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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも炭素材料を活物質とする負極と、有機電解液を含有する電解質層と、リチウ
ムを含有するカルコゲン化物を少なくとも活物質とする正極とからなり、
　前記電解質層がイオン伝導化合物とポリマー繊維とを含み、かつ前記炭素材料が、表面
に非晶質炭素を付着させた黒鉛粒子からなり、
　前記イオン伝導性化合物が、以下の一般式
【化２】

（Ｒ1′は水素原子、Ａ1、Ａ2、Ａ3は、３個以上のエチレンオキシド単位（ＥＯ）、もし
くは前記エチレンオキシド単位とプロピレンオキシド単位（ＰＯ）含有の２価の残基であ
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り、ＰＯとＥＯの数はＰＯ／ＥＯ＝０～５の範囲内であり、かつＥＯ＋ＰＯ≧１０である
。）
で示されるイオン伝導性化合物の前駆体を架橋した架橋体を含み、
　前記有機電解液が、エチレンカーボネートを２～５５重量％の含有率で含み、かつＬｉ
塩含有率が３～３５重量％であり、
　前記表面に非晶質炭素を付着させた黒鉛粒子は、５ｍ2／ｇ以下の比表面積を有し、か
つ（００２）面の平均面間隔（ｄ００２）が０．３３５～０．３４０ｎｍ、（００２）面
方向の結晶子厚み（Ｌｃ）が１０ｎｍ以上、（１１０）面方向の結晶子厚み（Ｌａ）が１
０ｎｍ以上であり、
　前記ポリマー繊維が、１～５００ｓｅｃ／ｃｍ3の透気度を有する不織布であり、
　前記電解質層のイオン伝導性化合物と、前記ポリマー繊維との重量比率が９１：９～５
０：５０の範囲であることを特徴とするポリマー電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ポリマー電池に関し、更に詳しくは、周囲温度下で可逆的に作動するイオン伝
導性化合物を用い、特にイオン伝導性化合物と、黒鉛粒子の表面に非晶質炭素を付着させ
た炭素材料を活物質とする負極とを用いたポリマー電池に関するものである。
【０００２】
【従来技術および発明が解決しようとする課題】
現在市販されているリチウム一次電池やリチウム二次電池などの非水電解液電池の電解質
として、一般的に有機溶媒に電解質塩を溶解した有機電解液が用いられているが、この有
機電解液は、部品外部への液漏れ、電極物質の溶出、揮発などが発生しやすいため、長期
信頼性などの問題や、封口工程での電解液の飛散などが問題となっていた。
【０００３】
また、近年になって、負極に金属リチウムやその合金を利用するかわりに、リチウムイオ
ンの吸蔵－放出過程を利用した炭素材料や導電性高分子などのマトリックス材料が開発さ
れた。これにより、金属リチウムやその合金を利用した場合に起こったデンドライトの生
成が原理上起こらなくなり、電池内部の短絡という問題が激減するに至った。特に、炭素
材料は他の材料よりもリチウムの吸蔵―放出電位がリチウムの折出―溶解電位に近いこと
が知られている。中でも黒鉛材料は、理論的に炭素原子６個に対してリチウム原子１個の
割合でその結晶格子中にリチウムを取り込むことができることから、単位重量および単位
体積あたり高い容量を有する炭素材料である。さらに、リチウムの挿入－脱離の電位が平
坦であり、化学的に安定であり電池のサイクル安定性にも大きく寄与するものである。
【０００４】
例えば、J．Electrochm．Soc.，Vol．137，2009（1990）、特開平4-115457号公報、特開
平4-115458号公報、特開平4-237971号公報などに示された黒鉛系炭素材料を負極活物質に
用いるもの、また特開平4-368778号公報、特開平5-28996号公報、特開平5-114421号公報
などに示される表面処理した黒鉛系炭素材料を負極活物質に用いるものなどがある。
【０００５】
上記のように黒鉛系炭素材料は、エチレンカーボネート（ＥＣ）を主体とする有機電解液
においてほぼ理論容量に近い放電容量が得られる。また、その充放電の電位がリチウムの
溶解―折出の電位よりわずかに高く、かつ非常に平坦であるため、黒鉛系炭素材料を負極
活物質に用いて電池を作製した場合に、高容量で、かつ電池電圧の平坦性が高い二次電池
が実現できる。
【０００６】
このように黒鉛系炭素材料は、電池の高容量化を達成できるが、その結晶性が高いため有
機電解液の分解を引き起こすという問題点も残されている。例えば、有機電解液用溶媒で
あるプロピレンカーボネート（ＰＣ）はその電位窓の広さ、凝固点の低さ（－７０℃）ま
たは化学的安定性の高さから、リチウム電池用の電解液の溶媒として広く用いられている
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。
【０００７】
しかしながら、黒鉛系炭素材料を負極活物質に用いた場合、ＰＣの分解反応が顕著に起こ
り、１０％のＰＣが電解液に存在するだけで黒鉛系炭素材料からなる負極は充放電ができ
ないということが、J．Electrochm．Soc.，Vol．142，1746（1995）で報告されている。
また、近年、低温でのイオン伝導度を改善するために種々の低粘度溶媒とＥＣとを混合し
た有機電解液に関しての報告がなされてきている。しかしながら、その揮発性の問題、漏
液性の問題などを残している。
【０００８】
そのため、これら耐漏液性、高い安全性、長期保存性を向上させることを目的として、高
いイオン伝導性を有するイオン伝導性ポリマーが報告され、上記の問題を解決する手段の
１つとして、さまざまな研究が進められている。現在検討されているイオン伝導性ポリマ
ーの１つとして、エチレンオキシドを基本単位とするホモポリマーまたはコポリマーの直
鎖状高分子、網状架橋高分子または櫛型高分子などが提案され、ほぼ実用化されつつある
。上記のイオン伝導性ポリマーを用いた電池については、特許文献などに広く記載されて
おり、例えば、アーマンド（Armand）らによる米国特許第4,303,748 号(1981)や、ノース
（North）の米国特許第4,589,197 号(1986)およびフーパー(Hooper)らの米国特許第4,547
,440号(1985)などに代表される。これらの特徴として挙げられるのが、ポリエーテル構造
を有する高分子材料中に電解質塩を溶解したイオン伝導性ポリマーを用いている。これら
の提案のイオン伝導性ポリマーは、電気自動車用電源となる大型リチウム二次電池用の電
解質として研究・開発がなされているが、上述のイオン伝導性ポリマーは、室温以下での
イオン伝導度が低いため、特に携帯電子機器の駆動用電源やメモリーバックアップ電源向
けの電池に要求される小型・軽量かつ高エネルギー密度化の実現が難しい。
【０００９】
一方、上述のイオン伝導性ポリマーよりもさらにイオン伝導性の向上を図る方法として、
例えば特開昭59-149601号公報、特開昭58-75779号公報や米国特許第4,792,504号などに代
表されるような、イオン伝導性ポリマーに有機溶媒（特に好ましくはＥＣあるいはＰＣな
どの高誘電率有機溶媒）を添加して、固体状態を保持する方法も提案されている。しかし
ながら、これら提案された方法を用いた場合、イオン伝導度は確実に向上するが、そのフ
ィルム強度は著しく低下する。すなわち、上述の方法を用いた場合においても、実際にイ
オン伝導性ポリマー薄膜を電極間に積層して、電池やエレクトロクロミック素子などを組
み立てたときに、電解質層が圧縮変形により破損し、微短絡を生じる可能性があった。
【００１０】
また、二次電池では充電や放電時での電極活物質の体積膨張・収縮に対して、電解質層も
圧縮・緩和という力を受ける。したがってイオン伝導性ポリマーの性能向上には、イオン
伝導性の向上と同時に機械的特性の向上についての考慮も必要である。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
以上の問題を鑑みて鋭意検討した結果、本発明の発明者らは、負極活物質に、表面に非晶
質炭素を付着させた黒鉛粒子を用いることにより、イオン伝導体に含まれるイオン伝導性
化合物の分解を抑え、さらに充放電サイクルに伴う電解質層の機械的強度の低下も改善し
、イオン伝導性化合物を用いた電池の性能を向上できることを見い出したものである。
【００１２】
　すなわち、本発明は、少なくとも炭素材料を活物質とする負極と、有機電解液を含有す
る電解質層と、リチウムを含有するカルコゲン化物を少なくとも活物質とする正極とから
なり、
　前記電解質層がイオン伝導化合物とポリマー繊維とを含み、かつ前記炭素材料が、表面
に非晶質炭素を付着させた黒鉛粒子からなり、
　前記イオン伝導性化合物が、以下の一般式
【化２２】
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（Ｒ1′は水素原子、Ａ1、Ａ2、Ａ3は、３個以上のエチレンオキシド単位（ＥＯ）、もし
くは前記エチレンオキシド単位とプロピレンオキシド単位（ＰＯ）含有の２価の残基であ
り、ＰＯとＥＯの数はＰＯ／ＥＯ＝０～５の範囲内であり、かつＥＯ＋ＰＯ≧１０である
。）
で示されるイオン伝導性化合物の前駆体を架橋した架橋体を含み、
　前記有機電解液が、エチレンカーボネートを２～５５重量％の含有率で含み、かつＬｉ
塩含有率が３～３５重量％であり、
　前記表面に非晶質炭素を付着させた黒鉛粒子は、５ｍ2／ｇ以下の比表面積を有し、か
つ（００２）面の平均面間隔（ｄ００２）が０．３３５～０．３４０ｎｍ、（００２）面
方向の結晶子厚み（Ｌｃ）が１０ｎｍ以上、（１１０）面方向の結晶子厚み（Ｌａ）が１
０ｎｍ以上であり、
　前記ポリマー繊維が、１～５００ｓｅｃ／ｃｍ3の透気度を有する不織布であり、
　前記電解質層のイオン伝導性化合物と、前記ポリマー繊維との重量比率が９１：９～５
０：５０の範囲であることを特徴とするポリマー電池を提供する。
【００１３】
【発明の実施の形態】
要するに本発明は、負極活物質に、表面に非晶質炭素を付着させた黒鉛粒子を用い、かつ
電解質層にイオン伝導性化合物とポリマー繊維とを用いることよって、従来の電池に比べ
て以下の点で極めて優れたポリマー電池、殊に小型・軽量電池として好適なポリマー電池
を提供するものである。
【００１４】
すなわち、
１）負極活物質が表面に非晶質炭素を付着した黒鉛粒子であるため、イオン伝導性化合物
の分解を防ぐことができる。すなわち、エチレンガス、炭酸ガスなどの分解生成ガス発生
に伴う電池の内圧上昇による、電池の破裂および外部への液漏れを防止でき、長期信頼性
および安全性が高いこと。
２）高性能、高エネルギー密度を有すること。特に本発明では、イオン伝導性化合物のイ
オン伝導性、機械的特性の向上を図ることにより、イオン伝導性化合物の膜厚を薄くでき
、それによって電池内部抵抗の低減および電極活物質の充填率の向上が可能となり上記目
的を達成することができる。
３）非常に高い作業性を有すること。特に本発明では、予めイオン伝導性化合物の前駆体
を前記負極と正極の中に含ませた後、紫外線照射あるいは熱によって電解質層のイオン伝
導性化合物の前駆体と共に架橋する方法を活用することにより上記目的を達成するものと
する。
【００１５】
本発明においては、負極活物質が、表面に非晶質炭素を付着した黒鉛粒子であるため、イ
オン伝導性化合物を含む電解質層の分解を防ぐことが可能であり、それによって漏液がな
くなり、ひいては長期信頼性が向上する。
表面に非晶質炭素が付着した黒鉛粒子は、芯材となる粒子状炭素材料（以下「芯材炭素材
料」乃至「芯材となる炭素材料」あるいは単に「芯材」ということもある）を被覆形成用
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炭素材料用原料（例えば、タール、ピッチなどの石炭系重質油あるいは石油系重質油；以
下単に「重質油など」ともいう）に浸漬させた後、これを重質油などから分離するに際し
、特定の手段を採用する場合には、芯材表面がピッチで均一に覆われている炭素材料を製
造し得ることができ、これを焼成することで得ることができる。そして、この様にして得
られた二層構造の炭素材料粒子は、球状乃至楕円体状あるいはそれに近似する形状をして
おり、炭素結晶のエッジ部分が丸くなった様な形状をしていることが判明した。さらに、
ＢＥＴ法による測定の結果、処理前の芯材炭素材料に比べて、粒子の比表面積の値が小さ
くなっており、ＢＥＴ法による比表面積に関与する細孔が、何らかの様式で塞がれている
ことも明らかとなった。
【００１６】
この炭素材料においては、ＢＥＴ法により測定される比表面積に関与する細孔が、重質油
などに由来する炭素の付着あるいは被覆により塞がれており、比表面積が５ｍ2／ｇ以下
（好ましくは１～５ｍ2／ｇ程度）である。比表面積が５ｍ2／ｇより大きくなると、電解
質との接触面積が広くなりイオン伝導性化合物との副反応が起こり易くなるので好ましく
ない。
【００１７】
本発明においては、芯材となる炭素材料として、Ｘ線広角回折法による（００２）面の平
均面間隔（ｄ００２）が０．３３５～０．３４０ｎｍ、（００２）面方向の結晶子厚み（
Ｌｃ）が１０ｎｍ以上（より好ましくは、４０ｎｍ以上）、（１１０）面方向の結晶子厚
み（Ｌａ）が１０ｎｍ以上（より好ましくは、５０ｎｍ以上）である結晶性の高い黒鉛材
料を使用する。（ｄ００２）が０．３４０ｎｍより大きく、（Ｌｃ）および（Ｌａ）が１
０ｎｍ以下であると炭素材料の結晶性が低く、放電容量が低くなるので好ましくない。
【００１８】
本発明による炭素材料においては、上記の芯材の結晶化度に比べ、芯材表面に付着しある
いは芯材表面を被覆している炭素材料（以下、被覆形成用炭素材料ともいう）の結晶化度
が低いことが特徴である。
また、本発明による炭素材料の真比重の値は、１．５０～２．２６ｇ／ｃｍ3の範囲であ
る。真比重が１．５０ｇ／ｃｍ3より低いと電池内の負極活物質充填率が低く、電池のエ
ネルギー密度が低いので好ましくない。また真比重が２．２６ｇ／ｃｍ3より高いと黒鉛
単結晶となり、電池材料としての成形性に乏しい。
【００１９】
電解質層は、イオン伝導性化合物と、ポリマー繊維とに、任意にＬｉ塩を含んでなり、特
にイオン伝導性化合物が、以下の一般式で示されるイオン伝導性化合物の前駆体の少なく
とも１種を架橋した架橋体からなることが好ましい。
【化７】

（Ｒ1は水素原子あるいはメチル基、Ａ1、Ａ2、Ａ3は、エチレンオキシド単位（ＥＯ）を
少なくとも３個以上有し、任意にプロピレンオキシド単位（ＰＯ）を含んでいる２価の残
基であり、ＰＯとＥＯの数はＰＯ／ＥＯ＝０～５の範囲内であり、かつＥＯ＋ＰＯ≧３５
であることを示す。）
【００２０】
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【化８】

（Ｒ2、Ｒ3は水素原子あるいはメチル基、Ａ4は、エチレンオキシド単位（ＥＯ）を少な
くとも３個以上有し、任意にプロピレンオキシド単位（ＰＯ）を含んでいる２価の残基で
あり、ＰＯとＥＯの数はＰＯ／ＥＯ＝０～５の範囲内であり、かつＥＯ＋ＰＯ≧３５であ
る。）
【００２１】
【化９】

（Ｒ4、Ｒ5は水素原子あるいはメチル基、Ａ5は、エチレンオキシド単位（ＥＯ）を少な
くとも３個以上有し、任意にプロピレンオキシド単位（ＰＯ）を含んでいる２価の残基で
あり、ＰＯとＥＯとの数はＰＯ／ＥＯ＝０～５の範囲内であり、かつＥＯ＋ＰＯ≧３５で
ある。）
【００２２】
また、架橋反応の反応率が高いことから以下のイオン伝導性化合物の前駆体であるアクリ
レートが好ましい。これは、メタクリレートのメチル基が立体障害となるため、アクリレ
ートの方が架橋反応の反応性が高いと考えられるためである。なお、以下の式中、炭素数
１以上の低級アルキル基としては、メチル、エチル、プロピルなどが挙げられる。
【００２３】
【化１０】

（Ｒ1′は水素原子あるいは炭素数１以上の低級アルキル基、Ａ1、Ａ2、Ａ3は、３個以上
のエチレンオキシド単位（ＥＯ）、もしくは前記エチレンオキシド単位とプロピレンオキ
シド単位（ＰＯ）含有の２価の残基であり、ＰＯとＥＯの数はＰＯ／ＥＯ＝０～５の範囲
内であり、かつＥＯ＋ＰＯ≧１０である。）
【００２４】
【化１１】

（Ｒ2′、Ｒ3′は水素原子あるいは炭素数１以上の低級アルキル基、Ａ4は、３個以上の
エチレンオキシド単位（ＥＯ）、もしくは前記エチレンオキシド単位とプロピレンオキシ
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ド単位（ＰＯ）含有の２価の残基であり、ＰＯとＥＯの数はＰＯ／ＥＯ＝０～５の範囲内
であり、かつＥＯ＋ＰＯ≧１０である。）
【００２５】
【化１２】

（Ｒ4′、Ｒ5′は水素原子あるいは炭素数１以上の低級アルキル基、Ａ5は、３個以上の
エチレンオキシド単位（ＥＯ）、もしくは前記エチレンオキシド単位とプロピレンオキシ
ド単位（ＰＯ）含有の２価の残基であり、ＰＯとＥＯの数はＰＯ／ＥＯ＝０～５の範囲内
であり、かつＥＯ＋ＰＯ≧３である。）
【００２６】
Ｌｉ塩は、ＬｉＢＦ4、ＬｉＰＦ6あるいはＬｉＮ（ＣＦ3ＳＯ2）2の少なくとも１種が好
ましいがこれに限定されるものではない。
またイオン伝導性化合物に、有機溶媒とＬｉ塩を含有させてゲルとして用いることができ
る。上記有機溶媒としては、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネートなどの環状
炭酸エステル；γ－ブチロラクトンなどの環状エステル；プロピオン酸メチル、プロピオ
ン酸エチルなどの鎖状エステル；ジエチルカーボネート、ジメチルカーボネート、メチル
エチルカーボネートなどの鎖状炭酸エステル；テトラヒドロフランまたはその誘導体、１
，３－ジオキサン、１，２－ジメトキシエタン、メチルジグライムなどのエーテル類；ア
セトニトリル、ベンゾニトリルなどのニトリル類；ジオキソランまたはその誘導体；スル
ホランまたはその誘導体などの単独またはそれら２種以上の混合物などが挙げられる。し
かしこれらに限定されるものではない。また、その配合割合および配合方法は限定される
ものではない。
【００２７】
特に、エチレンカーボネート（ＥＣ）からなる溶媒にプロピレンカーボネート（ＰＣ）、
γ－ブチロラクトン（ＧＢＬ）、エチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）、ジメチルカーボ
ネート（ＤＭＣ）あるいはジエチルカーボネート（ＤＥＣ）から選ばれる１種以上の溶媒
を混合した混合有機溶媒にＬｉ塩を溶解した有機電解液を含むゲルであることが、黒鉛系
の炭素材料を活物質とする負極での溶媒の分解が少ないことから好ましい。
【００２８】
ここで、イオン伝導性化合物と有機電解液との重量比が、３０：７０～２：９８の範囲で
あることが好ましい。イオン伝導性化合物の重量比が３０よりも高いとイオン伝導度が十
分でなく、また、イオン伝導性化合物の重量比が２よりも低いと機械的強度が十分に得ら
れない。
また、その有機電解液中のＥＣ成分が２～５５重量％であり、かつＬｉ塩が３～３５重量
％であることが、イオン伝導度が十分満足いくものとなるので好ましい。さらには、ＥＣ
成分が２～３５重量％であることが低温におけるイオン伝導度の低下を少なくする。
【００２９】
電解質層のポリマー繊維（繊維状の有機化合物）は、ポリプロピレン繊維、ポリエチレン
繊維あるいはポリエステル繊維の少なくとも１種であれば、有機溶媒に対する安定性が高
くなる。また、これらポリマー繊維は１～５００ｓｅｃ／ｃｍ3の透気度を有する不織布
である。透気度が１ｓｅｃ／ｃｍ3より低いとイオン伝導度が十分に得られず、５００ｓ
ｅｃ／ｃｍ3よりも高いと機械的強度が十分でなく、電池の短絡を引き起こしやすいので
好ましくない。ここで、透気度は、ＪＩＳ　Ｌ１０９６　６．２７．１に記載されている
フラジール試験方法を基に、不織布面積１ｃｍ2当たりに気圧１２４．５Ｐａの空気を当
てた時に単位時間に透過する空気の体積を意味する。
さらに、電解質層を構成するイオン伝導性化合物とポリマー繊維の重量比率が９１：９～
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５０：５０の範囲が適当である。イオン伝導性化合物の重量比率が９１よりも高いと機械
的強度が十分に得られず、５０よりも低いとイオン伝導度が十分に得られないので好まし
くない。
【００３０】
また、電解質層は、予めイオン伝導性化合物の前駆体を負極と正極の内部に構成させたも
ののどちらか一方と、予め繊維状の有機化合物内部にイオン伝導性化合物の前駆体を構成
させたものとを一緒に架橋させて構成することができる。このことにより、電極と電解質
層との界面の密着性を向上させることができ、電池のサイクル特性、高電流放電特性など
を向上させることが可能となる。
【００３１】
架橋方法としては、紫外線、電子線、可視光などの光エネルギーを用いる方法、加熱によ
る方法を用いることができる。必要であれば重合開始剤を用いることも重要である。特に
紫外線あるいは加熱による架橋方法においては、数％以下の重合開始剤を加えることが好
ましい。重合開始剤としては、２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン（ＤＭ
ＰＡ）、ベンゾイルパーオキシド（ＢＰＯ）などの市販品を用いることができる。また、
紫外線の波長は２５０～３６０ｎｍが適当である。
【００３２】
正極活物質は、リチウムを含有するカルコゲン化物が最初の充電で必要な炭素負極へのリ
チウム挿入反応のリチウム源を予め有していることから好ましい。特に、リチウムを含有
する金属酸化物がその充放電電位が高いため、高エネルギー密度の電池を構成することが
可能である。例えば、ＬｉＣｏＯ2、ＬｉＮｉＯ2、ＬｉＭｎＯ2、ＬｉＭｎ2Ｏ4あるいは
ＬｉＣｏxＮｉ(1-X)Ｏ2（０＜Ｘ＜１）が挙げられるがこれに限定されるものではない。
また、上記正極層、負極層を作製する時、均一な混合分散系塗布液（ペースト）を得る目
的や、正極合材、負極合材の各種特性（放電特性ならびに充放電サイクル特性など）を向
上させる目的のために、適宜結着材や導電材を加えることができる。
【００３３】
結着材を用いる場合には、熱可塑性樹脂およびゴム弾性を有するポリマーを溶媒に溶解さ
せた結着材溶液に、電極活物質や、場合によっては上記イオン伝導性化合物などを分散さ
せたものを塗布液として用いる方法が挙げられる。
【００３４】
上記結着材の一例を示すと以下のようなものが挙げられる。すなわち、アクリロニトリル
、メタクリロニトリル、フッ化ビニリデン、フッ化ビニル、クロロプレン、ビニルピロリ
ドン、ビニルピリジン、スチレンおよびその誘導体、塩化ビニリデン、エチレン、プロピ
レン、ジエン類（例えば、シクロペンタジエン、１，３ーシクロヘキサジエン、ブタジエ
ンなど）などの重合体および上記化合物の共重合体などが挙げられる。具体例としては、
ポリアクリロニトリル、ポリフッ化ビニリデン、ポリビニルピロリドン、ポリエチレン、
ポリプロピレン、エチレン－プロピレン－ジエン ターポリマー（ＥＰＤＭ）、スルホン
化ＥＰＤＭ、スチレンブタジエンゴムなどである。
【００３５】
導電材は、各電極の電池反応を阻害せず、化学反応を起こさない電子伝導性材料が望まし
い。一般的には、人造黒鉛、天然黒鉛（鱗片状黒鉛や鱗状黒鉛など）、カーボンブラック
、アセチレンブラック、ケッチェンブラック、炭素繊維や金属粉末、導電性金属酸化物な
どの導電材料を、正極合材および負極合材内に混合して、電子伝導性の向上を図ることが
できる。
結着材の添加量については特に限定されないが、電極中の結着材の量が１～２５重量％の
範囲が好ましい。導電材の添加量については、これも特に限定はされないが、電極中の導
電材の量が２～１５重量％の範囲が好ましい。
【００３６】
本発明の正極合材および負極合材を、正極集電体上および負極集電体上に形成する方法に
ついては、例えば、アプリケータロールなどのロールコーティング、ドクターブレード法
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、スピンコーティング、バーコーダーなどの手段を用いて均一な厚みに塗布することが望
ましいが、これらに限定されるものではない。なお、これらの手段を用いた場合、電解質
層およびカレントコレクターと接触する電極活物質の実表面積を増加させることが可能で
ある。このことにより、用途に応じた厚みおよび形状に配置することができる。
【００３７】
なお、本発明のイオン伝導性化合物前駆体を正負極電極層中と電解質層中とに同時に存在
させる方法、あるいは、正極層、負極層および電解質層に各々イオン伝導性化合物の前駆
体を存在させる方法、このどちらの方法を経た後電池を作製してもよい。特に、本発明に
より前者の方が正極層／電解質層／負極層の２つの界面のうち、どちらか一方をなくすこ
とが可能となり電池のイオン伝導性を高くすることが可能となる。さらに前者では、一方
の電極合材中とポリマー繊維中とのイオン伝導性化合物の前駆体を同時に架橋することが
可能なため、製造プロセスを簡略化することができる。
【００３８】
正極集電板としては、アルミニウム、ステンレス、チタン、銅などの材料が、また、負極
集電板としては、ステンレス、鉄、ニッケル、銅などの材料が好ましいが、これらに特に
限定するものではない。また、その形態は箔、メッシュ、エキスパンドメタル、ラス体、
多孔体あるいは樹脂フィルムに電子伝導材をコートしたものなどが挙げられるがこれらに
限定されるものではない。
上記電池の形状は、円筒型、コイン型、フィルム型、カード型などがあるがこれらに限定
されるものではない。また、外装材としては金属、樹脂などが挙げられる。
【００３９】
【実施例】
以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものでは
ない。
以下のすべての実施例および比較例で使用するイオン伝導性化合物の前駆体を紫外線によ
り架橋する際、前駆体の０．１重量％の開始剤ＤＭＰＡを使用した。
また、本発明で作製した電池の概略構成説明図を図１および図２にそれぞれ示す。
まず、図１および２において、ポリマー電池８は、正極５と、電解質層６と、負極７と、
これらの外装材４とから主としてなる。なお、１は負極７の端子、２は正極５の端子、３
は外装材４のシール部である。
【００４０】
（実施例１）
Ｘ線広角回折法による（ｄ００２）＝０．３３６ｎｍ、（Ｌｃ）＝１００ｎｍ、（Ｌａ）
＝９７ｎｍでＢＥＴ法による比表面積が２ｍ2／ｇである表面非晶質炭素材料の粉末に、
結着材としてポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）を９重量％混合し、Ｎ－メチル－２－ピ
ロリドン（ＮＭＰ）を加えて混合溶解して得たペーストを厚さ20μmの圧延銅箔にコーテ
ィングし、乾燥およびプレス後、負極を得た。この電極面積は９ｃｍ2、厚さ８５μｍで
あった。
【００４１】
平均粒径７μｍのＬｉＣｏＯ2粉末に、結着材としてＰＶＤＦを7重量％と、導電材として
平均粒径２μｍのアセチレンブラック５重量％とを混合し、ＮＭＰを加えて混合溶解して
得たペーストを厚さ２０μmの圧延アルミ箔にコーティングし、乾燥およびプレス後、正
極を得た。この電極面積は９ｃｍ2、厚さ８０μｍであった。
電解質層中に構成させるポリマー繊維は、ポリエステル製の不織布で、透気度３８０ｓｅ
ｃ／ｃｍ3、面積１０ｃｍ2、厚さ２０μｍであった。
【００４２】
これら負極、正極およびポリマー繊維を、イオン伝導性化合物の前駆体である平均分子量
７５００～９０００の次の化合物Ｋ1:

【００４３】
【化１３】
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(Ａ1、Ａ2、Ａ3はエチレンオキシド単位（ＥＯ）を少なくとも３個以上有し、任意にプロ
ピレンオキシド単位（ＰＯ）を含んでいる２価の残基であり、ＰＯとＥＯの数はＰＯ／Ｅ
Ｏ＝０．２５である。)
と、平均分子量３５００～４５００の次の化合物Ｋ2：
【００４４】
【化１４】

(Ａ4は、エチレンオキシド単位（ＥＯ）を少なくとも３個以上有し、任意にプロピレンオ
キシド単位（ＰＯ）を含んでいる２価の残基であり、ＰＯとＥＯの数はＰＯ／ＥＯ＝０．
２５である。)
と、平均分子量４００～５５０の次の化合物Ｋ3：
【００４５】
【化１５】

(Ａ5は、エチレンオキシド単位（ＥＯ）を少なくとも３個以上有し、任意にプロピレンオ
キシド単位（ＰＯ）を含んでいる２価の残基であり、ＰＯとＥＯの数はＰＯ／ＥＯ＝０．
２５である。)
との等重量比混合物溶液に、ＬｉＢＦ4を４．５重量％になるように溶解したものに浸漬
し、前駆体を細孔内部まで浸透させるため減圧下で１５分間置いた。
【００４６】
イオン伝導性化合物の前駆体と複合化した負極上に、イオン伝導性化合物の前駆体と複合
化したポリマー繊維を積層させ、その上から３０ｍＷ／ｃｍ2の強度で波長３５０ｎｍの
紫外線を３分間照射した。この時のイオン伝導性化合物とポリマー繊維との重量比は９０
：１０であった。
イオン伝導性化合物の前駆体と複合化した正極は、そのままその上から３０ｍＷ／ｃｍ2

の強度で波長３５０ｎｍの紫外線を３分間照射した。
【００４７】
得られた負極とポリマー繊維とイオン伝導性化合物との複合体と、正極とイオン伝導性化
合物との複合体とをはり合わせ、イオン伝導性化合物を用いた電池を作製した。これら正
極層／電解質層／負極層の総厚は１９０μｍであった。
【００４８】
（比較例１）
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Ｘ線広角回折法による（ｄ００２）＝０．３３７ｎｍ、（Ｌｃ）＝１００ｎｍ、（Ｌａ）
＝１００ｎｍでＢＥＴ法による比表面積が１０ｍ2／ｇである人造黒鉛粉末に、結着材の
ＰＶＤＦを9重量％混合し、ＮＭＰを加えて混合溶解して得たペーストを厚さ２０μｍの
圧延銅箔にコーティングし、乾燥およびプレス後、負極を得た。電極面積は９ｃｍ2、厚
さ８３μｍであった。
正極は実施例１で用いたものと同じものを使用した。
【００４９】
電解質層および電池の作製方法についても実施例１と同様に行なった。得られた正極層／
電解質層／負極層総厚は１８８μｍであった。
実施例１および比較例１の電池を定電流２．３ｍＡで電池電圧４．１Ｖになるまで充電し
、４．１Ｖに到達後、定電圧で前充電時間１２時間充電した。放電は定電流２．３ｍＡで
電池電圧２．７５Ｖになるまで放電した。この充放電条件でサイクル特性を評価した。そ
の結果を図３に示す。
【００５０】
この結果および図３より、表面非晶質炭素材料を負極に用いた電池の方が電解質層中のイ
オン伝導性化合物の分解を抑え、負極／電解質層界面の破壊が抑えられることによりサイ
クル特性に優れた電池を作製できることが判明した。
【００５１】
（実施例２）
Ｘ線広角回折法による（ｄ００２）＝０．３３７ｎｍ、（Ｌｃ）＝１００ｎｍ、（Ｌａ）
＝９５ｎｍでBET法による比表面積が５ｍ2／ｇである表面非晶質炭素材料の粉末に、結着
材としてＰＶＤＦを7重量％混合し、ＮＭＰを加えて混合溶解して得たペーストを厚さ１
８μｍの電解銅箔にコーティングし、乾燥およびプレス後、負極を得た。電極面積は９ｃ
ｍ2、厚さ８０μｍであった。
【００５２】
平均粒径５μｍのＬｉＣｏＯ2粉末に、結着材としてＰＶＤＦを４重量％と、導電材とし
て平均粒径２μｍのアセチレンブラック９重量％とを混合し、ＮＭＰを加えて混合溶解し
て得たペーストを厚さ２０μｍの圧延アルミ箔にコーティングし、乾燥およびプレス後、
正極を得た。電極面積は９ｃｍ2、厚さ８５μｍであった。
電解質層中に構成させるポリマー繊維は、ポリプロピレン（ＰＰ）製の不織布で、透気度
２５０ｓｅｃ／ｃｍ3、面積１０ｃｍ2、厚さ２０μｍであった。
【００５３】
まず、ＬｉＰＦ6をＥＣとＥＭＣの混合溶媒(ＥＣ含有率３５重量％)に１３重量％になる
ように溶解した電解液を調製し、その電解液と、イオン伝導性化合物の前駆体である平均
分子量７５００～９０００の次の化合物Ｋ4：
【００５４】
【化１６】

(Ａ1、Ａ2、Ａ3はエチレンオキシド単位（ＥＯ）を少なくとも３個以上有し、任意にプロ
ピレンオキシド単位（ＰＯ）を含んでいる２価の残基であり、ＰＯとＥＯの数はＰＯ／Ｅ
Ｏ＝０．２５である。)
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を重量比で９０：１０になるように調製した。その後、減圧下で５分間上記負極、正極お
よびポリマー繊維を置き、電解液と前駆体の前記化合物Ｋ4との混合溶液を注液し、さら
に１５分間置いた。
【００５５】
イオン伝導性化合物の前駆体と上記電解液とを複合化した負極上に、イオン伝導性化合物
の前駆体と電解液とを複合化したポリマー繊維を積層させ、その上から４０ｍＷ／ｃｍ2

の強度で波長３５０ｎｍの紫外線を３分間照射した。この時のイオン伝導性化合物とポリ
マー繊維との重量比は８５：１５であった。
イオン伝導性化合物の前駆体と上記電解液とを複合化した正極は、そのままその上から４
０ｍＷ／ｃｍ2の強度で波長３５０ｎｍの紫外線を３分間照射した。
【００５６】
このようにして得られた負極とポリマー繊維とイオン伝導性ゲルとの複合体と、正極とイ
オン伝導性ゲルとの複合体とをはり合わせ、イオン伝導性化合物を用いた電池を作製した
。これら正極層／電解質層／負極層の総厚は１９０μｍであった。
【００５７】
（比較例２）
負極、電解質層中に構成させるポリマー繊維および正極は、実施例２で用いたものと同じ
ものを使用した。
ただし、各々負極、電解質層、正極を個別に実施例２の化合物Ｋ4の前駆体と同様のもの
を前駆体とするイオン伝導性ゲルと複合化させ、その複合体を各々はり合わせ、イオン伝
導性化合物を用いた電池を作製した。これら正極層／電解質層／負極層の総厚は１９５μ
ｍであった。
【００５８】
（比較例３）
負極および正極は、実施例２で用いたものと同じものを使用した。
ただし、電解質層中に構成させるポリマー繊維は用いず、負極および正極を個別に実施例
２の化合物Ｋ4の前駆体と同様のものを前駆体とするイオン伝導性ゲルと複合化させ、そ
のイオン伝導性ゲルと複合化した負極と正極をはり合わせ、イオン伝導性化合物を用いた
電池を作製した。これら正極層／電解質層／負極層の総厚は１７０μｍであった。
【００５９】
実施例２、比較例２および比較例３の電池を定電流２．３ｍＡで電池電圧４．１Ｖになる
まで充電し、４．１Ｖに到達後、定電圧で前充電時間１２時間充電した。放電は各定電流
２．３ｍＡ、５ｍＡ、１０ｍＡ、２０ｍＡで電池電圧２．７５Ｖになるまで放電した。こ
の条件での充放電試験の結果を図４に示す。
【００６０】
この試験の結果、まず初回の充電中に比較例３の電池は１０個中７個短絡したことがわか
る。これに対し実施例２および比較例２の電池はすべて短絡しなかった。さらに各放電電
流値に対する放電容量は、図４からもわかるように実施例２の電池の方が高い電流値で高
い放電容量を示した。したがって、ポリマー繊維を含む電解質層と負極電極層とを同時に
架橋したものと正極電極層とを貼り合わせた電池の方が、接触界面が少ない上、イオン伝
導性化合物層の厚みも薄くきたために放電負荷特性を向上できることが判明した。また、
電解質層中にポリマー繊維を複合化させなかった場合、イオン伝導性化合物層の厚みは薄
くできるものの、機械的強度が低くなり、電池の短絡を引き起こし易いことがわかった。
【００６１】
（実施例３）
Ｘ線広角回折法による（ｄ００２）＝０．３３９ｎｍ、（Ｌｃ）＝６０ｎｍ、（Ｌａ）＝
４０ｎｍでＢＥＴ法による比表面積が５ｍ2／ｇである表面非晶質炭素材料の粉末に、結
着材としてＰＶＤＦを７重量％混合し、ＮＭＰを加えて混合溶解して得たペーストを厚さ
１８μｍの電解銅箔にコーティングし、乾燥およびプレス後、負極を得た。この電極面積
は９ｃｍ2、厚さ８５μｍであった。
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【００６２】
平均粒径７μｍのＬｉＣｏＯ2粉末に、結着材としてＰＶＤＦを４重量％と、導電材とし
て平均粒径２μｍのアセチレンブラック9重量％とを混合し、ＮＭＰを加えて混合溶解し
て得たペーストを厚さ２０μｍの圧延アルミ箔にコーティングし、乾燥およびプレス後、
正極を得た。この電極面積は９ｃｍ2、厚さ８０μｍであった。
電解質層中に構成させるポリマー繊維は、ポリエステル製の不織布で、透気度４９０ｓｅ
ｃ／ｃｍ3、面積１０ｃｍ2、厚さ２５μｍのものを用いた。
【００６３】
まず、ＬｉＮ（ＣＦ3ＳＯ2）2をＥＣとＤＭＣの混合溶媒(ＥＣ含有率２０重量％)に１５
重量％になるように溶解した電解液を調整し、その電解液と、イオン伝導性化合物の前駆
体である平均分子量７５００～９０００の実施例２の化合物Ｋ4の前駆体と同様のものが
重量比で９５：５になるように調整した。その後、減圧下で２分間上記負極、正極および
ポリマー繊維を置き、上記混合溶液を注液させ１５分間置いた。
【００６４】
イオン伝導性化合物の前駆体と上記電解液とを複合化した負極上に、イオン伝導性化合物
の前駆体と電解液とを複合化したポリマー繊維を載せ、その上から４０ｍＷ／ｃｍ2の強
度で波長３６０ｎｍの紫外線を2分間照射した。この時のイオン伝導性化合物とポリマー
繊維との重量比は５０：５０であった。
イオン伝導性化合物の前駆体と上記電解液とを複合化した正極は、そのままその上から４
０ｍＷ／ｃｍ2の強度で波長３５０ｎｍの紫外線を２分間照射した。
【００６５】
得られた負極とポリマー繊維とイオン伝導性ゲルとの複合体と、正極とイオン伝導性ゲル
との複合体とをはり合わせ、イオン伝導性化合物を用いた電池を作製した。これら正極層
／電解質層／負極層の総厚は１９５μｍであった。
【００６６】
（比較例４）
電解質層中のポリエステル製不織布の透気度が５１０ｓｅｃ／ｃｍ3であり、イオン伝導
性化合物とポリマー繊維との重量比が９７：３であること以外は、実施例３と同様にして
電池を作製した。
【００６７】
（比較例５）
電解質層中のポリマー繊維がPP製の不織布で、透気度０．５ｓｅｃ／ｃｍ3、面積１０ｃ
ｍ2、厚さ２０μｍであり、イオン伝導性化合物とポリマー繊維との重量比が４０：６０
であること以外は、実施例３と同様にして電池を作製した。
【００６８】
まず、実施例３、比較例４および５の電池を定電流２．１ｍＡで電池電圧４．１Ｖになる
まで充電し、４．１Ｖに到達後、定電圧で前充電時間１２時間充電した。放電は各定電流
２．１ｍＡ、５ｍＡ、１０ｍＡ、２０ｍＡで電池電圧２．７５Ｖになるまで放電した。こ
の条件での充放電試験の結果を図５に示す。
【００６９】
この試験では、まず初回の充電中に比較例４の電池は１０個中５個短絡した。実施例３お
よび比較例５の電池はすべて短絡しなかった。各放電電流値に対する放電容量は、図５か
らもわかるように実施例３の電池の方が高い電流値で高い放電容量を示した。したがって
、電解質層中のポリマー繊維の透気度が５００ｓｅｃ／ｃｍ3を超えると電解質層の機械
的強度が低下し、短絡を引き起こし易く、透気度が１ｓｅｃ／ｃｍ3より低くなるとポリ
マー繊維の空隙が少なくなり、電解質層の抵抗が高くなり、その結果、電池の放電負荷特
性が低下することが判明した。
【００７０】
（実施例４）
Ｘ線広角回折法による（ｄ００２）＝０．３３８ｎｍ、（Ｌｃ）＝１００ｎｍ、（Ｌａ）
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＝１００ｎｍでＢＥＴ法による比表面積が３ｍ2／ｇである表面非晶質炭素材料の粉末に
、結着材としてＰＶＤＦを７重量％混合し、ＮＭＰを加えて混合溶解して得たペーストを
厚さ１８μｍの電解銅箔にコーティングし、乾燥およびプレス後、負極を得た。この電極
面積は９ｃｍ2、厚さ８３μｍであった。
【００７１】
平均粒径１０μｍのＬｉＣｏＯ2粉末に、結着材としてＰＶＤＦを３重量％と、導電材と
して平均粒径２μｍのアセチレンブラック6重量％とを混合し、ＮＭＰを加えて混合溶解
して得たペーストを厚さ２０μｍの圧延アルミ箔にコーティングし、乾燥およびプレス後
、正極を得た。この電極面積は９ｃｍ2、厚さ８０μｍであった。
電解質層中に構成させるポリマー繊維は、ＰＰ製の不織布で、透気度３５０ｓｅｃ／ｃｍ
3、面積１０ｃｍ2、厚さ２０μｍのものを用いた。
【００７２】
まず、ＬｉＢＦ4をＥＣとＥＭＣの混合溶媒(ＥＣ含有率５５重量％)に１２重量％になる
ように溶解した電解液を調整し、その電解液と、イオン伝導性化合物の前駆体である平均
分子量７５００～９０００の実施例２の化合物Ｋ4の前駆体と同様のものが重量比で９５
：５になるように調整した。その後、減圧下で２分間上記負極、正極およびポリマー繊維
を置き、上記混合溶液を注液させ１５分間置いた。
【００７３】
イオン伝導性化合物の前駆体と上記電解液とを複合化した負極上に、イオン伝導性化合物
の前駆体と電解液とを複合化したポリマー繊維を載せ、その上から４０ｍＷ／ｃｍ2の強
度で波長３６０ｎｍの紫外線を２分間照射した。この時のイオン伝導性化合物とポリマー
繊維との重量比は７５：２５であった。
イオン伝導性化合物の前駆体と上記電解液とを複合化した正極は、そのままその上から４
０ｍＷ／ｃｍ2の強度で波長３５５ｎｍの紫外線を２分間照射した。
【００７４】
得られた負極とポリマー繊維とイオン伝導性ゲルとの複合体と、正極とイオン伝導性ゲル
との複合体とをはり合わせ、イオン伝導性化合物を用いた電池を作製した。これら正極層
／電解質層／負極層の総厚は１８５μｍであった。
【００７５】
（実施例５）
電解液をＬｉＢＦ4をＥＣとＧＢＬの混合溶媒(ＥＣ含有率３５重量％)に１４重量％にな
るように溶解したものであること以外は、実施例４と同様のセルを作製した。
【００７６】
（実施例６）
電解液をＬｉＢＦ4をＥＣとＤＥＣの混合溶媒(ＥＣ含有率３０重量％)に１３重量％にな
るように溶解したものであること以外は、実施例４と同様のセルを作製した。
【００７７】
（実施例７）
電解液をＬｉＰＦ6をＥＣとＰＣとＥＭＣの混合溶媒(重量比ＥＣ：ＰＣ：ＤＥＣ＝３：３
０：６７)に１２重量％になるように溶解したものであること以外は、実施例４と同様の
セルを作製した。
【００７８】
（比較例６）
電解液をＬｉＰＦ6をＥＣとＤＭＣの混合溶媒(ＥＣ含有率６０重量％)に１２重量％にな
るように溶解したものであること以外は、実施例４と同様のセルを作製した。
これら実施例４～７と比較例６の電池を定電流２．０ｍＡで電池電圧４．１Ｖになるまで
充電し、４．１Ｖに到達後、定電圧で前充電時間１２時間充電した。放電は定電流２．０
ｍＡで電池電圧２．７５Ｖになるまで放電した。ただし初回の放電は２５℃の温度下で行
ない、２回目の放電は－２０℃の温度下で行なった。初回の放電容量に対する２回目の放
電容量の比を各々次のごとく表にまとめた。
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【００８０】
【表２】

【００８１】
【表３】
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【００８２】
表２に示されるように、ＥＣの含有率が５５重量％を超えると－２０℃という低温環境下
では、更に次の表に示されるように、電池はほとんど放電しないことがわかった。また、
表面非晶質炭素材料を用いることにより、ＰＣの分解もほとんど起こらないことが判明し
た。したがって、本発明で用いた表面非晶質炭素材料はイオン伝導性化合物の分解が少な
く、信頼性、安全性に優れた電池用負極材料であることが判明した。
【００８３】
（実施例８）
ａ）Ｘ線広角回折法による（ｄ００２）＝０．３３６ｎｍ、（Ｌｃ）＝１００ｎｍ、（Ｌ
ａ）＝９７ｎｍでＢＥＴ法による比表面積が２ｍ2／ｇである黒鉛粒子の表面に非晶質炭
素を付着させた炭素材料の粉末１００重量部に、結着材のＰＶＤＦを９重量部混合し、Ｎ
ＭＰを加えて混合溶解して得たペーストを厚さ２０μｍの圧延銅箔にコーティングし、乾
燥およびプレス後、負極を得た。電極面積は９ｃｍ2、厚さ８５μｍであった。
ＥＣ、ＰＣ、ＧＢＬ、ＥＭＣの混合溶媒（ＥＣ：ＰＣ：ＧＢＬ：ＥＭＣ＝３０：２０：２
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０：３０（体積％））にＬｉＢＦ4を１．０ｍｏｌ／ｌになるように溶解した電解液を準
備し、その電解液と、イオン伝導性高分子の前駆体である以下の化合物Ｋ5と、Ｋ6とが重
量比で９０：５：５になるように混合し、ＤＭＰＡ１０００ｐｐｍを添加して重合液を調
整した。
Ｋ5は、平均分子量７５００～９０００で、下記化学式
【００８４】
【化１７】

(Ａ1、Ａ2、Ａ3はＥＯを少なくとも３個以上有し、任意にＰＯを含んでいる２価の残基で
あり、ＰＯとＥＯの数はＰＯ／ＥＯ＝０．２５である。)で表される。
Ｋ6は、平均分子量２５００～３５００で、下記化合物式
【００８５】
【化１８】

(Ａ5は、ＥＯを少なくとも３個以上有し、任意にＰＯを含んでいる２価の残基であり、Ｐ
ＯとＥＯの数はＰＯ／ＥＯ＝０．２５である。)で表される。
次に上記負極を減圧下で５分間静置し、上記混合溶液を負極上より注液、キャストした後
、さらに１５分間静置した。
ｂ）電解質層を構成する繊維状有機化合物として、通気度３８０ｓｅｃ／ｃｍ3、面積１
０ｃｍ2、厚さ２０μｍのポリエステル製の不織布を用いた。
【００８６】
ＥＣ、ＰＣ、ＧＢＬ、ＥＭＣの混合溶媒（ＥＣ：ＰＣ：ＧＢＬ：ＥＭＣ＝３０：２０：２
０：３０（体積％））にＬｉＢＦ4を１．０ｍｏｌ／ｌになるように溶解した電解液を準
備し、その電解液と、イオン伝導性高分子の前駆体である化合物Ｋ5と、Ｋ6とが重量比で
９０：５：５になるように混合し、ＤＭＰＡ１０００ｐｐｍを添加して重合液を調整した
。
その後、負極上に、イオン伝導性高分子の前駆体と複合化した繊維状有機化合物を載せ、
その上から３０ｍＷ／ｃｍ2の強度で波長３６５ｎｍの紫外線を３分間照射した。このと
きのイオン伝導性高分子と繊維状有機化合物との重量比は９０：１０であった。
【００８７】
紫外線を所定時間照射することにより、負極、繊維状有機化合物と一体化したゲル状のイ
オン伝導性高分子を形成した。これによって得られたイオン伝導性高分子層の厚みは、２
０μｍであった。
ｃ）平均粒径７μｍのＬｉＣｏＯ2粉末１００重量部に、結着剤のＰＶＤＦを７重量部と
、導電材としてアセチレンブラック５重量部とを混合し、ＮＭＰを加えて混合溶解して得
たペーストを厚さ２０μｍの圧延アルミ箔にコーティングし、乾燥およびプレス後、正極
を得た。電極面積は９ｃｍ2、厚さは８０μｍであった。
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【００８８】
ＥＣ、ＰＣ、γＢＬ、ＥＭＣの混合溶媒（ＥＣ：ＰＣ：γＢＬ：ＥＭＣ＝３０：２０：２
０：３０（体積％））にＬｉＢＦ4を１．０ｍｏｌ／ｌになるように溶解した電解液を準
備し、その電解液と、イオン伝導性高分子の前駆体である化合物Ｋ5と、Ｋ6とが重量比で
９０：５：５になるように混合し、ＤＭＰＡ１０００ｐｐｍを添加して重合液を調整した
。
【００８９】
次に、上記正極を減圧下で５分間静置し、上記混合溶液を正極上より注液、キャストした
後、更に１５分間静置した。
その後、正極は、なにも載せないでその上から３０ｍＷ／ｃｍ2の強度で波長３６５ｎｍ
の紫外線を３分間照射することにより、正極と一体化したゲル状のイオン伝導性高分子を
形成した。これによって得られたイオン電導性高分子層の厚みは、１０μｍであった。
【００９０】
ｄ）ｂ）で得られた（イオン伝導性高分子＋繊維状有機化合物）層／負極／負極集電体と
、ａ）で得られた正極集電体／正極／イオン伝導性高分子層をはり合わせることにより、
実施例８の電極を作製した。これら正極層／電解質層／負極層の総厚は１９０μｍであっ
た。
【００９１】
（実施例９）
実施例８中の化合物Ｋ6を以下の化合物Ｋ7に替えること以外は、実施例８と同様の方法に
て、実施例９の電池を作製した。これら正極層／電解質層／負極層の総厚は１９０μｍで
あった。
Ｋ7は、平均分子量２００～３００で、下記化合物式
【００９２】
【化１９】

(Ａ6は、ＥＯを少なくとも３個以上有し、任意にＰＯを含んでいる２価の残基であり、Ｐ
ＯとＥＯの数はＰＯ／ＥＯ＝０．２５である。)で表される。
【００９３】
（実施例１０）
実施例８中の化合物Ｋ6を以下の化合物Ｋ8に替えること以外は、実施例８と同様の方法に
て、実施例１０の電池を作製した。これら正極層／電解質層／負極層の総厚は１９０μｍ
であった。
Ｋ8は、平均分子量３５００～４５００で、下記化合物式
【００９４】
【化２０】

(Ａ4は、ＥＯを少なくとも３個以上有し、任意にＰＯを含んでいる２価の残基であり、Ｐ
ＯとＥＯの数はＰＯ／ＥＯ＝０．２５である。)で表される。
【００９５】
（実施例１１）
実施例８中のＥＣ、ＰＣ、ＧＢＬ、ＥＭＣの混合溶媒（ＥＣ：ＰＣ：ＧＢＬ：ＥＭＣ＝３
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ＭＣ＝３５：３５：３０（体積％））に替えること以外は、実施例８と同様の方法にて、
実施例１１の電池を作製した。これら正極層／電解質層／負極層の総厚は１９０μｍであ
った。
【００９６】
（比較例７）
実施例８中の負極活物質を、Ｘ線広角回折法による（ｄ００２）＝０．３３７ｎｍ、（Ｌ
ｃ）＝１００ｎｍ、（Ｌａ）＝１００ｎｍで、ＢＥＴ法による比表面積が１０ｍ2／ｇの
物性をもつ人造黒鉛を用いること以外は、実施例８と同様の方法にて、比較例７の電池を
作製した。これら正極層／電解質層／負極層の総厚は１９０μｍであった。
以下の表４に実施例２、８～１１と比較例７の電池に関する各構成をまとめた。
【００９７】
【表４】



(20) JP 4751502 B2 2011.8.17

10

20

30

40

【００９８】
これら実施例２、８～１１と比較例７の電池について、定電流２．３ｍＡで電池電圧４．
１Ｖになるまで充電し、４．１Ｖに到達後、定電圧で全充電時間１２時間充電した。放電
は定電流２．３および１０ｍＡで電池電圧２．７５Ｖになるまで放電した。この条件で放
電したときの放電容量および１サイクル目の充放電効率を表５に示す。
【００９９】
【表５】
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【０１００】
表５の結果からも分かるように、実施例２の電池と比較して、実施例８～１１の電池の放
電容量は、高負荷時において同等以上の結果であった。また、１サイクル目の充放電効率
に関しても同等の結果を示している。
すなわち、イオン伝導性高分子の前駆体がメタクリレートからなるものよりもアクリレー
トから構成されている方が、より好ましいことが判明した。
【０１０１】
一方で、比較例７の電池の放電容量および充放電効率は、各々の実施例の電池よりも極め
て低いものとなった。これは、本発明の黒鉛粒子の表面に非晶質炭素を付着させた炭素材
料を用いることによって、ＰＣを含むイオン伝導性高分子が本電池系に十分使用可能であ
るという結果を示している。
【０１０２】
すなわち、本発明の炭素材料とイオン伝導性高分子との組み合わせの電池は、従来の黒鉛
系炭素材料での報告にあるような、１０％のＰＣが電解液に存在するだけでＰＣの分解反
応が顕著に起こり、充放電が不可能になるという問題点を改善していることが判明した。
【０１０３】
【発明の効果】
少なくとも炭素材料を活物質とする負極と、電解質層と、リチウムを含有するカルコゲン
化物を少なくとも活物質とする正極とからなり、前記電解質層がイオン伝導性化合物とポ
リマー繊維を含み、かつ前記炭素材料として黒鉛粒子の表面に非晶質炭素を付着させたも
のを用いることにより、イオン伝導性化合物の充放電による分解を抑えることができ、こ
の結果、電池の短絡、膨れ、液漏れがなくなり、電池の信頼性を向上させることができる
。
【０１０４】
さらに本発明の負極材料を用いることで、イオン伝導性化合物中のＥＣ成分の量を減らす
ことが可能なり、低温においても優れた充放電特性を示す電池を作製することができる。
また、電池を作製する際に、予めイオン伝導性化合物の前駆体を前記負極と正極の中に構
成させた後、電解質層中のイオン伝導性化合物の前駆体と共に架橋することによって、電
極／電解質層界面の数を減らすことが可能となり、電池の内部抵抗を低減でき、電池の高
負荷放電特性、急速充電特性に優れた電池を作製することができた。さらには、電極／電
解質層の一体成型が可能となり、電池の生産性の向上も可能となった。
【０１０５】
本発明のイオン伝導体化合物の前駆体が、単官能、２官能、３官能アクリレートの方が、
架橋反応の反応率が高く、未反応前駆体が、電極内部あるいは界面に残らないため、電極
上での副反応が抑えられ、サイクル特性および信頼性の高い電池を作製することができる
。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明に係るポリマー電池の基本的な構成を示す概略構成説明図である。
【図２】本発明に係るポリマー電池の実施例１の要部拡大図を含む概略構成説明断面図で
ある。
【図３】本発明の実施例１と比較例１のポリマー電池について充放電サイクル特性を示す
グラフ図である。
【図４】本発明の実施例２と比較例２の各々１０個のポリマー電池について放電容量の放
電電流依存性（平均値）を示すグラフ図である。
【図５】本発明の実施例３と比較例５の各々１０個のポリマー電池について放電容量の放
電電流依存性（平均値）を示すグラフ図である。
【符号の説明】
１　負極端子
２　正極端子
３　外装材シール部
４　外装材
５　正極
６　電解質層
７　負極
８　ポリマー電池

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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