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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属リチウム層；
　該金属リチウム層上に配置された連続な、かつ非多孔性であってリチウムイオン伝導性
を有する酸化リチウムバッファ層；および
　該バッファ層上に配置された連続な、かつ非多孔性であってリチウムイオン伝導性を有
する窒化リチウム層
を含む、電極構造体。
【請求項２】
　金属リチウム層を提供する工程、
　連続な、かつ非多孔性であってリチウムイオン伝導性を有する酸化リチウムバッファ層
を、該金属リチウム層上に被覆する工程、および
　連続な、かつ非多孔性であってリチウムイオン伝導性を有する窒化リチウム層を、該バ
ッファ層上に被覆する工程
を含む、電極構造体を形成する方法。
【請求項３】
　前記バッファ層が、前記金属リチウム層上に直接配置される、請求項１に記載の電極構
造体。
【請求項４】
　前記窒化リチウム層が、前記バッファ層上に直接配置される、請求項１または３記載の
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電極構造体。
【請求項５】
　前記バッファ層が非晶質である、請求項１、３および４のいずれか１項記載の電極構造
体。
【請求項６】
　前記バッファ層が多結晶質である、請求項１、３および４のいずれか１項記載の電極構
造体。
【請求項７】
　前記窒化リチウム層が非晶質である、請求項１および３～６のいずれか１項記載の電極
構造体。
【請求項８】
　前記窒化リチウム層が、１：１（１／１）～３：１（３／１）であるリチウムの窒素に
対するモル比（リチウム／窒素）を有する請求項１および３～７のいずれか１項記載の電
極構造体。
【請求項９】
　前記バッファ層の厚さが１００ｎｍ～１μｍである、請求項１および３～８のいずれか
１項記載の電極構造体。
【請求項１０】
　前記窒化リチウム層の厚さが、前記バッファ層の厚さの２～１０倍である、請求項１お
よび３～９のいずれか１項記載の電極構造体。
【請求項１１】
　前記窒化リチウム層および前記バッファ層を横切る電荷移動抵抗が、窒化リチウム層を
有さないバッファ層を横切る電荷移動抵抗より低い、請求項１および３～１０のいずれか
１項記載の電極構造体。
【請求項１２】
　前記窒化リチウム層が、１５０ｎｍ以下の算術平均表面粗さ（Ｒａ）を有する、請求項
１および３～１１のいずれか１項記載の電極構造体。
【請求項１３】
　前記窒化リチウム層の算術平均表面粗さ（Ｒａ）が、５０～１５０ｎｍである、請求項
１および３～１２のいずれか１項記載の電極構造体。
【請求項１４】
　前記バッファ層を被覆する工程が、スパッタリング、物理蒸着および化学蒸着の少なく
とも１つを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記窒化リチウム層を被覆する工程が、物理蒸着および化学蒸着の少なくとも１つを含
む、請求項２または１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記金属リチウム層および前記窒化リチウム層の少なくとも１つの表面上に配置された
剥離層を更に含む、請求項１および３～１３のいずれか１項記載の電極構造体。
【請求項１７】
　前記剥離層上に配置されたキャリア基材を更に含む、請求項１６に記載の電極構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示された態様は、電極用保護構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リチウム（または他のアルカリ金属またはアルカリ土類金属）系電池におけるサイクル
寿命を減少する要因の１つは、電極中に存在する金属リチウムの電解質との反応による上
記電池のサイクル中の電解質の消費である。この反応を最小限にする、または実質的に防
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止し、かつ結果として電池のサイクル寿命を増加するために、金属リチウムを電解質から
隔離することが望ましい。これには、多くの場合、金属リチウムの表面上に被覆されたリ
チウムイオン伝導性物質の使用を含む。この物質は、電解質を排除して実質的にこの反応
を防止しながら、金属リチウム表面に、および金属リチウム表面から、リチウムイオンを
拡散させる。リチウムおよび他のアルカリ金属電極用の保護構造体における改良は、その
ような電池および電極を使用する多くの異なる技術分野において有用であり、応用される
。
【発明の概要】
【０００３】
　開示された態様は、電極の保護構造体に関する。本願の構成要件は、場合によっては、
相互に関係のある構造体および方法、特定の問題点に対する別の解決方法および／または
構造体の複数の異なる用途を含む。
【０００４】
　１つの態様において、電極構造体は、金属リチウム層、並びに上記金属リチウム層上に
配置された実質的に連続な、かつ実質的に非多孔性のバッファ層を含んでもよい。上記バ
ッファ層はリチウムイオンに対して伝導性であってもよい。更に、実質的に連続な、かつ
実質的に非多孔性の窒化リチウム層を、上記バッファ層上に配置してもよい。
【０００５】
　別の態様において、電極構造体は、電気活性種を含む電気活性物質層、および上記電気
活性物質層上に配置された実質的に連続な、かつ実質的に非多孔性のバッファ層を含んで
もよい。上記バッファ層は、上記電気活性種に対して伝導性であってもよい。実質的に連
続な、かつ実質的に非多孔性の保護層をまた、上記バッファ層上に配置してもよい。上記
保護層は、上記電気活性物質層と反応性を有するガス、プラズマ、材料または流体を用い
て形成されてもよい。
【０００６】
　更に別の態様において、電極構造体を形成する方法が提供される。上記方法は、金属リ
チウム層を提供する工程；実質的に連続な、かつ実質的に非多孔性のバッファ層を、上記
金属リチウム層上に被覆する工程であって、上記バッファ層がリチウムイオン伝導性であ
ってもよい工程；および実質的に連続な、かつ実質的に非多孔性の窒化リチウム層を、上
記バッファ層上に被覆する工程を含んでもよい。
【０００７】
　別の態様において、電極構造体を形成する方法は、電気活性種を含む電気活性物質層を
提供する工程；実質的に連続な、かつ実質的に非多孔性のバッファ層を上記電気活性物質
層上に被覆する工程であって、上記バッファ層が上記電気活性種に対して伝導性であって
もよい工程；および上記電気活性物質層と反応性を有するガス、プラズマ、材料または流
体を用いて、実質的に連続な、かつ実質的に非多孔性の保護層を上記バッファ層上に被覆
する工程を含んでもよい。
【０００８】
　本開示はこの点で限定されないので、前述の概念および以下に議論される更なる概念は
、如何なる好適な構成にアレンジされても、組み合わされてもよいと認識されるべきであ
る。
【０００９】
　本発明の他の優位性および新規な特徴が、添付の図面と併せて考慮する場合に、以下の
発明の様々な非限定的態様の詳細な説明から明らかとなる。本明細書および参照により組
み込まれた文献が、対立するおよび／または矛盾する開示を含む場合、本明細書中により
統制すべきである。参照により組み込まれた２つ以上の文献が、互いに対して、対立する
および／または矛盾する開示を含む場合、後の発行日を有する文献により統制すべきであ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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　概略図であり、正確な縮尺率ではない添付の図面を参照して、本発明の非限定的態様を
例示として説明する。上記図において、説明されたそれぞれの同一またはほぼ同一の要素
は、多くの場合、１つの数字によって表される。明確にするため、すべての構成要素がす
べての図に分類されているとは限らず、また、当業者が本発明を理解できるようにするの
に説明が必要でない本発明の各態様のすべての構成要素である。とは限らない。
【図１】１組の態様によるバッファ層上に配置された保護層を組み込んだ電極構造体の概
略図である。
【図２】１組の態様によるバッファ層および中間層上に配置された保護層を組み込んだ電
極構造体の概略図である。
【図３】１組の態様による電極構造体を形成する方法の代表的フローチャートである。
【図４Ａ】１組の態様による電気活性層の底面に付着した剥離層およびキャリア基材を組
み込んだ電極構造体の概略図である。
【図４Ｂ】１組の態様による保護層に付着した剥離層およびキャリア基材を組み込んだ電
極構造体の概略図である。
【図４Ｃ】１組の態様による最終電極構造体に組み込まれた剥離層を有する電極構造体の
概略図である。
【図５】銅金属化基材上に配置された窒化リチウムの写真および任意の形状測定画像であ
る。
【図６】リチウム金属基材上に配置された窒化リチウムの写真および任意の形状測定画像
である。
【図７】酸化リチウムバッファ層およびその下のリチウム金属基材上に配置された窒化リ
チウムの写真および任意の形状測定画像である。
【図８】酸化リチウムバッファ層およびその下のリチウム金属基材上に配置された窒化リ
チウムの走査型電子顕微鏡画像である。
【図９】酸化リチウムバッファ層およびその下のリチウム金属基材上に配置された窒化リ
チウムの走査型電子顕微鏡画像である。
【図１０】酸化リチウムバッファ層上に配置された酸化リチウム層および窒化リチウム層
を有する電極に対するインピーダンススペクトルのグラフ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　リチウム金属電極などの電極用の保護構造体が、提供されている。いくつもの材料が保
護構造体に使用するのに適しているかもしれないが、電極構造体における保護構造体とし
て使用するための１つの好適な材料は、その高いリチウムイオン伝導性のために窒化リチ
ウムである。窒化リチウム層は、窒素ガスとリチウムとの反応によって生成され、ポリエ
ステル（例えば、ポリエチレンテレフタレート）、ポリイミド基材、金属化基材、または
ベア基材などの不活性基材（すなわち、リチウムを含まない基材）上にコーティングされ
てもよい。このようにして製造する場合、窒化リチウム層は、均一および連続的であり、
そして実質的に非晶質および非多孔性であってもよい。次いで、保護された電極構造体を
形成するために、窒化リチウム層を、リチウム金属上に積層するか、または配置すること
ができる。
【００１２】
　上記方法により使用可能な保護層を製造することができるが、本発明者らは、リチウム
金属上に直接保護層を形成することが望ましいと認識している。金属リチウム上に直接窒
化リチウム層を形成することにより、製造工程を簡略化する（別の積層工程を必要としな
い）、界面の数を減少させる、保護層の厚さを減少させる、および／またはより低い界面
抵抗とより低い電池全体抵抗をもたらすことができる金属リチウムと窒化リチウムとの間
の改善された界面を提供するなど、いくつかの優位性を提供することができる。しかしな
がら、窒化リチウムなどのいくつかの保護層が、金属リチウム表面の上部に被覆されてい
る場合、保護層を形成するために使用される反応性ガス（例えば、窒素ガス）とリチウム
金属との反応により、下にある金属リチウムの部分的または全体的変換が起こりうる。言
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い換えると、単に金属リチウム上に窒化リチウムの層を形成する代わりに、すべてのまた
は一部のバルク金属リチウムもまた窒素と反応して、窒化リチウムを形成するかもしれな
い。下にあるバルク金属リチウムとのこの反応により、電解質が多孔性構造体を通って拡
散し、下にある金属リチウムと反応することができるため、保護層として好適でない多結
晶質の多孔性セラミック層となる。更に、リチウム表面の変換は不均一に進行するので、
得られる窒化リチウムのセラミック層の厚さは、金属リチウムの表面中で実質的に均一で
ないかもしれない。
【００１３】
　上記の点から見て、本発明者らは、減少した気孔率を有する実質的に連続した保護層を
提供するために、窒化リチウム、または他の適当な保護層の被覆時に、下にある金属リチ
ウムの変換を実質的に防止することが望ましいと認識している。以下でより詳細に説明す
るように、下層の金属リチウムの変換を回避する一つの方法は、下にある金属リチウムと
保護層との間にリチウムイオン伝導性材料を提供することである。リチウムイオン伝導性
材料は、下にある金属リチウムと続いて被覆された保護層との間のバッファとして作用し
てもよい。望ましくない反応を低減または防止するために、このバッファ層は、下層の金
属リチウムと保護層のいずれか一方または両方と実質的に適合性を有する材料を含んでも
よい。上記バッファ層は、効果的に保護層から金属リチウムを隔離するため、実質的に連
続的および／または非多孔性であってもよい。
【００１４】
　理論に束縛されるものではないが、窒化リチウム保護層の被覆時に下にある金属リチウ
ムの表面の相互変換を実質的に回避することによって、実質的に連続の、より低い多孔性
の、より非晶質の、より平滑な窒化リチウム層をもたらすことができ、保護層が被覆され
る。更に、以下でより詳細に説明するように、下にある金属リチウムの相互変換に関連す
る制御されていない実質的に不均一な成長を実質的に排除するために、窒化リチウムコー
ティングの厚さをより正確に制御してもよい。バッファ層なしで、下にある金属リチウム
上に窒化リチウム保護層の直接被覆に起因する多結晶多孔性構造体と比較した場合、バッ
ファ層を用いて形成した得られる保護構造体は、電解質とリチウム金属との反応を実質的
に防止し、増加したサイクル寿命が得られることが期待される。更に、実質的に相互変換
を回避する場合、窒化リチウム保護層の厚さがより制御可能であるため、具体的かつ実質
的に均一な保護層の厚さを提供することができる。
【００１５】
　明確にするために、本明細書中に記載された構造体を、電極前駆体または最終的な電極
のいずれかを指すことができる電極構造体と呼ぶ。電極前駆体は、例えば、最終的な電極
または最終の電気化学電池中に存在しないキャリア基材などの１つ以上の構成要素を含む
電極、或いは最終的な電極として使用される前には、または最終の電気化学電池中に存在
しない１つ以上の構成要素である電極を含んでもよい。従って、本明細書中に記載された
態様は、電極前駆体または最終的な電極のいずれかに限定されるものではないと解される
べきである。代わりに、本明細書中に記載された態様は、電極前駆体、組立てられていな
い最終的な電極、および電気化学電池または他の適当なデバイスに組み立てられた最終的
な電極のいずれかに適用することを意味する。
【００１６】
　本明細書中に記載された電極構造体は、リチウム金属系に関して記載されているが、本
明細書中に記載された方法および物品は、下にある電気活性物質が、その後、被覆される
保護層と反応性を有する、如何なる好適な電気化学系にも適用可能であると解されるべき
である。このような系は、例えば、他のアルカリ金属またはアルカリ土類金属系（例えば
、リチウムイオンアノードを含むアルカリ金属アノード）、或いは非アルカリ金属系さえ
も含んでもよい。更に、再充電可能な電気化学電池は、本開示から有用なものとなり得る
ことが意図されているが、非充電式（すなわち、一次）電気化学電池も、本開示から有用
なものとなり得る。
【００１７】
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　図面を参照すると、現行の電極構造体の具体的な態様が、以下により詳細に記載されて
いる。これは、図に示されている特定の層が互いの上に直接配置されているが、他の中間
層はまた、いくらかの態様に示されている層の間に存在してもよいと解されるべきである
。従って、本明細書中で使用されるように、層が別の層「の上に配置される」、別の層「
の上に被覆される」または別の層「の上に」あると言及されるとき、上記層の上に直接配
置される、上記層の上に直接被覆される、または、上記層の上に直接存在することができ
る、のいずれか、或いは介在層が存在してもよい。これに対し、別の層「の上に直接配置
される」、別の層「に接触している」、別の層「の上に直接被覆される」または別の層「
の直接上にある」層は、介在層が存在しないことを示している。
【００１８】
　図１には、電極構造体２の１つの態様を示す。上記電極構造体は、電気活性物質層４、
金属リチウム層４上に配置されたバッファ層６、上記バッファ層６上に配置された保護層
８を含む。前述のように、電気化学電池内に存在する電解質との反応から、下にある電気
活性物質層を保護するだけでなく、下にある電気活性物質層と保護層との間の反応を実質
的に防止する両方のため、バッファ層６および保護層８は、実質的に連続かつ非多孔性で
あってもよい。
【００１９】
　上記電気活性物質層４は、所望の用途に使用される如何なる適当な材料から形成されて
もよい。従って、本明細書中に記載された態様の多くは、電気活性物質として金属リチウ
ムを指すが、他の電気活性物質もまた可能である。いくつかの態様において、上記電気活
性物質は、アルミニウム、銀、マグネシウム、亜鉛、またはケイ素でドーピングされたリ
チウム金属などの金属合金である。他の適用可能な合金の例が、発明の名称「Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｅｌｌ」の、米国特許出願公開第２０１１／０１７７３９８号
明細書として公開された、２０１０年８月２４日出願の米国特許出願第１２／８６２５２
８号；および、発明の名称「Ｌｉｔｈｉｕｍ Ａｌｌｏｙ／Ｓｕｌｆｕｒ Ｂａｔｔｅｒｉ
ｅｓ」の、米国特許出願公開第２００８／０３１８１２８号明細書として公開された、２
００７年６月２２日出願の米国特許出願第１１／８２１５７６号に詳細に記載されており
、全ての目的のためにその全体が参照により本明細書中に組み込まれる。他の態様におい
て、好適な電気活性物質には、他のアルカリ金属またはアルカリ土類金属／合金系材料が
挙げられる。
【００２０】
　いくつかの態様において、上記電気活性物質層は、電気活性物質および集電体の両方と
して機能する。あるいは、高率電気化学電池用の電極構造体などのいくつかの態様におい
て、集電体１０を含むことが望ましい（図１を参照）。そのような態様において、上記集
電体は、電気活性物質から電荷を収集し、リード線と外部接点にその電荷を伝導するよう
に機能してもよい。いくつかの態様において、集電体はまた、電気活性物質の被覆および
／または電極構造の支持のための構造要素として機能することができる。
【００２１】
　上述したように、保護層の被覆ならびにその後の反応の間に電気活性物質層の変換を実
質的に防止するために、バッファ層６は、保護層８から電気活性物質層４を実質的に隔離
することができる。理論に束縛されるものではないが、多孔性および／または不連続であ
るバッファ層は、多孔性バッファ層を通して、反応ガス、材料、または流体の拡散により
、保護層を形成するために使用される反応性ガス、材料、または流体から電気活性物質層
を効果的に隔離しない。上記電気活性物質層を隔離するために、いくつかの態様において
、バッファ層６が、電気活性物質層の実質的に全表面に渡って、実質的に連続で、非多孔
性で、欠陥のないことが望ましい。いくつかの態様において、電気活性物質層および保護
層と、バッファ層との反応を避けるために、バッファ層は、電気活性物質層および保護層
の一方、または両方と実質的に適合性を有することが望ましい。更に、バッファ層が電気
活性物質層の上に配置されることにより、バッファ層は電気活性物質層の電気活性種に対
して伝導性を有することが望ましい。
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【００２２】
　場合によっては、バッファ層の少なくとも一部は実質的に非多孔性または連続でないが
、孔、欠陥、または非連続部分は、バッファ層が、全体的に実質的に非多孔性および実質
的に連続した構成を有することを可能にする材料で充填されてもよい。例えば、いくつか
の態様において、バッファ層上への中間層の被覆により、中間層からの材料のいくらかが
バッファ層の孔、欠陥、および／または非連続部分を充填することが可能となる。バッフ
ァ層の孔、欠陥、および／または非連続部分を充填する上記材料は、例えばセラミック、
ガラス質セラミック、ガラス、またはポリマーであってもよい。他の態様において、上記
バッファ層の少なくとも一部は実質的に非多孔性または連続でないが、後続の保護層の被
覆時に電気活性物質の変換を実質的に防止または減少させるのに十分、電気活性物質層を
被覆する。バッファ層の他の構成も可能である。
【００２３】
　以下の実施例４において更に詳細に記載されているように、バッファ層を形成するため
の電気活性物質の表面の直接変換により、実質的に非多孔性の、連続バッファ層を生じな
い。理論に束縛されるものではないが、電気活性物質の表面上に配置された材料を、例え
ば、金属リチウムから酸化リチウムに直接変換することによって、大きな容量の増加を生
じる。変換工程は継続するので、関連する体積変化を調節するために、下にある電気活性
物質に対する変換された材料の剥離や破壊が発生する可能性があり、観察された多孔性バ
ッファ層をもたらす。電気活性物質の表面の直接変換の１つの具体例は、例えば、酸化リ
チウムまたは他の材料を形成するための、金属リチウムなどの電気活性物質のプラズマ処
理である。実施例に示されるように、得られる酸化リチウム層は、多孔性であり、金属リ
チウムの部分的または全体的変換をもたらす保護層の後続の被覆時に、下にある金属リチ
ウムを隔離しない。このことから、少なくともいくつかの態様において、バッファ層を形
成するために電気活性物質の表面を直接変換する代わりに、バッファ層を電気活性物質層
上に被覆する。しかしながら、保護層の被覆時に電気活性物質を効果的に隔離するために
他の中間層と組み合わせる場合、いくつかの態様において、電気活性物質の直接変換を行
ってもよい。
【００２４】
　バッファ層は、如何なる好適な材料から形成されてもよい。特定の態様に応じて、バッ
ファ層は、電気絶縁性または導電性のいずれであってもよい。いくつかの態様において、
バッファ層は、セラミック、ガラス質セラミック、またはガラスである。リチウム金属系
電極構造体に関する現在の議論に関しては、保護層に好適な材料には、それらに限定され
ないが、リチウム酸化物（例えばＬｉ２Ｏ、ＬｉＯ、ＬｉＯ２、ＬｉＲＯ２、ここでＲは
希土類金属である）、窒化リン酸リチウム、リチウムオキシニトリド、炭酸リチウム、ハ
ロゲン化リチウム、ヨウ化リチウム、および臭化リチウムが挙げられる。本開示はこの方
法に限定されないので、金属リチウムと非反応性である種々の他のリチウム伝導性セラミ
ック材料を、バッファ層用に使用することもできる。いくつかの態様において、バッファ
層は、複数の材料または材料の層から形成してもよい。
【００２５】
　いくつかの態様において、バッファ層は、約１０－７Ｓ／ｃｍ以上、約１０－６Ｓ／ｃ
ｍ以上、約１０－５Ｓ／ｃｍ以上、約１０－４Ｓ／ｃｍ以上、約１０－３Ｓ／ｃｍ以上の
電気活性種に対するイオン伝導度、または他の適当な伝導度を示してもよい。これに対応
して、バッファ層は、約１０－１Ｓ／ｃｍ以下、約１０－２Ｓ／ｃｍ以下、約１０－３Ｓ
／ｃｍ以下、約１０－４Ｓ／ｃｍ以下の伝導度、または他の適当な伝導度を示してもよい
。上記の組み合わせが可能である（例えば、約１０－７Ｓ／ｃｍ以上および約１０－４Ｓ
／ｃｍ以下の伝導度）。他の範囲も可能である。
【００２６】
　いくらかの態様において、電気活性物質層の厚さは、例えば約２～２００μｍの範囲で
変化してもよい。例えば、電気活性物質層は、約２００μｍ以下、約１００μｍ以下、約
７５μｍ以下、約５０μｍ以下、約２５μｍ以下、約２０μｍ以下、約１５μｍ以下、約
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１０μｍ以下、約５μｍ以下の厚さ、または他の適当な厚さを有してもよい。いくつかの
態様において、電気活性物質層は、約１μｍ以上、約２μｍ以上、約３μｍ以上、約４μ
ｍ以上、約５μｍ以上、約１０μｍ以上、約１５μｍ以上、約２０μｍ以上、約５０μｍ
以上、約７５μｍ以上、約１００μｍ以上、約１５０μｍ以上の厚さ、または他の適当な
厚さを有してもよい。上記範囲の組み合わせも可能である（例えば、約２μｍ以上および
約２００μｍ以下）。他の範囲も可能である。厚さの選択は、所望のサイクル寿命、セル
容量、所望のアノード‐カソードバランス、および他の適当なパラメータなどの、電池設
計パラメータに依存してもよい。
【００２７】
　電気活性物質層は、物理蒸着、スパッタリング、化学蒸着、電気化学蒸着、熱蒸着、ジ
ェット蒸着、レーザーアブレーション、または他の適当な方法を用いて形成してもよい。
電気活性物質層を、それらに限定されないが、フォイル；下にある基材上のコーティング
；複合材料（例えば、ケイ素またはグラファイト粒子などのナノ材料または基材に取り付
けられた繊維マットまたはナノワイヤの形態の、炭素および／またはグラファイトの三次
元構造体を有するリチウム金属）；或いは他の適当な構造体によって具体化してもよい。
【００２８】
　上記に加えて、バッファ層が電極または電気化学電池に含まれている場合、電池の内部
抵抗を低減することが望ましい場合がある。そのような態様において、バッファ層を含む
ことにより電池の内部抵抗を制限するために、比較的薄いバッファ層を提供することが望
ましい場合がある。いくつかの態様において、バッファ層は、約２μｍ以下、約１μｍ以
下、約９００ｎｍ以下、約８００ｎｍ以下、約７００ｎｍ以下、約６００ｎｍ以下、約５
００ｎｍ以下、約４００ｎｍ以下、約３００ｎｍ以下、約２００ｎｍ以下、約１００ｎｍ
以下、約５０ｎｍ以下である厚さ、または他の適当な厚さを有してもよい。これに対応し
て、バッファ層は、約５０ｎｍ以上、約１００ｎｍ以上、約２００ｎｍ以上、約３００ｎ
ｍ以上、約４００ｎｍ以上、約５００ｎｍ以上、約６００ｎｍ以上、約７００ｎｍ以上で
ある厚さ、または他の適当な厚さを有してもよい。上記範囲の組み合わせも可能である（
例えば、約１００ｎｍ以上および約１μｍ以下のバッファ層厚さ）。他の範囲も可能であ
る。
【００２９】
　バッファ層は、スパッタリング、電子ビーム蒸着、真空熱蒸着、レーザーアブレーショ
ン、化学蒸着（ＣＶＤ）、熱蒸着、プラズマ強化化学蒸着（ＰＥＣＶＤ）、レーザ強化化
学蒸着およびジェット蒸着などの好適な方法によって被覆してもよい。用いられる上記技
術は、被覆される材料の種類、層の厚さ、および他の適当な考慮事項に依存してもよい。
【００３０】
　保護層は、電気化学電池内に存在する電解質から電気活性物質層を実質的に隔離するこ
とができ、電気活性種に対して伝導性を有する好適な材料から形成されてもよい。いくつ
かの態様において、保護層は、「単一イオン伝導性材料層」とも呼ぶことができる。保護
層はまた、電気絶縁性であってもよい。いくつかの態様において、保護層は、セラミック
、ガラス質－セラミック、またはガラスである。リチウム金属系電極構造体に関する現在
の議論に関して、保護層に好適な材料には、それらに限定されないが、窒化リチウム、ケ
イ酸リチウム、ホウ酸リチウム、アルミン酸リチウム、リン酸リチウム、リチウムシリコ
スルフィド、リチウムゲルマノスルフィド、リチウムランタン酸化物、リチウムチタン酸
化物、リチウムボロスルフィド、リチウムアルミノスルフィド、リチウムホスホスルフィ
ド、リチウムオキシニトリド、窒化リン酸リチウムおよびこれらの組み合わせが挙げられ
る。本開示は、このように限定されるものではないので、金属リチウムと反応性を有する
種々の他のリチウム伝導性材料もまた、保護層に使用することができる。
【００３１】
　集電体用の好適な材料としては、それらに限定されないが、金属（例えば、銅、ニッケ
ル、アルミニウム、不動態化金属、および他の適当な金属）；金属化ポリマー；導電性ポ
リマー；その中に分散された導電性粒子を含むポリマー；および他の適当な材料が挙げら
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れる。いくつかの態様において、集電体は、物理蒸着、化学蒸着、電気化学蒸着、スパッ
タリング、ドクターブレード法、フラッシュ蒸着、または選択された材料のための他の適
当な被覆技術を用いて、電気活性物質層の上に被覆される。また、集電体は、別々に形成
され、適当な方法を用いて電極構造体に接合されてもよい。
【００３２】
　本明細書中に記載されるように、いくつかの態様において、保護層８は、電気化学電池
中の電解質から下にある電気活性物質層を保護するために、実質的に連続で、かつ非多孔
性であることが望ましい。更に、いくつかの態様において、安定な最終電極構造体を形成
するために、保護層がバッファ層と実質的に適合性を有することも望ましい。しかしなが
ら、場合によっては、保護層は、バッファ層と実質的に適合性を有さない。そのような態
様において、バッファ層および保護層の両方と適合性を有する図１に示すような中間層１
２は、安定した最終電極構造体を提供するために、バッファ層と保護層との間に配置され
てもよい。中間層の例としては、ポリマー層、ガラス質層、セラミック層、およびガラス
質‐セラミック層が挙げられる。
【００３３】
　いくつかの態様において、保護層は、約１０－７Ｓ／ｃｍ以上、約１０－６Ｓ／ｃｍ以
上、約１０－５Ｓ／ｃｍ以上、約１０－４Ｓ／ｃｍ以上、約１０－３Ｓ／ｃｍ以上の電気
活性種に対するイオン伝導度、または他の適当な伝導度を示してもよい。これに対応して
、保護層は、約１０－１Ｓ／ｃｍ以下、約１０－２Ｓ／ｃｍ以下、約１０－３Ｓ／ｃｍ以
下、約１０－４Ｓ／ｃｍ以下の伝導度、または他の適当な伝導度を示してもよい。上記の
組み合わせが可能である（例えば、約１０－６Ｓ／ｃｍ以上および約１０－１Ｓ／ｃｍ以
下の伝導度）。他の範囲も可能である。
【００３４】
　バッファ層と同様に、保護層が電極または電気化学電池に含まれる場合、電池の内部抵
抗を低減することが望ましい場合がある。従って、保護層を含むことにより電池の内部抵
抗を制限するために、比較的薄い保護層を提供することが望ましい場合がある。いくつか
の態様において、保護層は、バッファ層の厚さの約１０倍以下、約５倍以下、約４．５倍
以下、約４倍以下、約３．５倍以下、約３倍以下、約２倍以下の厚さ、バッファ層の厚さ
以下の厚さ、または他の適当な厚さを有してもよい。これに対応して、保護層は、バッフ
ァ層の厚さの約０．１倍以上、約０．２倍以上、約０．５倍以上の厚さ、バッファ層の厚
さ以上の厚さ、バッファ層の厚さの約２倍以上、約２．５倍以上、約３倍以上、約３．５
倍以上、約４倍以上、約４．５倍以上の厚さ、または他の適当な厚さを有してもよい。
上記の組み合わせが可能である（例えば、バッファ層の厚さの約２倍以上およびバッファ
層の厚さの約１０倍以下である保護層の厚さ）。他の範囲も可能である。
【００３５】
　上記に加えて、他の態様において、保護層は、約２μｍ以下、約１μｍ以下、約９００
ｎｍ以下、約８００ｎｍ以下、約７００ｎｍ以下、約６００ｎｍ以下、約５００ｎｍ以下
、約４００ｎｍ以下、約３００ｎｍ以下、約２００ｎｍ以下、約１００ｎｍ以下、約５０
ｎｍ以下である厚さ、または他の適当な厚さを有してもよい。これに対応して、保護層は
、約５０ｎｍ以上、約１００ｎｍ以上、約２００ｎｍ以上、約３００ｎｍ以上、約４００
ｎｍ以上、約５００ｎｍ以上、約６００ｎｍ以上、約７００ｎｍ以上である厚さ、または
他の適当な厚さを有してもよい。上記範囲の組み合わせも可能である（例えば、約１００
ｎｍ以上および約１μｍ以下の保護層厚さまたは約１００ｎｍ以上および約２００ｎｍ以
下の保護層厚さ）。他の範囲も可能である。
【００３６】
　いくつかの態様において、保護層およびバッファ層を横切る電荷移動抵抗は、保護層の
ないバッファ層を横切る電荷移動抵抗よりも低い。理論に束縛されるものではないが、バ
ッファ層と電解質との界面インピーダンスより低い電解質との界面インピーダンスを有す
る保護層を用いることにより、上記電池の全電荷移動抵抗を低減することができる。比抵
抗値は、電極に用いられる特定の保護層とバッファ層の伝導度に依存する。以下の実施例
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に詳細に記載されるように、例えば、特定のセル内の単独の酸化リチウム層の抵抗値は約
６Ω／ｃｍ２である。これは、窒化物保護層が酸化リチウムバッファ層の上に配置された
場合の約２Ω／ｃｍ２の抵抗値と比較することができる。上記窒化物層が酸化リチウムバ
ッファ層上に被覆される場合には、溶媒／セラミック界面を横切るリチウムイオンの電荷
移動は、より容易になると考えられる。更に、理論に束縛されるものではないが、溶媒／
セラミック界面の抵抗は、セラミック／セラミックおよびセラミック／リチウム金属界面
よりも非常に高い。従って、溶媒／セラミック界面の抵抗を低減することにより、電池の
全体抵抗に有用な低減をもたらすことができる。
【００３７】
　いくつかの態様において、保護層は、約５００ｎｍ以下、約４００ｎｍ以下、約３００
ｎｍ以下、約２００ｎｍ以下、約１５０ｎｍ以下、約１４０ｎｍ以下、約１３０ｎｍ以下
、約１２０ｎｍ以下、約１１０ｎｍ以下のＲａ、または他の適当な表面粗さを有してもよ
い。これに対応して、保護層は、約５０ｎｍ以上、約６０ｎｍ以上、約７０ｎｍ以上、約
８０ｎｍ以上、約９０ｎｍ以上、約１００ｎｍ以上、約１１０ｎｍ以上、約１２０ｎｍ以
上、約１３０ｎｍ以上、約１４０ｎｍ以上、約１５０ｎｍ以上、約２００ｎｍ以上の算術
平均表面粗さ（Ｒａ）、または他の適当な表面粗さを有してもよい。
　これに対応して、上記の組み合わせが可能である（例えば、より大きいか、約５０ｎｍ
以上および約１５０ｎｍ以下のＲａを有する保護層）。他の範囲も可能である。また、上
記のものよりも大きい粗さが用いられてもよいが、それはまた、上記のものよりも小さい
粗さもまた有用であってもよいことに留意すべきである。
【００３８】
　バッファ層と同様に、保護層は、スパッタリング、電子ビーム蒸着、真空熱蒸着、レー
ザーアブレーション、化学蒸着（ＣＶＤ）、熱蒸着、プラズマ強化化学蒸着（ＰＥＣＶＤ
）、レーザ強化化学蒸着、およびジェット蒸着等の好適な方法によって被覆してもよい。
使用される技術は、被覆される材料の種類、層の厚さ、および他の適当な考慮事項に依存
してもよい。
【００３９】
　単一の保護層が図面に示されているが、複数の保護層、または多層の保護構造体が使用
される態様も想定される。例えば、いくらかの態様において、電極構造体または電気化学
電池は、アノードを保護する複数の保護層を含んでもよく、各保護層は、本明細書中に記
載された様々な厚さ、伝導度、および／または算術平均表面粗さを有してもよい。保護層
の各々は、同じ材料、または異なる材料から形成されてもよい。
【００４０】
　いくつかの態様において、保護層は、ポリマー層などの介在層によって、別の保護層か
ら分離することができる。全ての目的のためにその全体が参照により本明細書中に組み込
まれる、発明の名称「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｅｌｌ」の、米国特許出願公
開第２０１１／０１７７３９８号明細書として公開された、２０１０年８月２４日出願の
米国特許出願第１２／８６２５２８号においてより詳細に記載されるように、可能な多層
構造体は、ポリマー層と単一イオン伝導層の配置を含むことができる。例えば、多層の保
護層は、いくつかの態様において、単一イオン伝導層およびポリマー層（単数または複数
）を交互に含んでもよい。可能な多層構造の他の例および構成がまた、Ａｆｆｉｎｉｔｏ
らの、発明の名称「Ｒｅｃｈａｒｇｅａｂｌｅ Ｌｉｔｈｉｕｍ／Ｗａｔｅｒ， Ｌｉｔｈ
ｉｕｍ／Ａｉｒ Ｂａｔｔｅｒｉｅｓ」の、米国特許出願公開第２００７／０２２１２６
５号明細書として公開された、２００６年４月６日出願の米国特許出願第１１／４００，
７８１号において、より詳細に記載されており、全ての目的のためにその全体が参照によ
り本明細書中に組み込まれる。
【００４１】
　いくつかの態様において、いくらか多孔性有する保護層は、保護層のピンホールおよび
／またはナノ細孔をポリマーで充填することができるように、ポリマーまたは他の材料で
処理することができる。そのような構造を形成するための技術の例が、発明の名称「Ｅｌ
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ｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｅｌｌ」の、米国特許出願公開第２０１１／０１７７３
９８号明細書として公開された、２０１０年８月２４日出願の米国特許出願第１２／８６
２５２８号およびＡｆｆｉｎｉｔｏらの、発明の名称「Ｒｅｃｈａｒｇｅａｂｌｅ Ｌｉ
ｔｈｉｕｍ／Ｗａｔｅｒ， Ｌｉｔｈｉｕｍ／Ａｉｒ Ｂａｔｔｅｒｉｅｓ」の、米国特許
出願公開第２００７／０２２１２６５号明細書として公開された、２００６年４月６日出
願の米国特許出願第１１／４００，７８１号において、より詳細に記載されており、全て
の目的のためにその全体が参照により本明細書中に組み込まれる。
【００４２】
　これらの種は、層内の欠陥やオープンスペースを通って拡散する傾向があるので、多層
保護層は、電気活性物質層への種の直接の流れを減少させることにより、優れた透過バリ
アとして作用することができる。従って、樹状突起の形成、自己放電、およびサイクル寿
命の損失を低減することができる。多層保護層の他の優位性には、構造体の機械的特性を
含む。単一イオン伝導層に隣接するポリマー層の位置決めは、単一イオン伝導層に亀裂が
はいる傾向を減少させることができ、構造体のバリア性を高めることができる。従って、
これらの積層体は、ポリマー層を介在させない構造体よりも製造工程時の取り扱いによる
応力に対してより強固であることができる。また、多層保護層は、電池の充放電のサイク
ルの間に、電気活性物質層から前後へのリチウムの移行に伴う体積変化に対する向上した
耐性を有することができる。
【００４３】
　理論に束縛されるものではないが、バッファ層および／または保護層内に位置する結晶
粒界は、電池の内部抵抗を増加させることができる電気活性種に対する拡散バリアとして
作用することができる。従って、いくつかの態様において、バッファ層および／または保
護層が、結晶性材料および／または多結晶材料から構成されても、または実質的に形成さ
れてもよいが、他の態様において、バッファ層および／または保護層が、非晶質材料から
構成されても、または実質的に形成されてもよい。例えば、バッファ層および／または保
護層は、部分的に、または実質的に、非晶質材料層であってもよい。理論に束縛されるも
のではないが、一つまたは両方の層を一部または実質的に非晶質にすることによって、比
較的より結晶性および／または多結晶性である層と比較して、結晶粒界の数が減少し、観
察される電池の内部抵抗の減少につながる。バッファ層と保護層の一方が、部分的に、ま
たは実質的に非晶質であり、他方が実質的に結晶性であり、および／または多結晶性であ
る態様が想定される。保護層とバッファ層の両方が、部分的に、または実質的に非晶質の
態様も想定される。バッファ層が非晶質、部分的に非晶質、結晶性、または多結晶性であ
るかどうかを測定するために、多くの異なる検出方法を用いてもよい。適当な試験には、
それらに限定されないが、Ｘ線回折法、Ｘ線光電子分光法、透過型電子顕微鏡、示差走査
熱量測定法、および光分光法が挙げられる。
【００４４】
　バッファ層と保護層は、適当な方法を用いて、部分的に、または実質的に非晶質化する
ことができる。例えば、化学量論比から少し外れた組成物の被覆は、非晶質材料を被覆す
るのに有利である。１つの例示的な態様において、実質的に非晶質バッファ層は、窒素お
よび酸素（例えば、リチウムオキシニトリド）を含む１つ以上の材料を含み、そして適当
なモル比を用いることができるが、バッファ層中の窒素の酸素に対するモル比（窒素／酸
素）が、約３：１（３／１）以下、約２：１（２／１）以下、または１：１（１／１）以
下であり、約１：２（１／２）以上、約１：１（１／１）以上、または２：１（２／１）
以上である。上記範囲の組合せが可能である（例えば、約１：２（１／２）以上、かつ約
３：１（３／１）以下である、窒素の酸素に対するモル比（窒素／酸素））。更に、バッ
ファ層は、炭酸リチウムなどの炭素を含む材料、または別の炭素質材料を含んでもよく、
そして適当なモル比を用いることができるが、バッファ層中のリチウムの炭素に対するモ
ル比（リチウム／炭素）が、約２：１（２／１）以下、約１．７５：１（１．７５／１）
以下、約１．５：１（１．５／１）以下、または１．２５：１（１．２５／１）以下であ
り、約１：１（１／１）以上、約１．２５：１（１．２５／１）以上、約１．５：１（１
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．５／１）以上、または１．７５：１（１．７５／１）以上である。上記範囲の組合せが
可能である（例えば、約１：１（１／１）以上、かつ約２：１（２／１）以下である、リ
チウムの炭素に対するモル比（リチウム／炭素））。いくつかの態様において、バッファ
層は、バッファ層における第二成分として、炭酸リチウム、または他の炭素質材料を含ん
でもよい。以下でより詳細に述べるように、例えば、炭酸リチウム、または他の炭素質材
料は、バッファ層の第二成分として共蒸着されてもよい。
【００４５】
　別の態様において、バッファ層は含んでいてもよい、またはリチウム、窒素、および酸
素を含む材料を含んでも、または上記材料から形成されてもよい。例えば、バッファ層の
リチウム含有量は、約１％、２％、３％、４％、５％、１０％、１５％、２０％、２５％
、３５％、４０％、４５％、５０％以上、または他の適当なパーセンテージ（例えば、重
量％またはモル％）であってもよい。これに対応して、バッファ層は、約７５％、７０％
、６５％、６０％、５５％、５０％、４５％、４０％、３５％、３０％、２５％、２０％
、１５％、１０％、５％以下、または他の適当なパーセンテージ（例えば、重量％または
モル％）であるリチウム含有量を含んでもよい。上記の範囲の組み合わせも可能である（
例えば、約１％以上、かつ約５０％以下のリチウム含有量）。他の範囲も可能である。
【００４６】
　リチウム含有量に加えて、バッファ層は、約０％、１％、２％、３％、４％、５％、１
０％、１５％、２０％、２５％、３５％、４０％以上、または他の適当なパーセンテージ
（例えば、重量％またはモル％）である窒素含有量を含んでもよい。バッファ層は、約５
０％、４５％、４０％、３５％、３０％、２５％、２０％、１５％、１０％、５％以下、
または他の適当なパーセンテージ（例えば、重量％またはモル％）である窒素含有量を含
んでもよい。上記範囲の組み合わせも可能である（例えば、約１％以上、かつ約５０％以
下の窒素含有量）。他の範囲も可能である。
【００４７】
　バッファ層の酸素含有量は、約０％、１％、２％、３％、４％、５％、１０％、１５％
、２０％、２５％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％以上、または他の
適当なパーセンテージ（例えば、重量％またはモル％）であってもよい。バッファ層は、
約７０％、６５％、６０％、５５％、５０％、４５％、４０％、３５％、３０％、２５％
、２０％、１５％、１０％、５％以下、または他の適当なパーセンテージ（例えば、重量
％またはモル％）である酸素含有量を含んでもよい。上記範囲の組み合わせも可能である
（例えば、約１％以上、かつ約７０％以下の酸素含有量）。他の範囲も可能である。
【００４８】
　上記範囲の元素状物質は、多くの異なるバッファ層組成を提供するために組み合わせて
もよい。例えば、バッファ層は、約１％～約７５％のリチウム、約０％～約５０％の窒素
、および約０％～約７０％の酸素の含む組成を有してもよい。上記範囲の元素状物質の他
の組み合わせも可能である。更に、いくつかの態様において、上記組成は、ドーパントま
たは他の好適な付加物の使用と組み合わせてもよい。
【００４９】
　別の例示的な態様において、実質的に非晶質の保護層は、リチウムと窒素とを含む材料
（例えば、窒化リチウム）を含んでもよく、そして保護層中のリチウムの窒素に対するモ
ル比（リチウム／窒素）が、約３：１（３／１）以下（例えば、約２．５：１（２．５／
１）以下、約２：１（２／１）以下、または約１．５：１（１．５／１）以下）および約
１：１（１／１）以上（例えば、より大きい約１．５：１（１．５／１）以上、または約
２：１（２／１）以上）である。窒化リチウムを含む特定の保護層が上述されているが、
それらに限定されないが、ケイ酸リチウム、ホウ酸リチウム、アルミン酸リチウム、リン
酸リチウム、窒化リン酸リチウム、リチウムシリコスルフィド、リチウムゲルマノスルフ
ィド、酸化リチウム、酸化リチウムランタン、酸化リチウムチタン、リチウムボロスルフ
ィド、リチウムアルミノスルフィド、リチウムホスホスルフィド、ハロゲン化リチウム、
およびこれらの組合せが含む他の導電性セラミックスを用いることができる。
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【００５０】
　理論に束縛されるものではないが、非化学量論的組成物を被覆する場合の非晶質相の形
成は、それらに限定されないが、競合平衡相、準結晶形成、結晶形成の阻害（ｆｒｕｓｔ
ｒａｔｉｏｎ）、および他の適用可能な現象を含む多くの物理的現象によるものであって
もよい。
【００５１】
　いくつかの態様において、バッファ層および／または保護層は、電気活性種に対する電
気伝導性および／または伝導度を相対的に変化させるためにドーパントを含んでもよい。
可能なドーパントには、炭素、窒素、および硫黄系化合物だけでなく、他の適当な化合物
が挙げられる。具体的な例としては、それらに限定されないが、炭酸リチウム、硝酸リチ
ウム、硫化物、および元素状態の硫黄が挙げられる。使用される被覆方法に応じて、ドー
パントは、バッファ層および／または保護層を形成するための特定の付加物であってもよ
く、または使用される被覆方法の副生成物として被覆されてもよい。例えば、炭酸リチウ
ムは、二酸化炭素ガスおよびリチウム蒸気の混合物をプラズマ支援被覆法に用いる酸化リ
チウムバッファ層の被覆時に形成されてもよい。具体的な例は上記されているが、保護層
および／またはバッファ層の所望のドーピングを提供するために、多くの適当な方法を使
用することができると解されるべきである。
【００５２】
　図３に示すように、本明細書中に記載された電極構造体の製造方法の一つの態様が提供
される。図示の方法では、電気活性物質層は、ステップ１００で提供されてもよい。次い
で、バッファ層および保護層は、ステップ１０２および１０４において、下にある電気活
性物質層上に被覆される。いくつかの態様において、集電体に対応する任意の基材、キャ
リア基材、および／または構造の基材をステップ１０６で提供してもよく、以下でより詳
細に説明するように、任意の剥離層を、ステップ１０８で提供してもよい。特定の態様に
応じて、上記基材および／または剥離層を、電気活性物質層を提供する、バッファ層を被
覆させる、または保護層を被覆させる前または後に提供してもよい。また、以下でより詳
細に説明するように、上記基材および剥離層は、本開示によって基材および剥離層をどこ
に配置するかについては限定していないので、電気活性物質層または保護層の表面のいず
れかに対して配置してもよい。
【００５３】
　図４Ａ～４Ｃに示す態様に示されるように、場合によっては、製造および組み立て時の
電極構造体の取り扱いを容易にするために、キャリア基材１４および剥離層１６を提供す
ることが望ましい。以下でより詳細に説明するように、特定の態様に応じて、キャリア基
材１４および剥離層１６を保護層８の外面上に配置しても（図４Ａ）、または電気活性物
質層４の底面に配置してもよい（図４Ｂ）。図４Ｃに例示的に示されるように、キャリア
基材の剥離後、最終電極構造体を形成してもよい。
【００５４】
　本明細書中に記載されたように、電極の製造を容易にするために、剥離層をキャリア基
材上に配置してもよい。キャリア基材として、如何なる好適な材料を使用してもよい。い
くつかの態様において、キャリア基材の材料（および厚さ）は、高温などの特定の処理条
件に耐える能力によって、少なくとも部分的に選択してもよい。基材材料を、剥離層への
接着親和性に基づいて、少なくとも部分的に選択してもよい。場合によっては、キャリア
基材は、ポリマー材料である。キャリア基材の全てまたは一部を形成するために使用され
得る好適な材料の例には、任意に変更された分子量、架橋密度、および／または添加剤ま
たは他の成分の添加を有する、剥離層として好適な本明細書中に記載されたもののいくら
かが挙げられる。いくらかの態様において、キャリア基材は、ポリエチレンテレフタレー
ト（ＰＥＴ）（例えば、光学グレードのポリエチレンテレフタレート）等のポリエステル
；ポリアミド；または他の好適なポリマーを含んでもよい。他の場合において、キャリア
基材は、銅、チタンなどの金属、またはガラスなどのセラミック材料を含んでもよい。キ
ャリア基材はまた、充填剤、結合剤、および／または界面活性剤などの追加の成分を含ん
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でもよい。
【００５５】
　キャリア基材は、如何なる好適な厚さを有してもよい。例えば、キャリア基材の厚さは
、約５μｍ以上、約１５μｍ以上、約２５μｍ以上、約５０μｍ以上、約７５μｍ以上、
約１００μｍ以上、約２００μｍ以上、約５００μｍ以上、または約１ｍｍ以上であって
もよい。いくつかの態様において、上記キャリア基材は、約１０ｍｍ以下、約５ｍｍ以下
、約３ｍｍ以下、または約１ｍｍ以下の厚さを有してもよい。上記範囲の組み合わせも可
能である（例えば、約１００μｍ以上、かつ約１ｍｍ以下）。他の範囲も可能である。場
合によっては、キャリア基材は、剥離層の厚さ以上の厚さを有する。
【００５６】
　図４Ａおよび図４Ｂに示された態様において、剥離層１６は、キャリア基材１４および
保護層８または電気活性物質層４の一方に対する比較的高い接着強度、並びにキャリア基
材１４および保護層８または電気活性物質層４の他方に対する比較的中位以下の接着強度
を有してもよい。従って、剥離層は、剥離力をキャリア基材および／または電極構造体の
いずれかに加える場合に、最終電極構造体からのキャリア基材の剥離を容易にするように
機能することができる。
【００５７】
　どの要素に対して離型層が比較的高い接着強度を示すかに応じて、剥離層を最終電極構
造体内に組み込んでも、または、組み込まなくてもよい。剥離層が最終電極構造体に組み
込まれているかどうかは、剥離層の化学的特性および／または物理的特性を調整すること
によって変化させることができる。例えば、剥離層１６が最終電極構造体の一部であるこ
とが剥離層１６のために望ましい場合、剥離層を、キャリア基材１４との接着強度に対し
て、より大きな保護層８との接着強度を有するように調整してもよい。従って、剥離力を
キャリア基材（および／または電極構造体）に加える場合、キャリア基材１４は電極構造
体から剥離し、剥離層１６が電極構造体と共に残る（図４Ｃ参照）。
【００５８】
　剥離層が最終の電気化学電池に組み込まれる態様において、剥離層を、電解質中で安定
であり、実質的に電極の構造的一体性を妨害しない材料で形成してもよい。剥離層が最終
電極構造体または最終の電気化学電池に組み込まれたいくらかの態様において、イオンの
伝導を容易にするために、剥離層は電解質（例えば、高分子ゲル電解質）として機能して
も、またはセパレータとして機能してもよい。剥離層の他の使用も可能である。いくらか
の特定の態様において、剥離層は、リチウムイオンに対して伝導性であり、および／また
はリチウムイオンを含むポリマーゲルから形成される。
【００５９】
　これに対して、剥離層が最終電極構造体の一部でないことが望ましい場合、剥離層は、
保護層８または電気活性物質層４との接着強度に対して、より大きなキャリア基材１４と
の接着強度を有するように設計されてもよい。そのような態様において、剥離力をキャリ
ア基材に加える場合、キャリア基材１４および剥離層１６を、図１および図２と同様の構
造体となる電極構造体から剥離する。
【００６０】
　剥離層は、キャリア基材および保護層に対して所望の剥離特性および伝導度を示す如何
なる適当な材料を用いて形成してもよい。使用される特定の材料は、キャリア基材の特定
の種類、剥離層の他方の面に接触する材料、剥離層が最終電極構造体に組み込まれている
かどうか、および剥離層が、電気化学電池に組み込まれた後、更なる機能を有しているか
どうかなどの要因に少なくとも一部依存する。
【００６１】
　一組の態様において、剥離層は、ポリマー材料から形成されている。本開示はこのよう
に限定されるものではないので、ポリマーが使用される場合、ポリマーは、実質的に架橋
され、実質的に架橋されていない、または部分的に架橋してもよい。適当なポリマーの具
体例には、それらに限定されないが、ポリオキシド、ポリスルホン、ポリアルコール、ポ
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リウレタン、ポリアミド、および全フッ素化ポリマーが挙げられる。上記ポリマーは、例
えば、固体ポリマー（例えば、固体ポリマー電解質）、ガラス状ポリマー、またはポリマ
ーゲルの形態であってもよい。
【００６２】
　いくつかの態様において、剥離層は、特定のイオン（例えば、アルカリ金属イオン）に
対して伝導性であるが、実質的に導電性であるポリマーを含む。このような材料の例には
、リチウム塩（例えば、ＬｉＳＣＮ、ＬｉＢｒ、ＬｉＩ、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＡｓＦ６、
ＬｉＳＯ３ＣＦ３、ＬｉＳＯ３ＣＨ３、ＬｉＢＦ４、ＬｉＢ(Ｐｈ)４、ＬｉＰＦ６、Ｌｉ
Ｃ(ＳＯ２ＣＦ３)３、およびＬｉＮ(ＳＯ２ＣＦ３)２）でドーピングされた導電性ポリマ
ー（電子ポリマーまたは導電性ポリマーとしても知られる）が挙げられる。導電性ポリマ
ーは、当該技術分野で知られており、このようなポリマーの例には、それらに限定されな
いが、ポリ（アセチレン）類、ポリ（ピロール）類、ポリ（チオフェン）類、ポリ（アニ
リン）類、ポリ（フルオレン）類、ポリナフタレン類、ポリ（ｐ－フェニレンスルフィド
）、およびポリ（ｐ－フェニレンビニレン）類が挙げられる。導電性添加剤を、導電性ポ
リマーを形成するポリマーに添加してもよい。
【００６３】
　いくつかの態様において、剥離層は、１つ以上の種類のイオンに対して伝導性を有する
ポリマーを含む。場合によっては、剥離層は実質的に非導電性であってもよい。イオン伝
導性種（実質的に非導電性であってもよい）の例には、リチウム塩でドーピングされた非
導電性材料（例えば、電気的絶縁材料）が挙げられる。例えば、リチウム塩がドーピング
されている、アクリレート、ポリエチレンオキシド、シリコーン、ポリ塩化ビニル、およ
び他の絶縁性ポリマーは、イオン伝導性とすることができる（ただし、実質的に非導電性
）。ポリマーの更なる例には、イオン伝導性ポリマー、スルホン化ポリマー、および炭化
水素ポリマーが挙げられる。好適なイオン伝導性ポリマーには、例えば、リチウム電気化
学電池用の固体ポリマー電解質およびゲルポリマー電解質に有用であることが知られてい
るイオン伝導性ポリマー、例えば、ポリエチレンオキシドが挙げられる。好適なスルホン
化ポリマーは、例えば、スルホン化シロキサンポリマー、スルホン化ポリスチレン‐エチ
レン‐ブチレンポリマー、およびスルホン化ポリスチレンポリマーが挙げられる。好適な
炭化水素ポリマーには、例えば、エチレン‐プロピレンポリマー、ポリスチレンポリマー
などが挙げられる。
【００６４】
　剥離層はまた、アルキルアクリレート、グリコールアクリレート、ポリグリコールアク
リレート、ポリグリコールビニルエーテル、ポリグリコールジビニルエーテル、および共
同譲受人のＹｉｎｇらの米国特許第６,１８３,９０１号明細書に記載されているようなセ
パレータ層の保護コーティング層用のものなどのモノマーの重合から形成される架橋ポリ
マー材料を含んでもよい。例えば、そのような架橋ポリマー材料は、ポリジビニルポリ（
エチレングリコール）である。上記架橋ポリマー材料は、更に、イオン伝導性を高めるた
めに、例えば、リチウム塩などの塩を含んでもよい。
【００６５】
　剥離層に使用するのに好適な他の種類のポリマーには、それらに限定されないが、ポリ
アミン（例えば、ポリ（エチレンイミン）およびポリプロピレンイミン（ＰＰＩ））；ポ
リアミド（例えば、ポリアミド（ナイロン）、ポリ（ε－カプロラクタム）（ナイロン６
）、ポリ（ヘキサメチレンアジパミド）（ナイロン６６））、ポリイミド（例えば、ポリ
イミド、ポリニトリル、およびポリ（ピロメリットイミド‐１，４‐ジフェニルエーテル
）（Ｋａｐｔｏｎ））；ビニルポリマー（例えば、ポリアクリルアミド、ポリ（２－ビニ
ルピリジン）、ポリ（Ｎ－ビニルピロリドン）、ポリ（メチルシアノアクリレート）、ポ
リ（エチルシアノアクリレート）、ポリ（ブチルシアノアクリレート）、ポリ（イソブチ
ネシアノアクリレート）、ポリ（酢酸ビニル）、ポリ（ビニルアルコール）、ポリ（塩化
ビニル）、ポリ（フッ化ビニル）、ポリ（２－ビニルピリジン）、ビニルポリマー、ポリ
クロロトリフルオロエチレン、およびポリ（イソヘキシルシアノアクリレート））；ポリ
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アセタール；ポリオレフィン（例えば、ポリ（ブテン‐１）、ポリ（ｎ‐ペンテン‐２）
、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン）；ポリエステル（例えば、ポリカーボ
ネート、ポリブチレンテレフタレート、ポリヒドロキシブチレート）；ポリエーテル
（ポリ（エチレンオキシド）（ＰＥＯ）、ポリ（プロピレンオキシド）（ＰＰＯ）、ポリ
（テトラメチレンオキシド）（ＰＴＭＯ））；ビニリデンポリマー（例えば、ポリイソブ
チレン、ポリ（メチルスチレン）、ポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）、ポリ（
塩化ビニリデン）、ポリ（フッ化ビニリデン））；ポリアラミド（例えば、ポリ（イミノ
‐１，３‐フェニレンイミノイソフタロイル）およびポリ（イミノ‐１，４‐フェニレン
イミノテレフタロイル））；ポリヘテロ芳香族化合物（例えば、ポリベンズイミダゾール
（ＰＢＩ）、ポリベンゾビスオキサゾール（ＰＢＯ）、ポリベンゾビスチアゾール（ＰＢ
Ｔ））；多複素環化合物（例えば、ポリピロール）；ポリウレタン；フェノール系ポリマ
ー（例えば、フェノール‐ホルムアルデヒド）；ポリアルキン（例えば、ポリアセチレン
）；ポリジエン（例えば、１，２‐ポリブタジエン、シスまたはトランス‐１，４‐ポリ
ブタジエン）；ポリシロキサン（例えば、ポリ（ジメチルシロキサン）（ＰＤＭＳ）、ポ
リ（ジエチルシロキサン）（ＰＤＥＳ）、ポリジフェニルシロキサン（ＰＤＰＳ）、およ
びポリメチルフェニルシロキサン（ＰＭＰＳ））；および無機ポリマー（例えば、ポリホ
スファゼン、ポリホスホネート、ポリシラン、ポリシラザン）が挙げられる。
【００６６】
　前述のおよび本明細書中に記載されたポリマー材料は、イオン伝導性を向上させるため
に、リチウム塩（例えば、ＬｉＳＣＮ、ＬｉＢｒ、ＬｉＩ、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＡｓＦ６

、ＬｉＳＯ３ＣＦ３、ＬｉＳＯ３ＣＨ３、ＬｉＢＦ４、ＬｉＢ(Ｐｈ)４、ＬｉＰＦ６、Ｌ
ｉＣ(ＳＯ２ＣＦ３)３、およびＬｉＮ(ＳＯ２ＣＦ３)２）などの塩を更に含んでもよい。
【００６７】
　剥離層に好適な材料を選択するための他の基準、剥離層の適当な接着性試験、および離
型層を形成する方法が、発明の名称「Ｒｅｌｅａｓｅ Ｓｙｓｔｅｍ ｆｏｒ Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｅｌｌｓ」の、米国特許出願公開第２０１１／０６８００１号
明細書として公開された、２０１０年８月２４日出願の米国特許出願第１２／８６２，５
１３号において、より詳細に記載されており、全ての目的のためにその全体が参照により
本明細書中に組み込まれる。
【００６８】
　剥離層が最終電極構造体に組み込まれている態様において、電気化学電池内でセパレー
タとして機能することができる剥離層を提供することが望ましい場合がある。このような
態様において、剥離層は、電気化学電池の電気活性種に対して伝導性を有する。剥離層の
伝導度を、例えば、乾燥状態での材料の真性伝導度によって提供しても、または剥離層に
は湿潤状態で伝導性を示すゲルポリマーを形成するために電解質で膨潤可能であるポリマ
ーを含んでもよい。イオン伝導性の量を示す材料は、このような態様において使用するこ
とができるが、いくつかの態様において、剥離層は、乾燥または湿潤状態で、イオン伝導
度、例えば約１０－７Ｓ／ｃｍ以上、約１０－６Ｓ／ｃｍ以上、約１０－５Ｓ／ｃｍ以上
、約１０－４Ｓ／ｃｍ以上、または他の適当なイオン伝導度を示してもよい材料から形成
される。これに対応して、剥離層は、乾燥または湿潤状態で、イオン伝導度、例えば約１
０－３Ｓ／ｃｍ以下、約１０－４Ｓ／ｃｍ以下、約１０－５Ｓ／ｃｍ以下、約１０－６Ｓ
／ｃｍ以下、または他の適当なイオン伝導度を示してもよい。上記の組合せも可能である
（例えば、約１０－６Ｓ／ｃｍ以上、かつ約１０－３Ｓ／ｃｍ以下のイオン伝導度）。他
の範囲も可能である。
【００６９】
　剥離層が、最終の電極構造体および／または電気化学電池に組み込まれたいくらかの態
様において、剥離層は、上記電気化学電池のサイクル時の電気化学電池または上記電池の
要素に加えられる力または圧力の印加に耐える能力を持つように設計されている。上記圧
力は、外部から加えられる（例えば、いくつかの態様において、一軸）圧力であってもよ
い。外部から加えられる圧力を、いくつかの態様において、電気活性物質層を形成する材
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料の降伏応力よりも大きくなるように選択してもよい。例えば、電気活性物質層がリチウ
ムを含む態様において、上記電池に加えられた加圧力は、約５ｋｇ／ｃｍ２以上であって
もよい。いくつかの態様において、上記加圧力は、適用される圧力は、約５ｋｇ／ｃｍ２

以上、約６ｋｇ／ｃｍ２以上、約７ｋｇ／ｃｍ２以上、約８ｋｇ／ｃｍ２以上、約９ｋｇ
／ｃｍ２以上、または他の適当な圧力であってもよい。これに対応して、上記加圧力は、
約２０ｋｇ／ｃｍ２以下、約１０ｋｇ／ｃｍ２以下、約９ｋｇ／ｃｍ２以下、約８ｋｇ／
ｃｍ２以下、約７ｋｇ／ｃｍ２以下、約６ｋｇ／ｃｍ２以下、または他の適当な圧力であ
ってもよい。上記の組み合わせも可能である（例えば、約５ｋｇ／ｃｍ２以上、かつ約１
０ｋｇ／ｃｍ２以下の加圧力）。他の範囲も可能である。電気化学電池に適当な圧力を印
加するのに好適な構造体が、発明の名称「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｅｌｌ」
の、米国特許出願公開第２０１１／０１７７３９８号明細書として公開された、２０１０
年８月２４日出願の米国特許出願第１２／８６２，５２８号において、より詳細に記載さ
れており、全ての目的のためにその全体が参照により本明細書中に組み込まれる。
【００７０】
　上記の電極構造体は、一般に、アノードとして使用されてもよい。本明細書中に記載さ
れた電気化学電池のカソードに使用するのに好適な対応するカソード活性物質としては、
それらに限定されないが、電気活性遷移金属カルコゲン化物、電気活性導電性ポリマー、
および電気活性硫黄含有物質、並びにこれらの組み合わせが挙げられる。本明細書中で使
用される用語「カルコゲン化物」は、酸素、硫黄、およびセレンの元素の一つ以上を含む
化合物に関する。好適な遷移金属カルコゲン化物の例としては、それらに限定されないが
、Ｍｎ、Ｖ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ｒｈ
、Ｐｄ、Ａｇ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｗ、Ｒｅ、Ｏｓ、およびＩｒからなる群から選択される遷移
金属の電気活性酸化物、硫化物、およびセレン化物が挙げられる。１つの態様において、
遷移金属カルコゲン化物は、ニッケル、マンガン、コバルト、およびバナジウムの電気活
性酸化物、および鉄の電気活性硫化物からなる群から選択される。１つの態様において、
カソード活性層は、電気活性伝導性ポリマーを含む。好適な電気活性伝導性ポリマーの例
には、それらに限定されないが、ポリピロール、ポリアニリン、ポリフェニレン、ポリチ
オフェン、およびポリアセチレンからなる群から選択される電気活性および電子伝導性ポ
リマーが挙げられる。
【００７１】
　本明細書中で使用される「電気活性硫黄含有材料」は、電気化学的活性が硫黄‐硫黄共
有結合の破壊または形成を含む任意の形での硫黄元素を含むカソード活性物質を意味する
。好適な電気活性硫黄含有材料には、それらに限定されないが、硫黄原子および炭素原子
を含む硫黄元素およびポリマーであってもなくてもよい、有機材料が挙げられる。好適な
有機材料には、ヘテロ原子を更に含むもの、導電性ポリマーセグメント、複合材、および
導電性ポリマーが挙げられる。
【００７２】
　Ｌｉ／Ｓ系を含むいくつかの態様において、その酸化形中の硫黄含有物質は、共有結合
性‐Ｓｍ‐部分、イオン性‐Ｓｍ－部分、およびイオン性‐Ｓｍ２－部分からなる群から
選択されるポリスルフィド部分、Ｓｍを含む（式中、ｍは３以上の整数である）。１つの
態様において、硫黄含有ポリマーのポリスルフィド部分Ｓｍのｍは、６以上の整数である
。別の態様において、硫黄含有ポリマーのポリスルフィド部分Ｓｍのｍは、８以上の整数
である。別の態様において、硫黄含有物質が硫黄含有ポリマーである。別の態様において
、硫黄含有ポリマーがポリマー主鎖を有し、ポリスルフィド部分Ｓｍが側鎖基としての末
端硫黄原子の一方または両方によって共有結合している。更に別の態様において、硫黄含
有ポリマーがポリマー主鎖を有し、ポリスルフィド部分Ｓｍが、ポリスルフィド部分の末
端硫黄原子の共有結合によりポリマー主鎖中に組み込まれる。
【００７３】
　１つの態様において、電気活性硫黄含有物質は、５０重量％より多い硫黄を含む。別の
態様において、電気活性硫黄含有物質は、７５重量％より多い硫黄を含む。更に別の態様
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において、電気活性硫黄含有物質は、９０重量％より多い硫黄を含む。
【００７４】
　本発明の実施に有用な電気活性硫黄含有物質の性質は、当技術分野で知られているよう
に、広範囲に変化してもよい。１つの態様において、電気活性硫黄含有物質は、元素状態
の硫黄を含む。別の態様において、電気活性硫黄含有物質は、元素状態の硫黄および硫黄
含有ポリマーの混合物を含む。
【００７５】
　他の態様において、本明細書中に記載された電気化学電池は、複合カソードを含む。複
合カソードは、例えば、
　（ａ）電気活性硫黄含有カソード物質であって、前記電気活性硫黄含有カソード物質は
、その酸化状態で、式‐Ｓｍ‐のポリスルフィド部分を含み、ｍは、本明細書中に記載さ
れるように、３以上の整数である、および
　（ｂ）は電気活性遷移金属カルコゲン化組成物
を含んでもよい。上記電気活性遷移金属カルコゲン化組成物は、電気活性硫黄含有カソー
ド物質をカプセル化してもよい。場合によっては、電気活性硫黄含有カソード物質のアニ
オン性還元生成物の輸送を遅らせることができる。電気活性遷移金属カルコゲン化組成物
は、式：ＭｊＹｋ(ＯＲ)ｌ
（式中、Ｍは遷移金属であり；Ｙは、各々、同一または異なり、酸素、硫黄、またはセレ
ンであり；Ｒは有機基であり、各々、同一または異なり；ｊは１～１２の範囲の整数であ
り；ｋは０～７２の範囲の数であり；ｌは０～７２の範囲の数である。）
を有する電気活性遷移金属カルコゲン化物を含んでもよい。いくつかの態様において、ｋ
およびｌは、両方とも０であることはできない。
【００７６】
　上記電池中のカソード区画からのアニオン性還元生成物の外部拡散を遅らせるために、
電気活性遷移金属カルコゲン化組成物の層によって、硫黄含有カソード物質を、電解質層
または他の層或いは上記電池の部品から効果的に分離してもよい。この層は高密度または
多孔性であることができる。
【００７７】
　１つの態様において、カソードは、集電体上に被覆された、電気活性硫黄含有カソード
物質、電気活性遷移金属カルコゲン化物、並びに任意に結合剤、電解質および導電性添加
剤の混合物を含む。別の態様において、電気活性硫黄含有カソード物質のコーティングは
、カチオン輸送性の、アニオン性還元生成物の輸送遅延性の、遷移金属カルコゲン化組成
物の薄いコヒーレントフィルムコーティングによってカプセル化または含浸される。更に
別の態様において、カソードは、カチオン輸送性の、アニオン性還元生成物の輸送遅延性
の、遷移金属カルコゲン化組成物のカプセル化層で個々に被覆された粒子状電気活性硫黄
含有カソード物質を含む。他の構成も可能である。
【００７８】
　１つの態様において、複合カソードは、アルカリ金属カチオン輸送性の、その上アニオ
ン性還元生成物の輸送遅延性の電気活性遷移金属カルコゲン化組成物のカプセル化層で個
々に被覆された、直径約１０μｍ未満の、粒子状の硫黄含有カソード物質を含む。上記粒
子は、「コア‐シェル」構成、例えば、電気活性硫黄含有カソード物質のコアと、電気活
性遷移金属カルコゲン化物を含む遅延性バリア層のシェルを有してもよい。任意に、複合
カソードは、本明細書中に記載されるものなどの様々な種類の結合剤、電解質および導電
性材料を含む充填剤を含有してもよい。
【００７９】
　いくらかの態様において、複合カソードは、任意に、更に可溶性の電気活性硫黄含有カ
ソード物質で含浸させた、シリカ、アルミナ、およびケイ酸塩などの非電気活性金属酸化
物を含む、粒子状の、多孔性の電気活性遷移金属カルコゲン化組成物である。これは、電
気活性硫黄含有カソード物質（例えば、電気活性有機硫黄および炭素‐硫黄カソード物質
）のみを含むカソードと比較して、エネルギー密度およびエネルギー容量を増加させるの
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に有用であり得る。
【００８０】
　一組の態様において、複合カソードは、含み 電気活性硫黄含有物質（例えば、炭素‐
硫黄ポリマーまたは元素状態の硫黄）；Ｖ２Ｏ５；導電性カーボン；およびＰＥＯ結合剤
を含む。
【００８１】
　複合カソードの更なる配置、要素、および優位性が、発明の名称「Ｎｏｖｅｌ ｃｏｍ
ｐｏｓｉｔｅ ｃａｔｈｏｄｅｓ，ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ ｃｅｌｌｓ ｃｏｍ
ｐｒｉｓｉｎｇ ｎｏｖｅｌ ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ ｃａｔｈｏｄｅｓ，ａｎｄ ｐｒｏｃｅ
ｓｓｅｓ ｆｏｒ ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ ｓａｍｅ」の、２００６年１月１３日出願の
米国特許出願公開第２００６／０１１５５７９号明細書において、より詳細に記載されて
おり、全ての目的のためにその全体が参照により本明細書中に組み込まれる。
【００８２】
　カソードは、強化された電子伝導性を提供するために、一つ以上の導電性フィラーを更
に含んでもよい。導電性フィラーは、材料の電気伝導特性を向上させることができ、かつ
、例えば、カーボンブラック（例えば、Ｖｕｌｃａｎ ＸＣ７２Ｒカーボンブラック、Ｐ
ｒｉｎｔｅｘ ＸＥ２、またはＡｋｚｏ Ｎｏｂｅｌ Ｋｅｔｊｅｎ ＥＣ－６００ ＪＤ）
、グラファイト繊維、グラファイトフィブリル、黒鉛粉末（例えば、Ｆｌｕｋａ ＃５０
８７０）、活性炭素繊維、炭素織物、不活性炭素ナノファイバーなどの導電性炭素が挙げ
られる。導電性フィラーの他の非限定的な例には、金属被覆ガラス粒子、金属粒子、金属
繊維、ナノ粒子、ナノチューブ、ナノワイヤ、金属フレーク、金属粉末、金属繊維、金属
メッシュが挙げられる。いくつかの態様において、導電性フィラーは、導電性ポリマーを
含んでもよい。好適な電気活性導電性ポリマーの例には、それらに限定されないが、ポリ
ピロール、ポリアニリン、ポリフェニレン、ポリチオフェン、およびポリアセチレンから
なる群から選択される、電気活性および電子伝導性ポリマーが挙げられる。当業者に公知
の他の導電性材料は、導電性フィラーとして使用することができる。導電性フィラーの量
は、存在する場合には、カソード活性層の２～３０重量％の範囲で存在してもよい。上記
カソードはまた、それらに限定されないが、金属酸化物、アルミナ、シリカ、および遷移
金属カルコゲン化物を含む他の添加剤を含んでもよい。
【００８３】
　カソードはまた、結合剤を含んでもよい。結合剤材料の選択は、それがカソード中の他
の材料に対して不活性である限り、広範囲に変化してもよい。いくつかの態様において、
結合剤材料は、ポリマー材料であってもよい。ポリマー結合剤材料の例には、それらに限
定されないが、フッ化ポリビニリデン（ＰＶＤＦ）系ポリマー、例えばポリ（フッ化ビニ
リデン）（ＰＶＤＦ）、ＰＶＦ２、およびヘキサフルオロエチレン、テトラフルオロエチ
レン、クロロトリフルオロエチレン、ポリ（フッ化ビニル）、ポリテトラフルオロエチレ
ン（ＰＴＦＥ）、エチレン‐テトラフルオロエチレンコポリマー（ＥＴＦＥ）、ポリブタ
ジエン、シアノエチルセルロース、カルボキシメチルセルロースとのそのコポリマーおよ
びターポリマー、およびスチレン‐ブタジエンゴム、ポリアクリロニトリル、エチレン‐
プロピレン‐ジエン（ＥＰＤＭ）ゴム、エチレンプロピレンジエン三元共重合体、スチレ
ン‐ブタジエンゴム（ＳＢＲ）、ポリイミドまたはエチレン酢酸ビニルコポリマーとのそ
のブレンドが挙げられる。場合によっては、結合剤材料は、水性流体キャリアに実質的に
可溶性であってもよく、それらに限定されないが、セルロース誘導体、典型的にはメチル
セルロース（ＭＣ）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）およびヒドロキシプロピル
メチルセルロース（ＨＰＭＣ）；ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリアクリル酸塩、
ポリアクリルアミド（ＰＡ）、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）およびポリエチレンオキ
サイド（ＰＥＯ）が挙げられる。一組の態様において、結合剤材料は、ポリスルフィドを
含む電池要素に対して化学的に中性（例えば、不活性）であるポリ（エチレン‐コ‐プロ
ピレン‐コ‐５‐メチレン‐２‐ノルボルネン）（ＥＰＭＮ）である。ＵＶ硬化性アクリ
レート、ＵＶ硬化性メタクリレート、および熱硬化性のジビニルエーテルを使用すること
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もできる。結合剤の量は、存在する場合には、カソード活性層の２～３０重量％の範囲で
存在してもよい。
【００８４】
　他の好適なカソード物質も可能である。例えば、アルカリ金属イオン電池（例えば、リ
チウムイオン電池）用のカソードも可能である。
【００８５】
　上記のように、組み立てられた電気化学電池は、電極および上記電池内に存在する他の
要素に加えて、電解質を含む。電気化学電池に使用される電解質は、イオンの貯蔵および
輸送のための媒体として機能することができ、固体電解質およびゲル電解質の特別な場合
には、これらの材料は更に、アノードとカソードの間のセパレータとして機能することが
できる。アノードとカソードとの間にイオンを貯蔵および輸送することができる好適な液
体、固体、またはゲル材料を使用してもよい。上記電解質は、アノードとカソードとの間
の短絡を防止するために電子的に非伝導性であってもよい。一組の態様において、非水性
電解質を使用し、別の一組の態様において、水性電解質を使用する。
【００８６】
　いくつかの態様において、電解質は、ゲルまたは固体ポリマー層などのポリマー層とし
て存在してもよい。場合によっては、イオンの貯蔵および輸送のための媒体として機能す
ることができることに加えて、アノードとカソードとの間に配置されたポリマー層は、加
えられた力または圧力の下でのカソード粗さから、アノード（例えば、アノードのベース
電極層）を遮断するように機能することができ、力または圧力下でアノード表面を平滑に
維持し、ベース電極層と平滑なポリマー層との間に押された多層を維持することにより、
アノード（例えば、セラミック、ポリマー多層）の多層構造を安定化する。いくつかのこ
のような態様において、ポリマー層は、平滑な表面に対応し、平滑な表面を有するように
選択することができる。
【００８７】
　上記電解質は、イオン伝導性および１つ以上の液体電解質溶媒、ゲルポリマー材料、ま
たはポリマー材料を提供するために、１つ以上のイオン性電解質塩を含むことができる。
好適な非水性電解質は、液体電解質、ゲルポリマー電解質、および固体ポリマー電解質か
らなる群から選択される１種以上の物質を含む有機電解質を含んでもよい。リチウム電池
用非水性電解質の例が、ＤｏｒｎｉｎｅｙによるＬｉｔｈｉｕｍ Ｂａｔｔｅｒｉｅｓ，
Ｎｅｗ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ ａｎｄ Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖ
ｅｓ、第４章、第１３７～１６５頁、ＡｍｓｔｅｒｄａｍのＥｌｓｅｖｉｅｒ（１９９４
年）に記載されている。ゲルポリマー電解質および固体ポリマー電解質の例が、Ａｌａｍ
ｇｉｒらのＬｉｔｈｉｕｍ Ｂａｔｔｅｒｉｅｓ，Ｎｅｗ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，Ｄｅｖｅ
ｌｏｐｍｅｎｔｓ ａｎｄ Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ、第３章、第９３～１３６頁、Ａｍ
ｓｔｅｒｄａｍのＥｌｓｅｖｉｅｒ（１９９４年）に記載されている。
【００８８】
　有用な非水性液体電解質溶媒の例には、それらに限定されないが、非水性有機溶媒、例
えば、Ｎ－メチルアセトアミド、アセトニトリル、アセタール、ケタール、エステル、カ
ーボネート、スルホン、サルファイト、スルホラン、脂肪族エーテル、非環式エーテル、
環式エーテル、グライム、ポリエーテル、リン酸エステル、シロキサン、ジオキソラン、
Ｎ－アルキルピロリドン、それらの置換形、およびそれらのブレンドが挙げられる。使用
してもよい非環式エーテルの例には、それらに限定されないが、ジエチルエーテル、ジプ
ロピルエーテル、ジブチルエーテル、ジメトキシメタン、トリメトキシメタン、ジメトキ
シエタン、ジエトキシエタン、１，２‐ジメトキシプロパン、および１，３‐ジメトキシ
プロパンが挙げられる。使用してもよい環状エーテルの例には、それらに限定されないが
、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、２‐メチルテトラヒドロフラン、１，４‐
ジオキサン、１，３‐ジオキソラン、およびトリオキサンが挙げられる。使用してもよい
ポリエーテルの例には、それらに限定されないが、ジエチレングリコールジメチルエーテ
ル（ジグライム）、トリエチレングリコールジメチルエーテル（トリグライム）、テトラ
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エチレングリコールジメチルエーテル（テトラグライム）、高級グライム、エチレングリ
コールジビニルエーテル、ジエチレングリコールジビニルエーテル、トリエチレングリコ
ールジビニルエーテル、ジプロピレングリコールジメチルエーテル、およびブチレングリ
コールエーテルが挙げられる。使用してもよいスルホンの例には、それらに限定されない
が、スルホラン、３‐メチルスルホラン、および３‐スルホレンが挙げられる。それらの
フッ素化誘導体もまた、液体電解質溶媒として有用である。本明細書中に記載された上記
溶媒の混合物も使用することができる。
【００８９】
　いくつかの態様において、アノードに対して有用である（例えば、リチウムに対して比
較的低い反応性、良好なリチウムイオン伝導性、および／または比較的低いポリスルフィ
ド溶解度を有する）特定の液体電解質溶媒には、それらに限定されないが、１，１‐ジメ
トキシエタン（１，１‐ＤＭＥ）、１，１‐ジエトキシエタン、１，２‐ジエトキシエタ
ン、ジエトキシメタン、ジブチルエーテル、アニソールまたはメトキシベンゼン、ベラト
ロールまたは１，２‐ジメトキシベンゼン、１，３‐ジメトキシベンゼン、ｔ‐ブトキシ
エトキシエタン、２，５‐ジメトキシテトラヒドロフラン、シクロペンタノンエチレンケ
タール、およびそれらの組み合わせが挙げられる。カソードに対して有用である（例えば
、比較的高いポリスルフィド溶解度を有し、および／または高い出力化および／または高
い硫黄使用率を可能にすることができる）特定の液体電解質溶媒には、それらに限定され
ないが、ジメトキシエタン（ＤＭＥ、１，２‐ジメトキシエタン）またはグライム、ジグ
ライム、トリグライム、テトラグライム、ポリグライム、スルホラン、１，３‐ジオキソ
ラン（ＤＯＬ）、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、アセトニトリル、およびそれらの組み
合わせが挙げられる。
【００９０】
　具体的な溶媒混合物としては、それらに限定されないが、１，３‐ジオキソランおよび
ジメトキシエタン、１，３‐ジオキソランおよびジエチレングリコールジメチルエーテル
、１，３‐ジオキソランおよびトリエチレングリコールジメチルエーテル、および１，３
‐ジオキソランおよびスルホランが挙げられる。混合物中の２つの溶媒の重量比は、約５
／９５～９５／５の範囲で変化してもよい。いくつかの態様において、溶媒混合物は、ジ
オキソランを含む（例えば、４０重量％を超えるジオキソラン）。
【００９１】
　場合によっては、水性溶媒を、リチウム電池用の電解質として使用することができる。
水性溶媒には、イオン性塩のような他の成分を含むことができる、水を含むことができる
。いくつかの態様において、電解質中の水素イオン濃度を低減するように、電解質は、水
酸化リチウムなどの種、または電解質塩基を提供する他の種を含むことができる。
【００９２】
　液体電解質溶媒はまた、ゲルポリマー電解質のための可塑剤としても有用であることが
できる。有用なゲルポリマー電解質の例には、それらに限定されないが、ポリエチレンオ
キシド、ポリプロピレンオキシド、ポリアクリロニトリル、ポリシロキサン、ポリイミド
、ポリホスファゼン、ポリエーテル、スルホン化ポリイミド、全フッ素化膜（ＮＡＦＩＯ
Ｎ樹脂）、ポリジビニルポリエチレングリコール、ポリエチレングリコールジアクリレー
ト、ポリエチレングリコールジメタクリレート、それらの誘導体、それらの共重合体、そ
れらの架橋構造体および網目状構造体、およびそれらの混合物からなる群から選択される
１つ以上のポリマー、並びに任意に１つ以上の可塑剤が挙げられる。
【００９３】
　有用な固体ポリマー電解質の例には、それらに限定されないが、ポリエーテル、ポリエ
チレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ポリイミド、ポリホスファゼン、ポリアクリ
ロニトリル、ポリシロキサン、それらの誘導体、それらの共重合体、それらの架橋構造体
および網目状構造体、およびそれらの混合物からなる群から選択される１つ以上のポリマ
ーを含むものが挙げられる。
【００９４】
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　電解質溶媒に加えて、電解質を形成するための当技術分野で知られているゲル化剤、お
よびポリマーは、イオン伝導性を増加させるために、当技術分野で知られている１つ以上
のイオン性電解質塩を更に含んでもよい。本明細書中に記載された電解質に使用するため
のイオン性電解質塩の例には、それらに限定されないが、ＬｉＳＣＮ、ＬｉＢｒ、ＬｉＩ
、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＳＯ３ＣＦ３、ＬｉＳＯ３ＣＨ３、ＬｉＢＦ４、Ｌ
ｉＢ(Ｐｈ)４、ＬｉＰＦ６、ＬｉＣ(ＳＯ２ＣＦ３)３、およびＬｉＮ(ＳＯ２ＣＦ３)２が
挙げられる。有用である他の電解質塩には、リチウムポリスルフィド（Ｌｉ２Ｓｘ）、お
よび有機イオン性ポリスルフィドのリチウム塩(ＬｉＳｘＲ)ｎ、（式中、ｘは１～２０の
整数であり、ｎは１～３の整数であり、そしてＲは有機基である）、並びにＬｅｅらの米
国特許第５，５３８，８１２号明細書に開示のものが挙げられる。溶媒中のイオン性リチ
ウム塩の濃度範囲は、例えば、約０．２ｍ～約２．０ｍ（ｍは溶媒のモル／ｋｇである）
で用いてもよい。いくつかの態様において、約０．５ｍ～約１．５ｍの範囲の濃度が使用
される。Ｌｉ／Ｓ電池の放電時に、形成されるリチウムスルフィドまたはポリスルフィド
が通常は電解質にイオン伝導性を提供し、イオン性リチウム塩の添加を不要にすることが
できる点で、溶媒へのイオン性リチウム塩の添加は任意である。更に、無機硝酸塩、有機
硝酸塩、または無機亜硝酸塩などのイオン性Ｎ－Ｏ添加剤を使用する場合、更なるイオン
性リチウム電解質塩が必要でない場合には、電解質にイオン伝導度を提供することができ
る。
【００９５】
　前述したように、不均一な電解質を、本開示の電極構造体を含む電気化学電池に使用し
てもよい。本明細書中で使用されるように、「不均一電解質」とは、少なくとも二つの異
なる液体溶媒（第１、第２の電解質溶媒、またはアノード側およびカソード側電解質溶媒
と呼ぶ）を含む電解質である。多くの態様において、多くの電解質系は、それらが大きく
分離し、少なくとも一方が上記電池の少なくとも１つの要素から隔離され得る程度まで非
混和性である（または電池内で非混和性にすることができる）１つ以上の溶媒を含むが、
二つの異なる液体溶媒は、互いに混和性または不混和性であってもよい。不均一な電解質
は、液体、ゲル、またはそれらの組み合わせの形態であってもよい。不均一な電解質の具
体例を以下に示す。
【００９６】
　本明細書中に記載されたいくらかの態様は、電気化学電池の動作時に分割することがで
きる少なくとも二つの電解質溶媒を有する不均一な電解質を含むので、一つの目的は、自
然に発生する溶媒混合、即ち、２つの非混和性液体のエマルジョンの発生の可能性を防止
または減少することである。これは、いくつかの態様において、例えば、電極で不均衡に
存在する高分子ゲル電解質、ガラス状ポリマー、または高粘度液体を形成することによっ
て、電極（例えば、アノード）における少なくとも１つの電解質溶媒の「固定化」によっ
て、達成することができる。
【００９７】
　１つの態様において、不均一な電解質に好適な電解質は、アノードに対して分割し、ア
ノードに対して有用である第１の電解質の溶媒（例えば、ジオキソラン（ＤＯＬ）；本明
細書中では「アノード側電解質溶媒」と呼ぶ）およびカソードに対して分割し、カソード
に対して有用である第２の電解質溶媒（例えば、１，２‐ジメトキシエタン（ＤＭＥ）；
本明細書中では「カソード側電解質溶媒」と呼ぶ）を含む。いくつかの態様において、ア
ノード側電解質溶媒は、リチウム金属に対して比較的低い反応性を有し、カソード側電解
質溶媒より低い、ポリスルフィド（例えばＬｉ２Ｓｘ、ここで、ｘ＞２）に対する可溶性
であってもよい。カソード側電解質溶媒は、ポリスルフィドに対して比較的高い溶解度を
有してもよいが、リチウム金属に対してより反応性であってもよい。アノード側電解質溶
媒がアノードに不均衡に存在し、カソード側電解質溶媒がカソードに不均衡に存在するよ
うに、電気化学電池の動作時に電解質溶媒を分離することによって、電気化学電池は、両
方の電解質溶媒の望ましい特性（例えば、アノード側電解質溶媒の比較的低いリチウム反
応性およびカソード側電解質溶媒の比較的高いポリスルフィド溶解度）から有用なものと
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なり得る。具体的には、アノードの消費量を減少させることができ、不溶性のポリスルフ
ィドのカソードでの蓄積（即ち、「石板質の（ｓｌａｔｅ）」低級ポリスルフィド、Ｌｉ

２Ｓｘ（式中、ｘ＜３）、例えばＬｉ２Ｓ２およびＬｉ２Ｓ）を減少させることができ、
その結果、電気化学電池は、より長いサイクル寿命を有してもよい。更に、本明細書中に
記載された電池は、高い比エネルギー（例えば、４００Ｗｈ／ｋｇより大きい）、改善さ
れた安全性を有してもよく、および／または広範囲の温度（例えば、－７０℃～＋７５℃
）で動作可能であってもよい。電池中の特定の位置での、一方の種または溶媒の他方に対
する不均衡な存在とは、第一の種または溶媒が、その位置に（例えば、電池電極の表面に
）、モル比または重量比、少なくとも２：１、あるいは５：１、１０：１、５０：１、ま
たは１００：１以上の比率で存在することを意味する。
【００９８】
　いくつかの態様において、電気化学電池は、カソードとアノードとの間に介在するセパ
レータを更に含んでもよい。セパレータは、アノードとカソードを互いから分離または絶
縁して短絡を防止し、かつ、アノードとカソードとの間のイオンの輸送を可能にする、固
体の非導電性または絶縁性の材料であってもよい。
【００９９】
　セパレータの細孔は、部分的にまたは実質的に電解質で充填されてもよい。セパレータ
は、電池の製造時にアノードおよびカソードで挟まれた多孔性自立膜として供給されても
よい。また、例えば、Ｃａｒｌｓｏｎらの国際公開第９９／３３１２５号パンフレットお
よびＢａｇｌｅｙらの米国特許第５，１９４，３４１号明細書に記載のように、多孔性セ
パレータ層を電極の一方の表面に直接塗布してもよい。
【０１００】
　様々なセパレータ材料が当該技術分野で知られている。好適な固体多孔性セパレータ材
料の例には、それらに限定されないが、例えば、ポリエチレンおよびポリプロピレンなど
のポリオレフィン、ガラス繊維濾紙、およびセラミック材料が挙げられる。本発明で使用
するのに好適なセパレータおよびセパレータ材料の更なる例には、共同譲受人のＣａｒｌ
ｓｏｎらの米国特許出願第０８／９９５０８９号および同０９／２１５１１２号に記載さ
れているように、自立膜として、または電極の一方の上に直接コーティング塗布すること
のいずれかによって提供されてもよい、微孔性キセロゲル層、例えば、微孔性擬ベーマイ
ト層を含むものである。固体電解質およびゲル電解質は、それらの電解質機能に加えて、
セパレータとして機能してもよい。
【０１０１】
　いくつかの態様において、電気化学電池内の電気活性表面に垂直な力を加えることによ
り、苔状リチウム成長、樹状突起の形成、および他の適用可能な副反応などの望ましくな
い副反応による、活性物質の消耗を減少および／または防止してもよい。これに対応して
、電気活性表面に垂直力を加えることにより、電気化学電池内に多量のアノード活性物質
および／または電解質を含むことの必要性を低減および／または排除することができる。
電池の充放電時の活性物質の損失に適応する必要性を低減および／または排除することに
よって、より少量のアノード活性物質を、電池およびデバイスを製造するために使用して
もよい。例えば、後述の態様を含む多くの異なる構成を用いて、上記力を電池の外部また
は電池の内部要素に加えてもよい。好適な力を加えるのに使用することができる構造体の
例が、発明の名称「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｆｏｒｃｅ Ｉｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈ
ｅｍｉｃａｌ Ｃｅｌｌｓ」の、米国特許出願公開第２０１０／００３５１２８号明細書
として公開された、２００９年８月４日出願の米国特許出願第１２／５３５，３２８号；
発明の名称「Ｃａｔｈｏｄｅ ｆｏｒ Ｌｉｔｈｉｕｍ Ｂａｔｔｅｒｙ」の、２０１０年
３月１９日出願の米国特許出願第１２／７２７，８６２号により詳細に記載されており、
全ての目的のためにその全体が参照により本明細書中に組み込まれる。
【０１０２】
　以下の文献は、全ての目的のためにその全体が参照により本明細書中に組み込まれる：
　発明の名称「Ｌｉｔｈｉｕｍ Ａｎｏｄｅｓ ｆｏｒ Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ 
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Ｃｅｌｌｓ」の、２００１年５月２３日出願の米国特許第７，２４７，４０８号；
　発明の名称「Ｓｔａｂｉｌｉｚｅｄ Ａｎｏｄｅ ｆｏｒ Ｌｉｔｈｉｕｍ－Ｐｏｌｙｍ
ｅｒ Ｂａｔｔｅｒｉｅｓ」の、１９９６年３月１９日出願の米国特許第５，６４８，１
８７号；
　発明の名称「Ｓｔａｂｉｌｉｚｅｄ Ａｎｏｄｅ ｆｏｒ Ｌｉｔｈｉｕｍ－Ｐｏｌｙｍ
ｅｒ Ｂａｔｔｅｒｉｅｓ」の、１９９７年７月７日出願の米国特許第５，９６１，６７
２号；
　発明の名称「Ｎｏｖｅｌ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｃａｔｈｏｄｅｓ，Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈ
ｅｍｉｃａｌ Ｃｅｌｌｓ Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ Ｎｏｖｅｌ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｃａ
ｔｈｏｄｅｓ，ａｎｄ Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ ｆｏｒ Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ Ｓａｍｅ」
の、１９９７年５月２１日出願の米国特許第５，９１９，５８７号；
　発明の名称「Ｒｅｃｈａｒｇｅａｂｌｅ Ｌｉｔｈｉｕｍ／Ｗａｔｅｒ， Ｌｉｔｈｉｕ
ｍ／Ａｉｒ Ｂａｔｔｅｒｉｅｓ」の、米国特許出願公開第２００７／０２２１２６５号
明細書として公開された、２００６年４月６日出願の米国特許出願第１１／４００，７８
１号；
　発明の名称「Ｓｗｅｌｌｉｎｇ Ｉｎｈｉｂｉｔｉｏｎ ｉｎ Ｌｉｔｈｉｕｍ Ｂａｔｔ
ｅｒｉｅｓ」の、国際公開第２００９／０１７７２６号パンフレットとして公開された、
２００８年７月２９日出願の国際出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００８／００９１５８；
　発明の名称「Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅｓ」の、米国特許出
願公開第２０１０／０１２９６９９号明細書として公開された、２００９年５月２６日出
願の米国特許出願第１２／３１２，７６４号；
　発明の名称「Ｐｒｉｍｅｒ ｆｏｒ Ｂａｔｔｅｒｙ Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ」の、国際公
開第２００９／０５４９８７号パンフレットとして公開された、２００８年１０月２３日
出願の国際出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００８／０１２０４２；
　発明の名称「Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ Ｃｉｒｃｕｉｔ ｆｏｒ Ｅｎｅｒｇｙ－Ｓｔｏｒ
ａｇｅ Ｄｅｖｉｃｅ」の、米国特許出願公開第２００９／０２００９８６号明細書とし
て公開された、２００８年２月８日出願の米国特許出願第１２／０６９，３３５号；
　発明の名称「Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ ｉｎ ｂｏｔｈ Ａｑｕｅｏｕ
ｓ ａｎｄ Ｎｏｎ－Ａｑｕｅｏｕｓ Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｅｌｌｓ，ｉｎ
ｃｌｕｄｉｎｇ Ｒｅｃｈａｒｇｅａｂｌｅ Ｌｉｔｈｉｕｍ Ｂａｔｔｅｒｉｅｓ」の、
米国特許出願公開第２００７／０２２４５０２号明細書として公開された、２００６年４
月６日出願の米国特許出願第１１／４００，０２５号；
　発明の名称「Ｌｉｔｈｉｕｍ Ａｌｌｏｙ／Ｓｕｌｆｕｒ Ｂａｔｔｅｒｉｅｓ」の、米
国特許出願公開第２００８／０３１８１２８号明細書として公開された、２００７年６月
２２日出願の米国特許出願第１１／８２１，５７６号；
　発明の名称「Ｌｉｔｈｉｕｍ Ｓｕｌｆｕｒ Ｒｅｃｈａｒｇｅａｂｌｅ Ｂａｔｔｅｒ
ｙ Ｆｕｅｌ Ｇａｕｇｅ Ｓｙｓｔｅｍｓ ａｎｄ Ｍｅｔｈｏｄｓ」の、米国特許出願公
開第２００６／０２３８２０３号明細書として公開された、２００５年４月２０日出願の
米国特許出願第１１／１１１，２６２号；
　発明の名称「Ｃｏ－Ｆｌａｓｈ Ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａ
ｂｌｅ Ｍｏｎｏｍｅｒｓ ａｎｄ Ｎｏｎ－Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｂｌｅ Ｃａｒｒｉｅｒ
 Ｓｏｌｖｅｎｔ／Ｓａｌｔ Ｍｉｘｔｕｒｅｓ／Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ」の、米国特許出願
公開第２００８／０１８７６６３号明細書として公開された、２００７年３月２３日出願
の米国特許出願第１１／７２８，１９７号；
　発明の名称「Ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ Ａｄｄｉｔｉｖｅｓ ｆｏｒ Ｌｉｔｈｉｕｍ Ｂ
ａｔｔｅｒｉｅｓ ａｎｄ Ｒｅｌａｔｅｄ Ｍｅｔｈｏｄｓ」の、国際公開第２００９／
０４２０７１号パンフレットとして公開された、２００８年９月１９日出願の国際出願番
号ＰＣＴ／ＵＳ２００８／０１０８９４；
　発明の名称「Ｐｏｒｏｕｓ Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ ａｎｄ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ Ｍｅ
ｔｈｏｄｓ」の、国際公開第２００９／０８９０１８号パンフレットとして公開された、
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２００９年１月８日出願の国際出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００９／００００９０；
　発明の名称「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｆｏｒｃｅ Ｉｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍ
ｉｃａｌ Ｃｅｌｌｓ」の、米国特許出願公開第２０１０／００３５１２８号明細書とし
て公開された、２００９年８月４日出願の米国特許出願第１２／５３５，３２８号；
　発明の名称「Ｃａｔｈｏｄｅ ｆｏｒ Ｌｉｔｈｉｕｍ Ｂａｔｔｅｒｙ」の、２０１０
年３月１９日出願の米国特許出願第１２／７２７，８６２号；
　発明の名称「Ｈｅｒｍｅｔｉｃ Ｓａｍｐｌｅ Ｈｏｌｄｅｒ ａｎｄ Ｍｅｔｈｏｄ ｆ
ｏｒ Ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ Ｍｉｃｒｏａｎａｌｙｓｉｓ Ｕｎｄｅｒ Ｃｏｎｔｒｏｌｌ
ｅｄ Ａｔｍｏｓｐｈｅｒｅ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」の、２００９年５月２２日出願の
米国特許出願第１２／４７１，０９５号；
　（発明の名称「Ｒｅｌｅａｓｅ Ｓｙｓｔｅｍ ｆｏｒ Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａ
ｌ Ｃｅｌｌｓ」の、２００９年８月２４日出願の仮特許出願第６１／２３６，３２２号
から優先権を主張する）発明の名称「Ｒｅｌｅａｓｅ Ｓｙｓｔｅｍ ｆｏｒ Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｅｌｌｓ」の、２０１０年８月２４日出願の米国特許出願第１
２／８６２，５１３号；
　発明の名称「Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｎｏｎ－Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ Ｍａｔｅｒｉ
ａｌｓ ｆｏｒ Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｅｌｌｓ」の、２０１０年８月２４
日出願の米国仮特許出願第６１／３７６，５５４号；
　発明の名称「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｅｌｌ」の、米国特許出願公開第２
０１１／０１７７３９８号明細書として公開された、２０１０年８月２４日出願の米国特
許出願第１２／８６２，５２８号；
　発明の名称「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｅｌｌｓ Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ Ｐ
ｏｒｏｕｓ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｌｆｕｒ」の、米国特許
出願公開第２０１１／００７０４９４号明細書として公開された、２０１０年８月２４日
出願の米国特許出願第１２／８６２，５６３号[Ｓ１５８３．７００２９ＵＳ００]；
　発明の名称「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｅｌｌｓ Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ Ｐ
ｏｒｏｕｓ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｌｆｕｒ」の、米国特許
出願公開第２０１１／００７０４９１号明細書として公開された、２０１０年８月２４日
出願の米国特許出願第１２／８６２，５５１号[Ｓ１５８３．７００３０ＵＳ００]；
　発明の名称「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｅｌｌｓ Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ Ｐ
ｏｒｏｕｓ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｌｆｕｒ」の、米国特許
出願公開第２０１１／００５９３６１号明細書として公開された、２０１０年８月２４日
出願の米国特許出願第１２／８６２，５７６号[Ｓ１５８３．７００３１ＵＳ００]；
　発明の名称「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｅｌｌｓ Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ Ｐ
ｏｒｏｕｓ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｌｆｕｒ」の、米国特許
出願公開第２０１１／００７６５６０号明細書として公開された、２０１０年８月２４日
出願の米国特許出願第１２／８６２，５８１号[Ｓ１５８３．７００２４ＵＳ０１]；
　発明の名称「Ｌｏｗ Ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｅ
ｌｌｓ」の、米国特許出願公開第２０１２／００７０７４６号明細書として公開された、
２０１１年９月２２日出願の米国特許出願第１３／２４０，１１３号[Ｓ１５８３．７０
０３３ＵＳ０１]；
　発明の名称「Ｐｏｒｏｕｓ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ ｆｏｒ Ｅｎｅｒｇｙ ｓｔｏｒａｇ
ｅ Ｄｅｖｉｃｅｓ」の、米国特許出願公開第２０１１／０２０６９９２号明細書として
公開された、２０１１年２月２３日出願の米国特許出願第１３／０３３，４１９号[Ｓ１
５８３．７００３４ＵＳ００]；
　発明の名称「Ｐｌａｔｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ ｆｏｒ Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ」の、
米国特許出願公開第２０１３／００１７４４１号明細書として公開された、２０１２年６
月１５日出願の米国特許出願第１３／５２４，６６２号[Ｓ１５８３．７００４０ＵＳ０
１]；
　発明の名称「Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｆｏｒ Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅ
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ｍｉｃａｌ Ｃｅｌｌ」の、２０１３年２月１４日出願の米国特許出願第１３／７６６，
８６２号[Ｓ１５８３．７００４１ＵＳ０１]；および
　発明の名称「Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ Ｍｅｔｈｏｄ ｆｏｒ 
Ｍａｋｉｎｇ ｔｈｅ Ｓａｍｅ」の、２０１２年１０月４日出願の米国特許出願第１３／
６４４，９３３号[Ｓ１５８３．７００４４ＵＳ０１]．本明細書中に開示される全ての他
の特許および特許出願は、全ての目的のためにその全体が参照により本明細書中に組み込
まれる。
【０１０３】
　本発明のいくつかの態様が本明細書中に記載および説明されたが、当業者は、機能を実
行する、および／または、結果および／または本明細書中に記載された優位性の１つ以上
を得るための、様々な他の手段および／または構造を容易に認識し、そのような変形およ
び／または改良はそれぞれ、本発明の範囲内であるとみなされる。より一般的には、当業
者は、本明細書中に記載された全てのパラメータ、寸法、材料、および構成が例示である
ことを意味することを容易に理解し、実際のパラメータ、寸法、材料、および／または構
成は、そのために本発明の教示が用いられる特定の用途に依存することを容易に理解する
。当業者は、日常的な実験のみを用いて、本明細書中に記載された本発明の特定の態様に
対する多くの同等物を認識し、または確認することができる。従って、前述の態様は、例
示のためだけに示され、かつ添付の特許請求の範囲およびその同等物の範囲内で、本発明
は、具体的に説明され、特許請求の範囲に記載された以外の方法で実施することができる
と理解されるべきである。本発明は、本明細書中に記載された、個々の特徴、システム、
物品、材料、キット、および／または方法に関する。また、２つ以上のそのような特徴、
システム、物品、材料、キット、および／または方法の組み合わせは、そのような特徴、
システム、物品、材料、キット、および／または方法が互いに矛盾しない場合には、本発
明の範囲内に包含されている。
【実施例】
【０１０４】
　実施例１：異なる基材上への窒化リチウム物の被覆
　窒化リチウム層を、銅の金属化ポリエチレンテレフタレート基材；４μｍ厚の金属リチ
ウム；および約２μｍ未満の厚さを有する金属リチウム上に被覆した約１００ｎｍ未満の
厚さを有する酸化リチウムバッファ層；のそれぞれの上に被覆した。窒化リチウムおよび
酸化リチウム層の被覆は、リチウム蒸気とプラズマ活性化窒素ガスの反応を用いて行った
。銅金属化基板上に被覆した窒化リチウム層の画像２００および三次元形状測定画像２０
２を、図５に示す。金属リチウム上に直接被覆した窒化リチウム層の画像２０４および三
次元形状測定画像２０６を、図６に示す。酸化リチウムバッファ層の上に被覆された窒化
リチウム層の画像２０８および三次元形状測定画像２１０を、図７に示す。
【０１０５】
　無地の金属化基板上に被覆された窒化リチウム層は、約４０ｎｍの算術平均表面粗さ（
Ｒａ）を有する（図５を参照）実質的に連続で、かつ非晶質の窒化リチウム層を形成した
。これに対して、未処理の金属リチウムの上への窒化リチウムの直接被覆によって、下層
の金属リチウムが、約４００ｎｍの算術平均表面粗さ（Ｒａ）を有する（図６を参照）多
結晶質多孔性窒化リチウムへ総変換するという結果となった。酸化リチウムの最小限の層
（例えば、バッファ層）で、金属リチウムを被覆した後、被覆した窒化リチウム層は、約
１００ｎｍのＲａおよび目標の厚さ２００ｎｍ（図７を参照）に近い厚さを有する、より
低い多結晶性の、より平滑な材料となった。
【０１０６】
　酸化リチウムバッファ層の上に被覆された窒化リチウム層のＳＥＭ画像を図８に示す。
上記図は明らかに、被覆した窒化リチウム層８の下に配置された未反応のリチウム４を示
している。上記酸化リチウムバッファ層は、示された図において、薄すぎて画像化できな
かった。
【０１０７】
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　実施例２：増加した酸化リチウム厚さを有する電極構造体
　上記実施例の電極構造体中の酸化リチウムバッファ層の厚さが薄すぎて測定できないの
で、下層のリチウム金属層の変換を防止するリチウム金属層および窒化リチウム層の間の
バッファ層の存在および有用性であることを示すために更なる実験を行った。標準技術（
ＳＥＭ断面画像）によって容易に測定可能である、約１μｍの厚さを有する酸化リチウム
層を、２５μｍ厚さの金属リチウム基板上に被覆した。次いで、窒化リチウムの２００ｎ
ｍのコーティングを、酸化リチウム層の上に被覆した。図９に示されているように、酸化
リチウム層は可視であり、未反応の金属リチウム基板を窒化リチウムの層から分離する。
更に、窒化リチウム層は、目標の２００ｎｍの厚さに近い厚さを有した。
【０１０８】
　実施例３：インピーダンス分光法
　小型フラット対称リチウム‐リチウム電池を、１μｍのバッファ酸化物層と２５μｍの
リチウム金属の上に２００ｎｍの窒化リチウム層を含む電極から組み立てた。同様の電池
を、リチウム窒化物コーティング（すなわち、２５μｍのリチウム金属の上の１μｍの酸
化物バッファ層）を使用しない同じ材料を用いて組み立てた。次いで、上記電池に対して
、インピーダンス分光試験を行った。図１０には、リチウム金属上に被覆した酸化リチウ
ムの外側層を有する電極のみを含む電池（曲線３００）、並びに酸化リチウムバッファ層
および金属リチウムの上に被覆した窒化リチウムの外側層を有する電極を含む電池（曲線
３０２）に対するインピーダンス分光結果を示す。図に示されるように、窒化リチウムお
よび酸化リチウムの材料層の両方を組み込んだ電極構造体は、酸化リチウムのみを含む電
極構造体のインピーダンスの約１／３未満であった。理論に束縛されるものではないが、
酸化リチウム層上にコーティングされた窒化リチウムは、得られる電極構造体の電荷移動
抵抗を低下させ、電池インピーダンスの減少が観察される。
【０１０９】
　実施例４：プラズマ処理を用いるバッファ層の形成
　この実施例には、下にある金属リチウム基板の表面層を変換するプラズマ処理を用いて
バッファ層を形成した結果を示す。上記プラズマ処理は、例えば、Ｎ２ＯまたはＣＯ２な
どの適当な不動態化ガスを用いて行うことができる。上記の被覆プロセスと比較して、上
記プラズマ処理は、金属リチウムの表面層のみを変換するプラズマ処理のために、比較的
薄い酸化物層をもたらすことが予想された。予想通り、金属リチウム表面のプラズマ処理
は、上記表面上のリチウムの一部を、酸化リチウムに変換した。しかしながら、下にある
金属リチウム上に形成された酸化リチウム層は、非常に薄く、多孔性であり、不連続であ
った。上記層の多孔性および不連続性は、続いて被覆される材料を下にある金属リチウム
と相互作用させ、おそらく後続の金属リチウムの変換に至るので、この多孔性で、不連続
の酸化リチウム層は、バッファ層として使用するのに不適切であったことがわかった。
【符号の説明】
【０１１０】
　　２ … 電極構造体
　　４ … 電気活性物質層
　　６ … バッファ層
　　８ … 保護層
　　１０ … 集電体
　　１２ … 中間層
　　１４ … キャリア基材
　　１６ … 剥離層
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