム内で乾燥することが好まし
い。
　さらに、例えば加熱処理することも好ましく、これにより重合体成分に含まれる熱架橋
基を架橋させて、結着力を高めることができる。
【０１２６】
　多孔膜は、非導電性粒子の間に空隙を有することにより、適度な多孔性を有する。この
ため、多孔膜は電解液を吸液できる。多孔膜では特定重合体が非導電性粒子の表面を覆う
ようにして存在すると考えられるが、その特定重合体が前記の空隙を全て埋めることは無
いので、特定重合体によっても多孔膜の多孔性が損なわれることは無い。このため、多孔
膜中には電解液が浸透できる。ここで、本発明に係る多孔膜においては非導電性粒子が高
いイオン伝導度を有し、且つ、多孔膜に含まれる各成分は分散性に優れる。このため、多
孔膜を透過するリチウムイオン等の金属イオンは多孔膜を円滑に透過できるので、その金
属イオンの析出を抑制することが可能である。
【０１２７】
　多孔膜の厚みは、好ましくは０．１μｍ以上、より好ましくは０．２μｍ以上、特に好
ましくは０．３μｍ以上であり、好ましくは２０μｍ以下、より好ましくは１５μｍ以下
、特に好ましくは１０μｍ以下である。多孔膜の厚みを前記範囲の下限値以上とすること
により、多孔膜の耐熱性を高くすることができる。また上限値以下とすることにより、多
孔膜によるイオン伝導性の低下を抑制することができる。
【０１２８】
［３．二次電池用電極］
　本発明の二次電池用電極（以下、適宜「電極」ということがある。）は、集電体及び電
極合剤層を備える極板と、多孔膜とを備える。
【０１２９】
　〔３．１．集電体〕
　集電体は、電気導電性を有し且つ電気化学的に耐久性のある材料を用いうる。中でも、
耐熱性に優れるとの観点から、例えば、鉄、銅、アルミニウム、ニッケル、ステンレス鋼
、チタン、タンタル、金、白金などの金属材料が好ましい。その中でも、正極用集電体と
してはアルミニウムが特に好ましく、負極用集電体としては銅が特に好ましい。
【０１３０】
　集電体の形状は特に制限されないが、厚さ０．００１ｍｍ以上０．５ｍｍ以下のシート
状のものが好ましい。
　集電体は、電極合剤層との密着強度を高めるため、予め粗面化処理して使用するのが好
ましい。粗面化方法としては、例えば、機械的研磨法、電解研磨法、化学研磨法などが挙
げられる。機械的研磨法においては、例えば、研磨剤粒子を固着した研磨布紙、砥石、エ
メリバフ、鋼線などを備えたワイヤーブラシ等が使用されうる。
　また、電極合剤層との密着強度及び導電性を高めるために、集電体表面に中間層を形成
してもよい。
【０１３１】
　〔３．２．電極合剤層〕
　電極合剤層は、集電体上に設けられた層であり、電極活物質を含む。電極活物質の種類
は二次電池の種類に応じて様々であり、ここでは、特にリチウムイオン二次電池用の電極
活物質について説明する。ただし、電極活物質は以下で挙げるものに限定されない。
【０１３２】
　リチウムイオン二次電池の電極活物質は、電解液中で電位をかけることにより可逆的に
リチウムイオンを挿入又は放出できるものを用いうる。電極活物質は、無機化合物を用い
てもよく、有機化合物を用いてもよい。
【０１３３】
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　正極活物質は、無機化合物からなるものと有機化合物からなるものとに大別される。無
機化合物からなる正極活物質としては、例えば、遷移金属酸化物、リチウムと遷移金属と
の複合酸化物、遷移金属硫化物などが挙げられる。上記の遷移金属としては、例えば、Ｆ
ｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｍｎ等が使用される。正極活物質に使用される無機化合物の具体例とし
ては、ＬｉＣｏＯ２、ＬｉＮｉＯ２、ＬｉＭｎＯ２、ＬｉＭｎ２Ｏ４、ＬｉＦｅＰＯ４、
ＬｉＦｅＶＯ４等のリチウム含有複合金属酸化物；ＴｉＳ２、ＴｉＳ３、非晶質ＭｏＳ２

等の遷移金属硫化物；Ｃｕ２Ｖ２Ｏ３、非晶質Ｖ２Ｏ－Ｐ２Ｏ５、ＭｏＯ３、Ｖ２Ｏ５、
Ｖ６Ｏ１３等の遷移金属酸化物などが挙げられる。一方、有機化合物からなる正極活物質
としては、例えば、ポリアセチレン、ポリ－ｐ－フェニレンなどの導電性重合体が挙げら
れる。
【０１３４】
　さらに、無機化合物及び有機化合物を組み合わせた複合材料からなる正極活物質を用い
てもよい。
　また、例えば、鉄系酸化物を炭素源物質の存在下において還元焼成することで、炭素材
料で覆われた複合材料を作製し、この複合材料を正極活物質として用いてもよい。鉄系酸
化物は電気伝導性に乏しい傾向があるが、前記のような複合材料にすることにより、高性
能な正極活物質として使用できる。
　さらに、前記の化合物を部分的に元素置換したものを正極活物質として用いてもよい。
　これらの正極活物質は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の比率で組み
合わせて用いてもよい。また、前述の無機化合物と有機化合物との混合物を正極活物質と
して用いてもよい。
【０１３５】
　正極活物質の粒子径は、二次電池の他の構成要件との兼ね合いで選択されうる。負荷特
性、サイクル特性などの電池特性の向上の観点から、正極活物質の体積平均粒子径は、好
ましくは０．１μｍ以上、より好ましくは１μｍ以上であり、好ましくは５０μｍ以下、
より好ましくは２０μｍ以下である。正極活物質の体積平均粒子径がこの範囲であると、
充放電容量が大きい電池を得ることができ、かつ電極用スラリー組成物および電極を製造
する際の取扱いが容易である。
【０１３６】
　負極活物質は、例えば、アモルファスカーボン、グラファイト、天然黒鉛、メゾカーボ
ンマイクロビーズ、ピッチ系炭素繊維等の炭素質材料；ポリアセン等の導電性重合体；な
どが挙げられる。また、ケイ素、錫、亜鉛、マンガン、鉄およびニッケル等の金属並びに
これらの合金；前記金属又は合金の酸化物；前記金属又は合金の硫酸塩；なども挙げられ
る。また、金属リチウム；Ｌｉ－Ａｌ、Ｌｉ－Ｂｉ－Ｃｄ、Ｌｉ－Ｓｎ－Ｃｄ等のリチウ
ム合金；リチウム遷移金属窒化物；シリコン等を使用してもよい。さらに、電極活物質は
、機械的改質法により表面に導電材を付着させたものを使用してもよい。これらの負極活
物質は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の比率で組み合わせて用いても
よい。
【０１３７】
　負極活物質の粒子径は、二次電池の他の構成要件との兼ね合いで適宜選択される。初期
効率、負荷特性、サイクル特性などの電池特性の向上の観点から、負極活物質の体積平均
粒子径は、好ましくは１μｍ以上、より好ましくは５μｍ以上であり、好ましくは５０μ
ｍ以下、より好ましくは３０μｍ以下である。
【０１３８】
　電極合剤層は、電極活物質の他に、電極用バインダーを含むことが好ましい。電極用バ
インダーを含むことにより、電極中の電極合剤層の結着性が向上し、電極の撒回時等の工
程においてかかる機械的な力に対する強度が上がる。また、電極中の電極合剤層が集電体
及び多孔膜から剥がれにくくなることから、剥れた脱離物による短絡の危険性が小さくな
る。
【０１３９】
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　電極用バインダーとしては、例えば重合体を用いうる。例えば、ポリエチレン、ポリテ
トラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、テトラフルオ
ロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体（ＦＥＰ）、ポリアクリル酸誘導体、ポ
リアクリロニトリル誘導体などを用いてもよい。さらに、例えば多孔膜用の特定重合体及
び粒子状バインダーと同様の重合体を用いてもよい。
【０１４０】
　さらに、以下に例示する軟質重合体も電極用バインダーとして使用してもよい。すなわ
ち、軟質重合体としては、例えば、
（ｉ）ポリブチルアクリレート、ポリブチルメタクリレート、ポリヒドロキシエチルメタ
クリレート、ポリアクリルアミド、ポリアクリロニトリル、ブチルアクリレート・スチレ
ン共重合体、ブチルアクリレート・アクリロニトリル共重合体、ブチルアクリレート・ア
クリロニトリル・グリシジルメタクリレート共重合体などの、アクリル酸またはメタクリ
ル酸誘導体の単独重合体またはそれと共重合可能な単量体との共重合体である、アクリル
系軟質重合体；
（ii）ポリイソブチレン、イソブチレン・イソプレンゴム、イソブチレン・スチレン共重
合体などのイソブチレン系軟質重合体；
（iii）ポリブタジエン、ポリイソプレン、ブタジエン・スチレンランダム共重合体、イ
ソプレン・スチレンランダム共重合体、アクリロニトリル・ブタジエン共重合体、アクリ
ロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体、ブタジエン・スチレン・ブロック共重合体
、スチレン・ブタジエン・スチレン・ブロック共重合体、イソプレン・スチレン・ブロッ
ク共重合体、スチレン・イソプレン・スチレン・ブロック共重合体などジエン系軟質重合
体；
（iv）ジメチルポリシロキサン、ジフェニルポリシロキサン、ジヒドロキシポリシロキサ
ンなどのケイ素含有軟質重合体；
（ｖ）液状ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ－１－ブテン、エチレン・α－オレフィ
ン共重合体、プロピレン・α－オレフィン共重合体、エチレン・プロピレン・ジエン共重
合体（ＥＰＤＭ）、エチレン・プロピレン・スチレン共重合体などのオレフィン系軟質重
合体；
（vi）ポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル、ポリステアリン酸ビニル、酢酸ビニル・
スチレン共重合体などビニル系軟質重合体；
（vii）ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、エピクロルヒドリンゴムなど
のエポキシ系軟質重合体；
（viii）フッ化ビニリデン系ゴム、四フッ化エチレン－プロピレンゴムなどのフッ素含有
軟質重合体；
（ix）天然ゴム、ポリペプチド、蛋白質、ポリエステル系熱可塑性エラストマー、塩化ビ
ニル系熱可塑性エラストマー、ポリアミド系熱可塑性エラストマーなどのその他の軟質重
合体；などが挙げられる。これらの軟質重合体は、架橋構造を有したものであってもよく
、また、変性により官能基を導入したものであってもよい。
　また、電極用バインダーは、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の比率で
組み合わせて用いてもよい。
【０１４１】
　電極合剤層における電極用バインダーの量は、電極活物質１００重量部に対して、好ま
しくは０．１重量部以上、より好ましくは０．２重量部以上、特に好ましくは０．５重量
部以上であり、好ましくは５重量部以下、より好ましくは３重量部以下である。電極用バ
インダーの量が前記範囲であることにより、電池反応を阻害せずに、電極から電極活物質
が脱落するのを防ぐことができる。
【０１４２】
　電極合剤層には、本発明の効果を著しく損なわない限り、電極活物質及び電極用バイン
ダー以外にも、任意の成分が含まれていてもよい。その例を挙げると、導電材、補強材な
どが挙げられる。また、任意の成分は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意
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の比率で組み合わせて用いてもよい。
【０１４３】
　導電材としては、例えば、アセチレンブラック、ケッチェンブラック、カーボンブラッ
ク、グラファイト、気相成長カーボン繊維、カーボンナノチューブ等の導電性カーボン；
黒鉛等の炭素粉末；各種金属のファイバー及び箔；などが挙げられる。導電材を用いるこ
とにより、電極活物質同士の電気的接触を向上させることができ、サイクル特性等の電池
特性を改善できる。
【０１４４】
　補強材としては、例えば、各種の無機および有機の球状、板状、棒状または繊維状のフ
ィラーが使用できる。
【０１４５】
　導電材及び補強剤の使用量は、電極活物質１００重量部に対して、それぞれ、通常０重
量部以上、好ましくは１重量部以上であり、好ましくは２０重量部以下、より好ましくは
１０重量部以下である。
【０１４６】
　電極合剤層の厚みは、正極及び負極のいずれも、好ましくは５μｍ以上、より好ましく
は１０μｍ以上であり、好ましくは３００μｍ以下、より好ましくは２５０μｍ以下であ
る。
【０１４７】
　電極合剤層の製造方法は特に制限されない。電極合剤層は、例えば、電極活物質及び溶
媒、並びに、必要に応じて電極用バインダー及び任意の成分を含む電極用スラリー組成物
を集電体上に塗布し、乾燥させて製造しうる。溶媒としては、水及び有機溶媒のいずれも
使用しうる。
【０１４８】
　〔３．３．二次電池用電極が備える多孔膜〕
　本発明の電極は、前記の集電体及び電極合剤層を備える極板上に、上述した多孔膜を備
える。すなわち、本発明の電極は、極板と、極板上に多孔膜組成物を塗布及び乾燥して得
られる多孔膜とを備える。このような電極は、例えば、基材として極板を用いて上述した
多孔膜の製造方法を行うことにより、製造することができる。この際、多孔膜は、極板の
片方の面だけに設けられていてもよく、両方の面に設けられていてもよい。ただし、通常
は、多孔膜が電極合剤層上に設けられるので、本発明の電極は、集電体、電極合剤層及び
多孔膜をこの順に備える。
【０１４９】
　本発明の電極においては、多孔膜が設けられていることにより、電極合剤層からの電極
活物質等の粒子の脱離、電極合剤層の集電体からの剥離、並びに電池の内部短絡を防止す
ることができる。また、本発明の多孔膜組成物を用いて製造された多孔膜はイオン伝導性
に優れるので、本発明の電極を用いることにより、充放電による金属の析出を抑制でき、
高温サイクル特性及び低温出力特性に優れる二次電池を実現できる。
【０１５０】
［４．二次電池用セパレータ］
　本発明の二次電池用セパレータ（以下、適宜「セパレータ」ということがある。）は、
セパレータ基材と多孔膜とを備える。
【０１５１】
　〔４．１．セパレータ基材〕
　セパレータ基材としては、例えば、微細な孔を有する多孔性基材を用いうる。このよう
なセパレータ基材を用いることにより、二次電池において電池の充放電を妨げることなく
短絡を防止することができる。セパレータ基材の具体例を挙げると、ポリエチレン樹脂、
ポリプロピレン樹脂等のポリオレフィン樹脂、芳香族ポリアミド樹脂などを含む微孔膜ま
たは不織布などが挙げられる。
【０１５２】
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　セパレータ基材の厚みは、好ましくは０．５μｍ以上、より好ましくは１μｍ以上であ
り、好ましくは４０μｍ以下、より好ましくは３０μｍ以下、特に好ましくは１０μｍ以
下である。この範囲であると二次電池内でのセパレータ基材による抵抗が小さくなり、ま
た、電池製造時の作業性に優れる。
【０１５３】
　〔４．２．二次電池用セパレータが備える多孔膜〕
　本発明のセパレータは、セパレータ基材上に上述した多孔膜を備える。すなわち、本発
明のセパレータは、セパレータ基材と、前記セパレータ基材上に多孔膜組成物を塗布及び
乾燥して得られる多孔膜とを備える。このようなセパレータは、例えば、基材としてセパ
レータ基材を用いて上述した多孔膜の製造方法を行うことにより、製造することができる
。この際、多孔膜は、セパレータ基材の片方の面だけに設けられていてもよく、両方の面
に設けられていてもよい。
【０１５４】
　本発明のセパレータにおいては、多孔膜が設けられていることにより、異物によるセパ
レータ基材の破損、並びに、熱によるセパレータ基材の収縮を防止できるので、内部短絡
を防止して電池の安全性を高めることができる。また、本発明の多孔膜組成物を用いて製
造された多孔膜は、イオン伝導性に優れるので、本発明のセパレータを用いることにより
、充放電による金属の析出を抑制でき、高温サイクル特性及び低温出力特性に優れる二次
電池を実現できる。
【０１５５】
［５．二次電池］
　本発明の二次電池は、正極、負極及び電解液を備える。また、本発明の二次電池は、下
記の要件（Ａ）を満たすか、要件（Ｂ）を満たすか、要件（Ａ）及び（Ｂ）の両方を満た
す。
（Ａ）正極及び負極の少なくとも一方が、本発明の電極である。
（Ｂ）セパレータを備え、且つ、そのセパレータが本発明のセパレータである。
【０１５６】
　〔５．１．電極〕
　本発明の二次電池は、原則として、正極及び負極の一方又は両方として、本発明の電極
を備える。ただし、本発明の二次電池がセパレータとして本発明のセパレータを備える場
合には、正極及び負極の両方として本発明の電極以外の電極を備えていてもよい。
【０１５７】
　〔５．２．セパレータ〕
　本発明の二次電池は、原則として、セパレータとして本発明のセパレータを備える。た
だし、本発明の二次電池が正極及び負極の少なくとも一方として本発明の電極を備える場
合には、セパレータとして本発明のセパレータ以外のセパレータを備えていてもよい。ま
た、本発明の電極が備える多孔膜はセパレータとしての機能を有するので、本発明の電極
を備える二次電池においてはセパレータを省略してもよい。　
【０１５８】
　〔５．３．電解液〕
　電解液としては、例えば、非水系の溶媒に支持電解質としてリチウム塩を溶解したもの
を使用しうる。リチウム塩としては、例えば、ＬｉＰＦ６、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＢＦ４、
ＬｉＳｂＦ６、ＬｉＡｌＣｌ４、ＬｉＣｌＯ４、ＣＦ３ＳＯ３Ｌｉ、Ｃ４Ｆ９ＳＯ３Ｌｉ
、ＣＦ３ＣＯＯＬｉ、（ＣＦ３ＣＯ）２ＮＬｉ、（ＣＦ３ＳＯ２）２ＮＬｉ、（Ｃ２Ｆ５

ＳＯ２）ＮＬｉなどが挙げられる。特に溶媒に溶けやすく高い解離度を示すＬｉＰＦ６、
ＬｉＣｌＯ４、ＣＦ３ＳＯ３Ｌｉは好適に用いられる。これらは１種類を単独で用いても
よく、２種類以上を任意の比率で組み合わせて用いてもよい。
【０１５９】
　支持電解質の量は、電解液に対して、好ましくは１重量％以上、より好ましくは５重量
％以上であり、好ましくは３０重量％以下、より好ましくは２０重量％以下である。支持
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電解質の量をこの範囲に収めることにより、イオン導電度を高くして、二次電池の充電特
性及び放電特性を良好にできる。
【０１６０】
　電解液の溶媒としては、支持電解質を溶解させられるものを用いうる。溶媒としては、
例えば、ジメチルカーボネート（ＤＭＣ）、エチレンカーボネート（ＥＣ）、ジエチルカ
ーボネート（ＤＥＣ）、プロピレンカーボネート（ＰＣ）、ブチレンカーボネート（ＢＣ
）、メチルエチルカーボネート（ＭＥＣ）等のアルキルカーボネート類；γ－ブチロラク
トン、ギ酸メチル等のエステル類；１，２－ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン等の
エーテル類；スルホラン、ジメチルスルホキシド等の含硫黄化合物類；などが用いられる
。特に高いイオン伝導性が得易く、使用温度範囲が広いため、ジメチルカーボネート、エ
チレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジエチルカーボネート及びメチルエチル
カーボネートが好ましい。溶媒は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の比
率で組み合わせて用いてもよい。
【０１６１】
　また、電解液は必要に応じて添加剤を含有しうる。添加剤としては、例えばビニレンカ
ーボネート（ＶＣ）などのカーボネート系の化合物が好ましい。添加剤は、１種類を単独
で用いてもよく、２種類以上を任意の比率で組み合わせて用いてもよい。
【０１６２】
　〔５．４．二次電池の製造方法〕
　本発明の二次電池の製造方法としては、例えば、正極と負極とをセパレータを介して重
ね合わせ、これを電池形状に応じて、巻く、折るなどして電池容器に入れ、電池容器に電
解液を注入して封口する方法が挙げられる。また、必要に応じて、ヒューズ、ＰＴＣ素子
等の過電流防止素子、リード板、エキスパンドメタルなどを入れ、過充放電の防止、電池
内部の圧力上昇の防止をしてもよい。電池の形状は、例えば、ラミネート型、コイン型、
ボタン型、シート型、円筒型、角形、扁平型など、何れであってもよい。
【実施例】
【０１６３】
　以下、実施例を示して本発明について具体的に説明する。ただし、本発明は以下に示す
実施例に限定されるものではなく、本発明の特許請求の範囲及びその均等の範囲を逸脱し
ない範囲において任意に変更して実施しうる。
　以下の説明において、量を表す「％」及び「部」は、別に断らない限り重量基準である
。また、以下に説明する操作は、別に断らない限り、常温及び常圧の条件において行った
。
【０１６４】
［評価方法］
〔１．リチウム金属の析出量の測定方法〕
　実施例及び比較例において製造したラミネート型セルのリチウムイオン二次電池を、２
５℃の環境下で２４時間静置させた。その後、そのリチウムイオン二次電池を、－１０℃
の環境下で、４．２Ｖ、１Ｃ、１時間の充電の操作を行った。その後、室温、アルゴン１
００％環境下のグローブボックス内で、リチウムイオン二次電池から負極を取り出した。
取り出した負極を観察して、リチウム金属が析出している面積Ｓ（ｃｍ２）を測定した。
　測定された面積を、下記の評価基準にて評価した。リチウム金属が析出している面積が
小さいほど、充放電によるリチウム金属の析出が少なく、負極が電解液中のリチウムイオ
ンを円滑に受け入れることが可能であることを示す。
【０１６５】
　（リチウム金属の析出量の評価基準）
　　　　　Ａ：０≦Ｓ＜１（ｃｍ２）
　　　　　Ｂ：１≦Ｓ＜５（ｃｍ２）
　　　　　Ｃ：５≦Ｓ＜１０（ｃｍ２）
　　　　　Ｄ：１０≦Ｓ＜１５（ｃｍ２）
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　　　　　Ｅ：１５≦Ｓ＜２０（ｃｍ２）
　　　　　Ｆ：２０≦Ｓ≦２５（ｃｍ２）
【０１６６】
〔２．多孔膜と電極合剤層とのピール強度〕
　実施例において製造した多孔膜を備える電極を、長さ１００ｍｍ、幅１０ｍｍの長方形
に切り出して、試験片を得た。この試験片を、多孔膜の表面を下にして、多孔膜の表面に
セロハンテープを貼り付けた。この際、セロハンテープとしてはＪＩＳ　Ｚ１５２２に規
定されるものを用いた。また、セロハンテープは水平な試験台に固定しておいた。その後
、集電体の一端を鉛直上方に引張り速度５０ｍｍ／分で引っ張って剥がしたときの応力を
測定した。この測定を３回行い、応力の平均値を求めて、当該平均値をピール強度とした
。
　測定されたピール強度を、下記の評価基準にて評価した。測定されたピール強度が大き
いほど、多孔膜と電極合剤層との結着力が大きいことを示す。すなわち、測定されたピー
ル強度が大きいほど、密着強度が大きいことを示す。
【０１６７】
　（ピール強度の評価基準）
　　　　　Ａ：１０Ｎ／ｍ以上
　　　　　Ｂ：８Ｎ／ｍ以上１０Ｎ／ｍ未満
　　　　　Ｃ：６Ｎ／ｍ以上８Ｎ／ｍ未満
　　　　　Ｄ：４Ｎ／ｍ以上６Ｎ／ｍ未満
　　　　　Ｅ：４Ｎ／ｍ未満
【０１６８】
〔３．多孔膜とセパレータ基材とのピール強度〕
　実施例において製造した多孔膜を備えるリチウムイオン二次電池用セパレータを、長さ
１００ｍｍ、幅１０ｍｍの長方形に切り出して、試験片を得た。この試験片を、多孔膜の
表面を下にして、多孔膜の表面にセロハンテープを貼り付けた。この際、セロハンテープ
としてはＪＩＳ　Ｚ１５２２に規定されるものを用いた。また、セロハンテープは水平な
試験台に固定しておいた。その後、セパレータの一端を鉛直上方に引張り速度５０ｍｍ／
分で引っ張って剥がしたときの応力を測定した。この測定を３回行い、応力の平均値を求
めて、当該平均値をピール強度とした。
　測定されたピール強度を、下記の評価基準にて評価した。測定されたピール強度が大き
いほど、多孔膜とセパレータ基材との結着力が大きいことを示す。すなわち、測定された
ピール強度が大きいほど、密着強度が大きいことを示す。
【０１６９】
　（ピール強度の評価基準）
　　　　　Ａ：１００Ｎ／ｍ以上
　　　　　Ｂ：８０Ｎ／ｍ以上１００Ｎ／ｍ未満
　　　　　Ｃ：６０Ｎ／ｍ以上８０Ｎ／ｍ未満
　　　　　Ｄ：４０Ｎ／ｍ以上６０Ｎ／ｍ未満
　　　　　Ｅ：４０Ｎ／ｍ未満
【０１７０】
〔４．高温サイクル特性の評価方法〕
　実施例及び比較例において製造したラミネート型セルのリチウムイオン二次電池を、２
５℃の環境下で２４時間静置させた。その後、そのリチウムイオン二次電池に、２５℃の
環境下で、１Ｃで４．２Ｖまで充電を行い、１Ｃで３．０Ｖまで放電を行う充放電の操作
を行い、初期容量Ｃ０を測定した。さらに、そのリチウムイオン二次電池に、６０℃環境
下で、同様の条件で充放電を繰り返し、１０００サイクル後の容量Ｃ２を測定した。得ら
れた初期容量Ｃ０及び１０００サイクル後の容量Ｃ２から容量維持率ΔＣ＝Ｃ２／Ｃ０×
１００（％）を計算した。
　計算された容量維持率ΔＣを用いて、下記の評価基準によって高温サイクル特性を評価
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した。容量維持率ΔＣの値が大きいほど、リチウムイオン二次電池が高温サイクル特性に
優れ、長寿命であることを示す。
【０１７１】
　（容量維持率ΔＣの評価基準）
　　　　　Ａ：９５％以上
　　　　　Ｂ：９０％以上９５％未満
　　　　　Ｃ：８５％以上９０％未満
　　　　　Ｄ：８０％以上８５％未満
　　　　　Ｅ：８０％未満
【０１７２】
〔５．低温出力特性の評価方法〕
　実施例及び比較例において製造したラミネート型セルのリチウムイオン二次電池を、２
５℃の環境下で２４時間静置させた。その後、そのリチウムイオン二次電池に、２５℃の
環境下で、０．１Ｃで４．２Ｖまで５時間の充電を行い、その時の電圧Ｖ０を測定した。
その後、そのリチウムイオン二次電池に、－１０℃環境下で、１Ｃの放電レートにて放電
の操作を行い、放電開始１５秒後の電圧Ｖ１を測定した。得られた電圧Ｖ０及びＶ１から
電圧降下ΔＶ＝Ｖ０－Ｖ１を計算した。
　計算された電圧降下ΔＶを用いて、下記の評価基準によって低温出力特性を評価した。
電圧降下ΔＶの値が小さいほど、低温出力特性に優れることを示す。
【０１７３】
　（電圧降下ΔＶの評価基準）
　　　　　Ａ：　２００ｍＶ未満
　　　　　Ｂ：　２００ｍＶ以上４００ｍＶ未満
　　　　　Ｃ：　４００ｍＶ以上６００ｍＶ未満
　　　　　Ｄ：　６００ｍＶ以上８００ｍＶ未満
　　　　　Ｅ：　８００ｍＶ以上１０００ｍＶ未満
　　　　　Ｆ：　１０００ｍＶ以上
【０１７４】
〔６．イオン伝導度の測定方法〕
　実施例及び比較例において用いた非導電性粒子の粉体を、直径１２ｍｍ、圧力２０ｋＮ
で圧粉成形し、厚みｄ（ｍｍ）の粉体ペレットを得た。このペレットを銅箔で形成された
集電体で挟み、２５℃の電解液に浸漬した。この電解液は、濃度１．０ｍｏｌ／ＬのＬｉ
ＰＦ６溶液であり、その溶媒はエチレンカーボネート及びジエチルカーボネートの混合溶
媒（ＥＣ／ＤＥＣ＝１／２；体積比）である。浸漬したペレットについて、０．００１Ｈ
ｚ～１００００００Ｈｚにおける交流インピーダンスを測定し、その測定値から抵抗Ｒを
計算した。さらに、ペレットの厚みｄと抵抗Ｒから、イオン伝導度＝Ｒ×１／ｄを求めた
。
【０１７５】
〔７．多孔膜組成物の表面張力の測定方法〕
　実施例及び比較例において製造した多孔膜組成物の表面張力は、自動表面張力計（協和
界面科学株式会社製「ＤＹ－３００」）を用い、白金プレート法により測定した。
【０１７６】
〔８．多孔膜組成物の分散安定性の評価方法〕
　実施例及び比較例で製造した多孔膜組成物について、Ｂ型粘度計により、２５℃、回転
数６０ｒｐｍにおける粘度η０を測定した。
　その後、多孔膜組成物を２５℃で３日間静置した後、再び前記と同様にして粘度η１を
測定した。
　測定された粘度η０及び粘度η１から、粘度変化率＝｛（η１－η０）／η０｝×１０
０（％）を計算した。計算された粘度変化率を用いて、下記の評価基準によって多孔膜組
成物の分散安定性を評価した。粘度変化率が小さいほど、その多孔膜組成物は経時的に粘
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度変化を生じ難く、分散安定性に優れることを示す。
【０１７７】
　（粘度変化率の評価基準）
　　　　　Ａ：　２０％未満
　　　　　Ｂ：　２０％以上５０％未満
　　　　　Ｃ：　５０％以上１００％未満
　　　　　Ｄ：　１００％以上
【０１７８】
［実施例１］
〔１－１．水溶性重合体の製造〕
　攪拌機付き５ＭＰａ耐圧容器に、メタクリル酸（エチレン性不飽和カルボン酸単量体）
３０部、エチルアクリレート（（メタ）アクリル酸エステル単量体）６１．７部、２，２
，２－トリフルオロエチルメタクリレート（フッ素含有（メタ）アクリル酸エステル単量
体）７．５部、エチレンジメタクリレート（架橋性単量体）０．８部、ポリオキシアルキ
レンアルケニルエーテル硫酸アンモニウム（反応性界面活性剤）１部、ｔ－ドデシルメル
カプタン０．６部、イオン交換水１５０部、及び過硫酸カリウム（重合開始剤）１．０部
を入れ、十分に攪拌した後、６０℃に加温して重合を開始した。重合転化率が９６％にな
った時点で冷却し反応を停止して、水溶性重合体を含む混合物を得た。上記水溶性重合体
を含む混合物に、１０％アンモニア水を添加してｐＨ８に調整し、水溶性重合体を水に溶
解させて、所望の水溶性重合体を含む水溶液を得た。
【０１７９】
〔１－２．粒子状バインダーの製造〕
　攪拌機付き５ＭＰａ耐圧容器に、１，３－ブタジエン３３．５部、イタコン酸３．０部
、スチレン６２．５部、２－ヒドロキシエチルアクリレート１部、乳化剤としてドデシル
ベンゼンスルホン酸ナトリウム０．４部、イオン交換水１５０部及び重合開始剤として過
硫酸カリウム０．５部を入れ、十分に攪拌した後、５０℃に加温して重合を開始した。重
合転化率が９６％になった時点で冷却し反応を停止して、粒子状バインダー（ＳＢＲ）を
含む混合物を得た。この粒子状バインダーを含む混合物に、５％水酸化ナトリウム水溶液
を添加して、ｐＨ８に調整した。その後、加熱減圧蒸留によって、この粒子状バインダー
を含む混合物の未反応単量体の除去を行った。その後、３０℃以下まで冷却し、所望の粒
子状バインダーを含む水分散液を得た。
【０１８０】
〔１－３．負極用スラリー組成物の製造〕
　ディスパー付きのプラネタリーミキサーに、シリコン含有活物質としてＳｉＯｘ（平均
粒子径：５μｍ）１００部、導電材としてアセチレンブラック（電気化学工業社製「ＨＳ
－１００」）を１．０部、前記工程〔１－１〕の水溶性重合体を含む水溶液を固形分相当
で２．０部入れ、更にイオン交換水を加えて固形分濃度を７５％に調整した後、２５℃で
６０分間混合した。次に、イオン交換水を更に加えて固形分濃度を６５％に調整した後、
さらに２５℃で１５分間混合して、混合液を得た。この混合液に、前記工程〔１－２〕の
粒子状バインダーを含む水分散液を固形分相当で２．０部加え、更にイオン交換水を加え
て最終固形分濃度が５６％となるように調整し、１０分間混合した。これを減圧下で脱泡
処理して、流動性の良い負極用スラリー組成物を得た。
　このスラリー組成物の、ＪＩＳ　Ｋ５４００　粒ゲージ法による分散度に準拠して測定
される、粒が現れ始めるシリコン含有活物質の粒子径は、１０μｍ以下であった。この粒
子径が前記のように小さいことから、スラリー組成物を基材に塗布してスラリー組成物の
膜を形成する際に、その膜の表面を均一にできることが確認された。
【０１８１】
〔１－４．負極の製造〕
　前記工程〔１－３〕で得られた負極用スラリー組成物を、コンマコーターで、集電体で
ある厚さ２０μｍの銅箔の上に、乾燥後の膜厚が１５０μｍ程度になるように塗布し、乾
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燥させた。この乾燥は、銅箔を０．５ｍ／分の速度で６０℃のオーブン内を２分間かけて
搬送することにより行った。その後、１２０℃にて２分間加熱処理して、プレス前の負極
原反を得た。このプレス前の負極原反をロールプレスで圧延して、負極合剤層の厚みが８
０μｍの、プレス後の負極を得た。
【０１８２】
〔１－５．正極用スラリー組成物の製造〕
　正極活物質として体積平均粒子径１２μｍのＬｉＣｏＯ２を１００部、導電材としてア
セチレンブラック（電気化学工業社製「ＨＳ－１００」）を２部、及びバインダーとして
ＰＶＤＦ（クレハ社製、＃７２０８）を固形分相当で２部を混合し、さらにＮ－メチルピ
ロリドン（ＮＭＰ）を加えて全固形分濃度を７０％に調整した。これをプラネタリーミキ
サーにより混合し、正極用スラリー組成物を得た。
【０１８３】
〔１－６．正極の製造〕
　前記工程〔１－５〕の正極用スラリー組成物を、コンマコーターで、集電体である厚さ
２０μｍのアルミニウム箔の上に、乾燥後の膜厚が１５０μｍ程度になるように塗布し、
乾燥させた。この乾燥は、銅箔を０．５ｍ／分の速度で６０℃のオーブン内を２分間かけ
て搬送することにより行った。その後、１２０℃にて２分間加熱処理して、正極を得た。
【０１８４】
〔１－７．非導電性粒子の製造〕
　原料として（ＮＨ４）Ｈ２ＰＯ４、Ａｌ（ＰＯ３）３、Ｌｉ２ＣＯ３、ＳｉＯ２及びＴ
ｉＯ２を用意した。これらを、酸化物換算のｍｏｌ％で、Ｐ２Ｏ５が３５．０％、Ａｌ２

Ｏ３が７．５％、Ｌｉ２Ｏが１５．０％、ＴｉＯ２が３８．０％、及びＳｉＯ２が４．５
％との組成になるように秤量した。秤量した原料を均一に混合した後に、白金ポットに入
れ、電気炉中１５００℃で撹拌しながら２時間加熱し、熔解させて、ガラス融液を得た。
その後、ガラス融液を水中に直接キャストし、母ガラスを得た。この母ガラスに９５０℃
で１２時間の熱処理を行うことにより、ガラスセラミックスを得た。
【０１８５】
　得られたガラスセラミックスの結晶相を粉末Ｘ線回折法により測定したところ、Ｌｉ（

１＋ｘ＋ｙ）ＡｌｘＴｉ（２－ｘ）ＳｉｙＰ（３－ｙ）Ｏ１２（０≦ｘ≦０．４、０＜ｙ
≦０．６）が主結晶相であることが確認された。また、得られたガラスセラミックスのイ
オン伝導度を２５℃の室温において測定したところ、１．６×１０－３Ｓ・ｃｍ－１であ
った。
【０１８６】
　このガラスセラミックスを、遊星ボールミルを用いて粉砕した後に分級を行ない、体積
平均粒子径７μｍの非導電性粒子として、高いリチウムイオン伝導度を有するガラスセラ
ミックス粉体Ａを得た。
【０１８７】
〔１－８．多孔膜組成物の製造〕
　前記工程〔１－７〕のガラスセラミックス粉体Ａを１００部、重合体として前記工程〔
１－１〕の水溶性重合体を含む水溶液を固形分相当で２．５部、カルボキシメチルセルロ
ースナトリウム塩（ダイセル社製「１２２０」）２部、及び、前記工程〔１－２〕の粒子
状バインダーを含む水分散液を固形分相当で２部となるように採って混合し、更に水を加
えて固形分濃度が４０質量％になるように混合して、スラリー状の多孔膜組成物を製造し
た。この多孔膜組成物の表面張力を測定したところ、４２．５ｍＮ／ｍであった。また、
この多孔膜組成物について、上述した要領で粘度変化率を測定した。
【０１８８】
〔１－９．多孔膜の製造〕
　セパレータ基材として、単層のポリプロピレン製セパレータ（セルガード社製「セルガ
ード２５００」）を用意した。このセパレータ基材上に、前記工程〔１－８〕の多孔膜組
成物を、グラビアコーターで、乾燥後の塗布量が６ｍｇ／ｃｍ２となるように塗布し、乾
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燥させた。この乾燥は、セパレータ基材を２０ｍ／分の速度で６０℃のオーブン内を１分
間かけて搬送することにより行った。これにより、セパレータ基材上に多孔膜を備えるリ
チウムイオン二次電池用セパレータを得た。
　得られたリチウムイオン二次電池用セパレータについて、上述した要領で、セパレータ
基材と多孔膜とのピール強度を測定した。
【０１８９】
〔１－１０．リチウムイオン二次電池の製造〕
　電池の外装として、アルミニウム包材外装を用意した。前記工程〔１－６〕で得た正極
を、４×４ｃｍ２の正方形に切り出し、集電体側の表面がアルミニウム包材外装に接する
ように配置した。前記工程〔１－９〕で得たセパレータを、５×５ｃｍ２正方形に切り出
し、前記正極の正極合剤層の面上に、配置した。さらに、前記工程〔１－４〕で得たプレ
ス後の負極を、４．２×４．２ｃｍ２の正方形に切り出し、これをセパレータ上に、負極
の負極合剤層側の面がセパレータに向かい合うように配置した。このアルミニウム包材外
装に、電解液（溶媒：ＥＣ／ＤＥＣ／ＶＣ＝６８．５／３０／１．５体積比、電解質：濃
度１ＭのＬｉＰＦ６）を空気が残らないように注入した。さらに、アルミニウム包材の開
口を密封するために、１５０℃のヒートシールをしてアルミニウム外装を閉口し、リチウ
ムイオン二次電池を製造した。
　得られたリチウムイオン二次電池について、上述した要領でリチウム金属の析出量、容
量維持率ΔＣ及び電圧降下ΔＶを測定した。
【０１９０】
［実施例２］
　メタクリル酸の量を２２部に変更し、エチルアクリレートの量を５３．７部に変更した
こと以外は前記工程〔１－１〕と同様にして、水溶性重合体を含む水溶液を得た。
　前記工程〔１－８〕において、実施例２で製造したこの水溶性重合体を含む水溶液を、
前記工程〔１－１〕の水溶性重合体を含む水溶液の代わりに用いた。
　以上の事項以外は実施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池の製造及び評価を行
った。
【０１９１】
［実施例３］
　メタクリル酸の量を４８部に変更し、エチルアクリレートの量を４９．７部に変更した
こと以外は前記工程〔１－１〕と同様にして、水溶性重合体を含む水溶液を得た。
　前記工程〔１－８〕において、実施例３で製造したこの水溶性重合体を含む水溶液を、
前記工程〔１－１〕の水溶性重合体を含む水溶液の代わりに用いた。
　以上の事項以外は実施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池の製造及び評価を行
った。
【０１９２】
［実施例４］
　エチルアクリレートの量を６２．３部に変更し、エチレンジメタクリレートの量を０．
２部に変更したこと以外は前記工程〔１－１〕と同様にして、水溶性重合体を含む水溶液
を得た。
　前記工程〔１－８〕において、実施例４で製造したこの水溶性重合体を含む水溶液を、
前記工程〔１－１〕の水溶性重合体を含む水溶液の代わりに用いた。
　以上の事項以外は実施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池の製造及び評価を行
った。
【０１９３】
［実施例５］
　エチルアクリレートの量を６０．７部に変更し、エチレンジメタクリレートの量を１．
８部に変更したこと以外は前記工程〔１－１〕と同様にして、水溶性重合体を含む水溶液
を得た。
　前記工程〔１－８〕において、実施例５で製造したこの水溶性重合体を含む水溶液を、
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前記工程〔１－１〕の水溶性重合体を含む水溶液の代わりに用いた。
　以上の事項以外は実施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池の製造及び評価を行
った。
【０１９４】
［実施例６］
　反応性界面活性剤としてポリオキシアルキレンアルケニルエーテル硫酸アンモニウムの
代わりにポリオキシアルキレンアルケニルエーテルを用いたこと以外は前記工程〔１－１
〕と同様にして、水溶性重合体を含む水溶液を得た。
　前記工程〔１－８〕において、実施例６で製造したこの水溶性重合体を含む水溶液を、
前記工程〔１－１〕の水溶性重合体を含む水溶液の代わりに用いた。
　以上の事項以外は実施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池の製造及び評価を行
った。
【０１９５】
［実施例７］
　原料として（ＮＨ４）Ｈ２ＰＯ４、Ａｌ（ＰＯ３）３、Ｌｉ２ＣＯ３、ＳｉＯ２及びＴ
ｉＯ２を用意した。これらを、酸化物換算のｍｏｌ％で、Ｐ２Ｏ５が２７．０％、Ａｌ２

Ｏ３が５．５％、Ｌｉ２Ｏが１８．０％、ＴｉＯ２が４３．０％、及びＳｉＯ２が６．５
％となるように秤量した。秤量した原料を均一に混合した後に、白金ポットに入れ、電気
炉中１５００℃で撹拌しながら２時間加熱し、熔解させて、ガラス融液を得た。その後、
ガラス融液を水中に直接キャストし、母ガラスを得た。この母ガラスを９５０℃で１２時
間の熱処理を行うことにより、ガラスセラミックスを得た。
【０１９６】
　得られたガラスセラミックスの結晶相を粉末Ｘ線回折法により測定したところ、Ｌｉ（

１＋ｘ＋ｙ）ＡｌｘＴｉ（２－ｘ）ＳｉｙＰ（３－ｙ）Ｏ１２（０≦ｘ≦０．４、０＜ｙ
≦０．６）が主結晶相であることが確認された。また、得られたガラスセラミックスのイ
オン伝導度を２５℃の室温において測定したところ、２．５×１０－３Ｓ・ｃｍ－１であ
った。
【０１９７】
　このガラスセラミックスを、遊星ボールミルを用いて粉砕した後に分級を行ない、体積
平均粒子径１０μｍの非導電性粒子として、高いリチウムイオン伝導度を有するガラスセ
ラミックス粉体Ｂを得た。
【０１９８】
　前記工程〔１－８〕において、ガラスセラミックス粉体Ａの代わりに前記のガラスセラ
ミックス粉体Ｂを用いた。
　以上の事項以外は実施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池の製造及び評価を行
った。
【０１９９】
［実施例８］
　原料として（ＮＨ４）Ｈ２ＰＯ４、Ａｌ（ＰＯ３）３、Ｌｉ２ＣＯ３、ＳｉＯ２及びＴ
ｉＯ２を用意した。これらを、酸化物換算のｍｏｌ％で、Ｐ２Ｏ５が２４．０％、Ａｌ２

Ｏ３が７．５％、Ｌｉ２Ｏが２０．０％、ＴｉＯ２が３９．０％、及びＳｉＯ２が９．５
％となるように秤量した。秤量した原料を均一に混合した後に、白金ポットに入れ、電気
炉中１５００℃で撹拌しながら２時間加熱し、熔解させて、ガラス融液を得た。その後、
ガラス融液を水中に直接キャストし、母ガラスを得た。この母ガラスを９５０℃で１２時
間の熱処理を行うことにより、目的のガラスセラミックスを得た。
【０２００】
　得られたガラスセラミックスの結晶相を粉末Ｘ線回折法により測定したところ、Ｌｉ（

１＋ｘ＋ｙ）ＡｌｘＴｉ（２－ｘ）ＳｉｙＰ（３－ｙ）Ｏ１２（０≦ｘ≦０．４、０＜ｙ
≦０．６）が主結晶相であることが確認された。また、得られたガラスセラミックスのイ
オン伝導度を２５℃の室温において測定したところ、３．１×１０－３Ｓ・ｃｍ－１であ
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った。
【０２０１】
　このガラスセラミックスを、遊星ボールミルを用いて粉砕した後に分級を行ない、体積
平均粒子径４μｍの非導電性粒子として、高いリチウムイオン伝導度を有するガラスセラ
ミックス粉体Ｃを得た。
【０２０２】
　前記工程〔１－８〕において、ガラスセラミックス粉体Ａの代わりに前記のガラスセラ
ミックス粉体Ｃを用いた
　以上の事項以外は実施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池の製造及び評価を行
った。
【０２０３】
［実施例９］
　前記工程〔１－４〕で製造したプレス後の負極の負極合剤層上に、前記工程〔１－８〕
で製造した多孔膜組成物を、グラビアコーターで、乾燥後の塗布量が６ｍｇ／ｃｍ２とな
るように塗布し、乾燥させた。この乾燥は、銅箔を２０ｍ／分の速度で１００℃のオーブ
ン内を１分間かけて搬送することにより行った。これにより、集電体及び負極合剤層を備
えた極板上に多孔膜を備える負極を得た。
　得られた負極について、上述した要領で、多孔膜と負極合剤層とのピール強度を測定し
た。
【０２０４】
　前記工程〔１－１０〕において、セパレータとして単層のポリプロピレン製セパレータ
（セルガード社製「セルガード２５００」）を用い、さらに、負極として実施例９で製造
した前記多孔膜を備える負極を用いた。
　以上の事項以外は実施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池の製造及び評価を行
った。
【０２０５】
［実施例１０］
　前記工程〔１－８〕において、水溶性重合体を含む水溶液の量を固形分相当で０．３部
に変更した。
　以上の事項以外は実施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池の製造及び評価を行
った。
【０２０６】
［実施例１１］
　前記工程〔１－８〕において、水溶性重合体を含む水溶液の量を固形分相当で４．７部
に変更した。
　以上の事項以外は実施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池の製造及び評価を行
った。
【０２０７】
［実施例１２］
　１，３－ブタジエン、イタコン酸、スチレン及び２－ヒドロキシエチルアクリレートの
代わりに、２－エチルヘキシルアクリレート９５部、アクリロニトリル２部、メタクリル
酸２部及びＮ－メチロールアクリルアミド１部を単量体として用いたこと以外は前記工程
〔１－２〕と同様にして、粒子状バインダーを含む水分散液を得た。
　前記工程〔１－８〕において、実施例１２で製造したこの粒子状バインダーを含む水分
散液を、前記工程〔１－２〕の粒子状バインダーを含む水分散液の代わりに用いた。
　以上の事項以外は実施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池の製造及び評価を行
った。
【０２０８】
［実施例１３］
　１，３－ブタジエンの量を２９部に変更し、スチレンの量を６７部に変更したこと以外
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は前記工程〔１－２〕と同様にして、粒子状バインダーを含む水分散液を得た。
　前記工程〔１－８〕において、実施例１３で製造したこの粒子状バインダーを含む水分
散液を、前記工程〔１－２〕の粒子状バインダーを含む水分散液の代わりに用いた。
　以上の事項以外は実施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池の製造及び評価を行
った。
【０２０９】
［実施例１４］
　前記工程〔１－７〕のガラスセラミックス粉体Ａを１００部、及び、重合体として前記
工程〔１－１〕の水溶性重合体を含む水溶液を固形分相当で２．５部となるように採って
混合し、溶媒置換により水をＮ－メチルピロリドンに置換して、固形分濃度が４０質量％
のスラリー状の多孔膜組成物を製造した。この多孔膜組成物の表面張力を測定したところ
、３２．５ｍＮ／ｍであった。また、この多孔膜組成物について、上述した要領で粘度変
化率を測定した。
【０２１０】
　前記工程〔１－９〕において、前記工程〔１－８〕の多孔膜組成物の代わりに実施例１
４で製造した前記多孔膜組成物を用いた。
　以上の事項以外は実施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池の製造及び評価を行
った。
【０２１１】
［実施例１５］
　前記工程〔１－７〕のガラスセラミックス粉体Ａを１００部、重合体として前記工程〔
１－１〕の水溶性重合体を含む水溶液を固形分相当で２．５部、及び、ポリフッ化ビニリ
デンを２部となるように採って混合し、溶媒置換により水をＮ－メチルピロリドンに置換
して、固形分濃度が４０質量％のスラリー状の多孔膜組成物を製造した。この多孔膜組成
物の表面張力を測定したところ、２５．８ｍＮ／ｍであった。また、この多孔膜組成物に
ついて、上述した要領で粘度変化率を測定した。
【０２１２】
　前記工程〔１－９〕において、前記工程〔１－８〕の多孔膜組成物の代わりに実施例１
５で製造した前記多孔膜組成物を用いた。
　以上の事項以外は実施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池の製造及び評価を行
った。
【０２１３】
［比較例１］
　メタクリル酸の量を１８部に変更し、エチルアクリレートの代わりにブチルアクリレー
ト８２部を用い、２，２，２－トリフルオロエチルメタクリレート及びエチレンジメタク
リレートを使用しないで、ポリオキシアルキレンアルケニルエーテル硫酸アンモニウムの
代わりにドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム１部を用いたこと以外は前記工程〔１－
１〕と同様にして、水溶性重合体を含む水溶液を得た。
　前記工程〔１－８〕において、比較例１で製造したこの水溶性重合体を含む水溶液を、
前記工程〔１－１〕の水溶性重合体を含む水溶液の代わりに用いた。また、前記工程〔１
－８〕において、ガラスセラミックス粉体Ａの代わりにＡｌ２Ｏ３粒子（体積平均粒子径
５μｍ、イオン伝導度５．５×１０－６Ｓ／ｃｍ）を用いた。
　以上の事項以外は実施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池の製造及び評価を行
った。
【０２１４】
［比較例２］
　２，２，２－トリフルオロエチルメタクリレート及びエチレンジメタクリレートを使用
しなかったこと以外は前記工程〔１－１〕と同様にして、水溶性重合体を含む水溶液を得
た。
　前記工程〔１－８〕において、比較例２で製造したこの水溶性重合体を含む水溶液を、
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前記工程〔１－１〕の水溶性重合体を含む水溶液の代わりに用いた。また、前記工程〔１
－８〕において、ガラスセラミックス粉体Ａの代わりにポリスチレン粒子（体積平均粒子
径６．５μｍ、イオン伝導度９．８×１０－７Ｓ／ｃｍ）を用いた。
　以上の事項以外は実施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池の製造及び評価を行
った。
【０２１５】
［比較例３］
　原料として（ＮＨ４）Ｈ２ＰＯ４、Ａｌ（ＰＯ３）３、Ｌｉ２ＣＯ３、ＳｉＯ２及びＴ
ｉＯ２を用意した。これらを、酸化物換算のｍｏｌ％で、Ｐ２Ｏ５が３５．０％、Ａｌ２

Ｏ３が７．５％、Ｌｉ２Ｏが１５．０％、ＴｉＯ２が３８．０％、及びＳｉＯ２が４．５
％となるように秤量した。秤量した原料を均一に混合した後に、白金ポットに入れ、電気
炉中１５００℃で撹拌しながら２時間加熱し、熔解させて、ガラス融液を得た。その後、
ガラス融液を水中に直接キャストし、母ガラスを得た。この母ガラスを１４５０℃で１２
時間の熱処理を行うことにより、ガラスセラミックスを得た。
【０２１６】
　析出したガラスセラミックスの結晶相を粉末Ｘ線回折法により測定したところ、Ｌｉ（

１＋ｘ＋ｙ）ＡｌｘＴｉ（２－ｘ）ＳｉｙＰ（３－ｙ）Ｏ１２（０≦ｘ≦０．４、０＜ｙ
≦０．６）が主結晶相であることが確認された。また、得られたガラスセラミックスのイ
オン伝導度を２５℃の室温において測定したところ、５．５×１０－４Ｓ・ｃｍ－１であ
った。
【０２１７】
　このガラスセラミックスを、遊星ボールミルを用いて粉砕した後に分級を行ない、体積
平均粒子径０．５μｍの非導電性粒子として、リチウムイオン伝導性を有するガラスセラ
ミックス粉体Ｄを得た。
【０２１８】
　メタクリル酸の量を１８部に変更し、エチルアクリレートの代わりにブチルアクリレー
ト８２部を用い、２，２，２－トリフルオロエチルメタクリレート及びエチレンジメタク
リレートを使用しないで、ポリオキシアルキレンアルケニルエーテル硫酸アンモニウムの
代わりにドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム１部を用いたこと以外は前記工程〔１－
１〕と同様にして、水溶性重合体を含む水溶液を得た。
【０２１９】
　前記工程〔１－８〕において、比較例３で製造したこの水溶性重合体を含む水溶液を、
前記工程〔１－１〕の水溶性重合体を含む水溶液の代わりに用いた。また、前記工程〔１
－８〕において、ガラスセラミックス粉体Ａの代わりに前記のガラスセラミックス粉体Ｄ
を用いた。
　以上の事項以外は実施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池の製造及び評価を行
った。
【０２２０】
［結果］
　前記の実施例及び比較例の結果を、下記の表１～表４に示す。
　下記の表１～表４において、略称の意味は以下の通りである。
　単量体Ｉ：エチレン性不飽和カルボン酸単量体
　ＭＡＡ：メタクリル酸
　単量体II：（メタ）アクリル酸エステル単量体
　ＥＡ：エチルアクリレート
　ＢＡ：ブチルアクリレート
　単量体III：フッ素含有（メタ）アクリル酸エステル単量体
　ＴＦＥＭＡ：２，２，２－トリフルオロエチルメタクリレート
　単量体IV：架橋性単量体
　ＥＤＭＡ：エチレンジメタクリレート
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　単量体Ｖ：反応性界面活性剤
　ＰＯＡＡＥＳＡ：ポリオキシアルキレンアルケニルエーテル硫酸アンモニウム
　ＰＯＡＡＥ：ポリオキシアルキレンアルケニルエーテル
　ＳＤＢＳ：ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム
　Ｍｗ：重量平均粒子径
　Ｔｇ：ガラス転移温度
　ＮＭＰ：Ｎ－メチルピロリドン
　ＳＢＲ：スチレンブタジエンゴム
　ＡＣＬ：アクリルゴム
　ＰＶＤＦ：ポリフッ化ビニリデン
【０２２１】
【表１】

【０２２２】
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【表２】

【０２２３】
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【表３】

【０２２４】
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【表４】

【０２２５】
［検討］
　前記の実施例及び比較例から分かるように、本発明の多孔膜組成物は、経時的に粘度変
化を生じ難い。また、本発明の多孔膜組成物を用いて製造された多孔膜を備える二次電池
は、充放電によるリチウム金属の析出を抑制でき、高温サイクル特性及び低温出力特性に
優れる。
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