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(57)【要約】
電解液の溶媒として水を用いたリチウム硫黄電池セルを
提供する。水の使用は、エネルギー密度、電力密度、サ
イクル寿命のうちの一つ以上のセルの特性を増大させる
。水性電解液を硫黄カソードと組み合わせて用いること
により大幅なコスト削減も実現可能である。グリッドス
トレージや交通輸送など、ワット時（Ｗｈ）あたりのコ
ストが最も高い用途において、水性電解質をカソード活
性材料としての安価な硫黄カソードと組み合わせて用い
ることは、公益事業や自動車産業にとって鍵となる成功
要因となる可能性があり、負荷平準化、電気自動車、再
生可能エネルギー貯蔵のためのコスト効率の良いコンパ
クトな解決法を提供する。
【選択図】図１



(2) JP 2015-503189 A 2015.1.29

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
電気活性材料を含むを含むアノード構造体と、
固体電子移動媒体を含むカソードと、
前記固体電子移動媒体と接触する水性電解液と、
前記水性電解液と接触する活性硫黄種と
を備え、
前記アノード電気活性材料は、前記水性電解液との直接接触から分離されており、それに
よって前記アノード電気活性材料は前記水性電解液の水又は前記活性硫黄種と接触しない
水性リチウム硫黄電化学セル。
【請求項２】
前記活性硫黄種は、前記水性電解液に溶解された活性硫黄種からなる請求項１記載の水性
リチウム硫黄セル。
【請求項３】
前記セルを最初に動作させる前の前記水性電解液中の前記活性硫黄濃度は、０．５モル濃
度を超える硫黄、１モル濃度を超える硫黄、２モル濃度を超える硫黄、３モル濃度を超え
る硫黄、４モル濃度を超える硫黄、５モル濃度を超える硫黄、６モル濃度を超える硫黄、
７モル濃度を超える硫黄、８モル濃度を超える硫黄、９モル濃度を超える硫黄、１０モル
濃度を超える硫黄、１１モル濃度を超える硫黄、又は１２モル濃度を超える硫黄の値から
なるグループから選択される請求項２記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項４】
前記セルを最初に動作させる前の前記水性電解液中の前記活性硫黄濃度は、１３モル濃度
を超える硫黄、１４モル濃度を超える硫黄、１５モル濃度を超える硫黄の値からなるグル
ープから選択される請求項２記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項５】
前記セルを最初に動作させる前の前記水性電解液中の前記活性硫黄濃度は、約１７モル濃
度の硫黄である請求項２記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項６】
前記セルを最初に動作させる直前において、ｉ）前記電解液中の前記溶解された活性硫黄
種の濃度が１モル濃度硫黄よりも大きく、ii）あらゆる非活性リチウム硫黄塩について排
他的な、前記電解液中に溶解されたリチウムに対する活性硫黄の活性化学量論比は、Ｌｉ

２Ｓ、Ｌｉ２Ｓｘ（ｘ＞１）、Ｌｉ２Ｓｘ（１＜ｘ≦５）、Ｌｉ２Ｓｘ（４＜ｘ＜５）、
Ｌｉ２Ｓｘ（３＜ｘ＜４）、Ｌｉ２Ｓｘ（２＜ｘ＜３）、Ｌｉ２Ｓ２、Ｌｉ２Ｓ３、Ｌｉ

２Ｓ４、Ｌｉ２Ｓ５、又はＬｉ２Ｓｘ（ｘ＞５）からなるグループから選択される化学式
によって表現される請求項２記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項７】
前記セルを最初に動作させる直前において、ｉ）前記電解液中の前記溶解された活性硫黄
種の濃度が３モル濃度硫黄よりも大きく、ii）あらゆる非活性リチウム硫黄塩について排
他的な、前記電解液中に溶解されたリチウムに対する活性硫黄の化学量論比は、Ｌｉ２Ｓ

ｘ（２≦ｘ≦５）からなるグループから選択される化学式によって表現される請求項２記
載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項８】
前記セルを最初に動作させる直前において、ｉ）前記電解液中の前記溶解された活性硫黄
種の濃度が５モル濃度硫黄以上であって、ii）あらゆる非活性リチウム硫黄塩について排
他的な、前記電解液中に溶解されたリチウムに対する活性硫黄の化学量論比は、Ｌｉ２Ｓ

ｘ（２≦ｘ≦５）からなるグループから選択される化学式によって表現される請求項２記
載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項９】
前記セルを最初に動作させる直前において、ｉ）前記電解液中の前記溶解された活性硫黄
種の濃度が１０モル濃度硫黄以上であって、ii）あらゆる非活性リチウム硫黄塩について
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排他的な、前記電解液中に溶解されたリチウムに対する活性硫黄の化学量論比は、Ｌｉ２

Ｓｘ（２≦ｘ≦５）からなるグループから選択される化学式によって表現される請求項２
記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項１０】
前記セルを最初に動作させる直前において、ｉ）前記電解液中の前記溶解された活性硫黄
種の濃度が１２モル濃度硫黄以上であって、ii）あらゆる非活性リチウム硫黄塩について
排他的な、前記電解液中に溶解されたリチウムに対する活性硫黄の化学量論比は、Ｌｉ２

Ｓｘ（２≦ｘ≦５）からなるグループから選択される化学式によって表現される請求項２
記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項１１】
前記セルを最初に動作させる直前において、ｉ）前記電解液中の前記溶解された活性硫黄
種の濃度が１５モル濃度硫黄以上であって、ii）あらゆる非活性リチウム硫黄塩について
排他的な、前記電解液中に溶解されたリチウムに対する活性硫黄の化学量論比は、Ｌｉ２

Ｓｘ（２≦ｘ≦５）からなるグループから選択される化学式によって表現される請求項２
記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項１２】
前記セルを最初に動作させる直前において、ｉ）前記電解液中の前記溶解された活性硫黄
種の濃度が１２モル濃度硫黄以上であって、ii）あらゆる非活性リチウム硫黄塩について
排他的な、前記電解液中に溶解されたリチウムに対する活性硫黄の化学量論比は、Ｌｉ２

Ｓｘ（４≦ｘ≦５）からなるグループから選択される化学式によって表現される請求項２
記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項１３】
前記セルを最初に動作させる直前において、ｉ）前記電解液中の前記溶解された活性硫黄
種の濃度が１２モル濃度硫黄以上であって、ii）あらゆる非活性リチウム硫黄塩について
排他的な、前記電解液中に溶解されたリチウムに対する活性硫黄の化学量論比は、Ｌｉ２

Ｓｘ（４＜ｘ≦５）からなるグループから選択される化学式によって表現される請求項２
記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項１４】
前記セルを最初に動作させる直前において、ｉ）前記電解液中の前記溶解された活性硫黄
種の濃度が１２モル濃度硫黄以上であって、ii）あらゆる非活性リチウム硫黄塩について
排他的な、前記電解液中に溶解されたリチウムに対する活性硫黄の化学量論比は、約Ｌｉ

２Ｓ５である請求項２記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項１５】
前記セルを最初に動作させる直前において、ｉ）前記電解液中の前記溶解された活性硫黄
種の濃度が１５モル濃度硫黄以上であって、ii）あらゆる非活性リチウム硫黄塩について
排他的な、前記電解液中に溶解されたリチウムに対する活性硫黄の化学量論比は、約Ｌｉ

２Ｓ５である請求項２記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項１６】
前記セルを最初に動作させる直前において、ｉ）前記電解液中の前記溶解された活性硫黄
種の濃度が１モル濃度硫黄よりも大きく、ii）あらゆる非活性リチウム硫黄塩について排
他的な、前記電解液中に溶解されたリチウムに対する活性硫黄の化学量論比は、化学式Ｌ
ｉ２Ｓで表現される請求項２記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項１７】
前記セルを最初に動作させる直前において、前記電解液中に溶解された前記活性硫黄種の
すべては、完全に還元された請求項２記載の水性リチウム電気化学硫黄セル。
【請求項１８】
前記完全に還元された活性硫黄種の濃度は、１モル濃度硫黄よりも大きい請求項２記載の
水性リチウム電気化学硫黄セル。
【請求項１９】
前記セルを最初に動作させる直前において、前記水性電解液と接触している前記活性硫黄
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種は、さらに固相硫化リチウムからなる請求項２記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項２０】
固相硫化リチウムの活性硫黄のモル量は、前記電解液中に溶解された活性硫黄のモル量よ
りも、少なくとも２倍、少なくとも３倍、少なくとも５倍、少なくとも１０倍からなるグ
ループから選択される因子で大きい請求項１９記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項２１】
前記活性固相硫化リチウムに相対する前記カソード液中の水の重量比は、重量比≦１０、
≦６、≦５、≦４、≦３、≦２、≦１．５からなるグループから選択される請求項１９記
載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項２２】
前記セルの満充電容量は、前記溶解された活性硫黄種と固相硫化リチウムに由来する請求
項１９記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項２３】
セル組み立て時及び最初のセル動作前に、前記アノード電気活性材料は、実質的に活性リ
チウムを欠いている請求項１又は２２記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項２４】
前記最初の動作は、前記セルを電気化学的に充電することである請求項２３記載の水性リ
チウム硫黄電気化学セル。
【請求項２５】
前記アノード電気活性材料は、電気還元の際に電気化学的にリチウムをインターカレート
することが可能なインターカレーション材料、電気還元の際に電気化学的にリチウムと合
金化が可能な合金材料、電気還元の際にリチウム金属間相を形成することが可能な材料か
ら選択される請求項２３記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項２６】
前記アノード電気活性材料は、電気還元の際に電気化学的にリチウムをインターカレート
することが可能なインターカレーション材料である請求項２３記載の水性リチウム硫黄電
気化学セル。
【請求項２７】
前記アノード電気活性材料は、インターカレートする炭素、ケイ素、インターカレートす
る炭素と組み合わされたケイ素の複合材からなるグループから選択される請求項２３記載
の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項２８】
前記アノード電気活性材料は、リチウム金属、リチウム金属合金、活性リチウムからなる
リチウム金属の金属間化合物からなるグループから選択される請求項１記載の水性リチウ
ム硫黄セル。
【請求項２９】
前記アノード電気活性材料は、リチウム金属である請求項１記載の水性リチウム硫黄セル
。
【請求項３０】
最初のセル動作の前に、前記アノードは、活性リチウムを欠いており、前記アノードは、
リチウム金属をめっきするのに適した表面を有する集電体を備え、前記最初のセルの動作
が電気化学的充電であり、それによりリチウム金属が前記集電体上にめっきされる請求項
１記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項３１】
前記集電体の表面は金属からなる請求項３０記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項３２】
前記集電体は銅である請求項３１記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項３３】
水は、前記電解液の主たる液体溶媒である請求項１記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項３４】
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水は、前記電解液の唯一の液体溶媒である請求項１記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項３５】
前記電解液中の総液体体積に関連した前記電解液中の水の体積百分率は、５％よりも大き
い、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％よりも
大きいからなるグループから選択される請求項１記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項３６】
前記水性電解液は、溶解されたリチウムイオンを含み、実質的にほかの溶解された金属カ
チオンを欠いている請求項１記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項３７】
前記水性電解液は、約７のｐＨを有する中性、７未満のｐＨを有する酸性、７より大きい
ｐＨを有するアルカリ性からなるグループから選ばれる請求項１記載の水性リチウム硫黄
セル。
【請求項３８】
前記水性電解液のｐＨは、９と１４の間である請求項１記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項３９】
前記電解液は、さらに少なくとも１つの非水性溶媒を含む請求項１記載の水性リチウム硫
黄セル。
【請求項４０】
前記非水性溶媒は、プロトン性である請求項３９記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項４１】
前記プロトン性溶媒は、有機である請求項４０記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項４２】
前記プロトン性非水性溶媒は、アルコール類、ジオール類、トリオール類、ポリオール類
からなるグループから選択される請求項４１記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項４３】
前記プロトン性溶媒は、メタノールである請求項４１記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項４４】
前記プロトン性溶媒は、エチレングリコールである請求項４１記載の水性リチウム硫黄セ
ル。
【請求項４５】
前記カソード液中の非水性溶媒の量は、前記カソード液の融解温度を－５℃、－１０℃、
－２０℃、－３０℃、－４０℃からなるグループから選択される値よりも低い値に低下さ
せるために十分である請求項３９記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項４６】
前記活性硫黄種は、固相活性硫黄からなる請求項１記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項４７】
前記固相活性硫黄は、固相の元素状態の硫黄と固相の有機硫黄化合物からなるグループか
ら選択される請求項４６記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項４８】
最初のセル動作の直前において、前記カソード液は、元素状態の硫黄を欠いている請求項
１記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項４９】
前記固体電子移動媒体は、多孔質コア構成材と平面コア構成材かならなるグループから選
択されるコア構成材を備える請求項１記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項５０】
前記多孔質コア構成材は、多孔質マトリックス構造体である請求項４９記載の水性リチウ
ム硫黄セル。
【請求項５１】
前記多孔質マトリックス構造体は、繊維状マトリックス構造体、泡マトリックス構造体、
メッシュマトリックス構造体からなるグループから選択される請求項５０記載の水性リチ



(6) JP 2015-503189 A 2015.1.29

10

20

30

40

50

ウム硫黄セル。
【請求項５２】
前記多孔質マトリックス構造体は、金属多孔質マトリックス構造体、炭素質多孔質マトリ
ックス構造体、無機ガラス質マトリックス構造体、無機セラミック多孔質マトリックス構
造体、ポリマー多孔質マトリックス構造体からなるグループから選択される請求項５０記
載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項５３】
前記コア構成材は、電子的に絶縁している材料からなり、前記コア構成材それ自体が絶縁
体である請求項４９記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項５４】
前記コア構成材は、電子的に伝導性の材料からなり、前記コア構成材それ自体が伝導性で
ある請求項４９記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項５５】
前記電子移動媒体は、前記コア構成材を被覆する外面層構成材をさらに備え、前記外面層
構成材は、前記カソード液と接触する外面を規定する請求項４９記載の水性リチウム硫黄
セル。
【請求項５６】
前記カソード液に接触する前記外面の少なくとも一部は、１００ｍＶよりも大きいＨ２放
出に対して高い過電位を有する材料によって規定される請求項５５記載の水性リチウム硫
黄セル。
【請求項５７】
前記高い過電位を有する材料は、金属、金属合金、硫化金属からなるグループから選択さ
れる請求項５５記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項５８】
前記高い過電位を有する材料は、コバルト、銅、マンガン、亜鉛、鉛、カドミウム、テル
リウム、インジウム、ガリウム、ニッケル、亜鉛からなるグループから選択される金属で
ある請求項５７記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項５９】
前記高い過電位を有する材料は、硫化コバルト、硫化銅、硫化マンガン、硫化亜鉛、硫化
鉛、硫化カドミウム、硫化インジウム、硫化テルリウム、硫化ガリウム、硫化ニッケル、
硫化亜鉛からなるグループから選択される硫化金属である請求項５７記載の水性リチウム
硫黄セル。
【請求項６０】
前記アノード電気活性材料は、リチウム金属又はリチウム金属合金である請求項１記載の
水性リチウム硫黄セル。
【請求項６１】
前記アノード構造体は、第一及び第二の主要な表面を有する実質的に不浸透性のリチウム
イオン伝導性保護膜構造をさらに備え、前記第一の表面は前記水性カソード液と直接接触
しており、前記膜構造は前記水性電解液と接触することから前記電気活性材料を保護する
ために前記セル中に配置されている請求項１記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項６２】
前記膜構造の前記第二の主要な表面は、前記アノード電気活性材料と直接接触する請求項
６１記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項６３】
前記水性電解液は、実質的に分子状酸素を欠いており、１０００ｐｐｍ、５００ｐｐｍ、
１００ｐｐｍ、５０ｐｐｍ、１０ｐｐｍからなるグループから選択される値よりも小さい
分子状酸素濃度を有する請求項１記載の水性リチウム硫黄セル。
【請求項６４】
水性リチウム硫黄セルを製造する方法であって、
ｉ）電気活性材料を含むリチウムアノード構造体を提供するステップと、
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ii）セル放電中に活性硫黄種を電気還元するための電子移動媒体を含むカソードを提供す
るステップと、
iii）水を含む水性電解液を提供するステップと、
iv）前記水性電解液が前記カソードと接触し前記アノードの前記電気活性材料に接触しな
いように、前記電解液、アノード構造体、カソードを電池セル中に配置するステップと
を備え、前記カソードと電解液の少なくとも一つ又は両方は、活性硫黄種を含む方法。
【請求項６５】
前記活性硫黄種は、完全に還元されている請求項６４記載の方法。
【請求項６６】
前記電解液は、溶解された硫化リチウムである請求項６４記載の方法。
【請求項６７】
前記電解液は、Ｌｉ２Ｓの活性化学量論比を有する請求項６４記載の方法。
【請求項６８】
前記セルは、前記電解液に接触する固相硫化リチウムをさらに含む請求項６６記載の方法
。
【請求項６９】
前記カソードは、元素状態の硫黄を欠いている請求項６４記載の方法。
【請求項７０】
前記セルを充電するステップをさらに含み、前記充電ステップは、最初の電気化学的動作
であって、その充電反応は、前記アノード電気活性材料の電気還元的なリチオ化と、前記
電子移動媒体における溶解された活性硫黄種の電気酸化を含む請求項６４記載の方法。
【請求項７１】
前記アノード電気活性材料は、前記最初の充電ステップの開始前に電気活性リチウムを欠
いている請求項７０記載の方法。
【請求項７２】
組み立て時のセルにおける活性硫黄種とリチウムイオンの量は、前記最初の充電ステップ
の間に前記セルを完全に充電するために必要なアンペア時容量を供給するのに十分である
請求項７１記載の方法。
【請求項７３】
前記アノード電気活性材料は、電気還元されるときにリチウムイオンをインターカレート
可能な材料、電気還元されるときにリチウムと合金化可能な材料、電気還元されるときに
リチウム金属間相を形成可能な材料からなるグループから選択される請求項６４記載の方
法。
【請求項７４】
前記アノード電気活性材料は、電気還元されるときにリチウムイオンをインターカレート
可能なインターカレーション材料である請求項６４記載の方法。
【請求項７５】
前記インターカレーション材料は、炭素、ケイ素、ケイ素炭素複合体からなるグループか
ら選択される請求項７４記載の方法。
【請求項７６】
前記アノード電気活性材料は、リチウム金属又はリチウム金属合金である請求項６４記載
の方法。
【請求項７７】
前記水性電解液を製造する方法は、
水を提供するステップと、
水の酸素を除去するステップと、
一つ以上の硫黄前駆体材料を加え、前記前駆体材料を相互に、及び／又は、水と反応させ
て溶解された電気活性硫黄種を生成させるステップと
を含む請求項６４記載の方法。
【請求項７８】
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第一の前駆体材料は硫化リチウムであり、第二の前駆体材料は元素状態の硫黄である請求
項７７記載の方法。
【請求項７９】
唯一の硫黄前駆体材料は、硫化リチウムである請求項７９記載の方法。
【請求項８０】
前記電子移動媒体を製造する方法は、
多孔質マトリックス材料からなるコア構成材を提供するステップと、
前記コア構成材を被覆するために外面層を塗布するステップと
を含み、前記外面層構成材の材料は、前記カソード液中に存在する電気活性硫黄種の電気
化学的還元を促進し、少なくとも１００ｍＶのＨ２放出の過電位を有する請求項６４記載
の方法。
【請求項８１】
前記外面層を塗布する方法は、無電解めっき、物理的気相成長法、電気めっきからなるグ
ループから選択される請求項８０記載の方法。
【請求項８２】
前記電子移動媒体を製造する方法は、前記外面層を硫化するステップをさらに含む請求項
８０記載の方法。
【請求項８３】
前記電解液は、溶解された活性硫黄種を含み、前記硫化ステップは、前記電解液との接触
を経て前記セル中の原位置で実施される請求項８２記載の方法。
【請求項８４】
前記硫化ステップは、前記セルの外側の硫黄含有環境下の現場外（ex-situ）で実施され
る請求項８２記載の方法。
【請求項８５】
前記現場外硫化ステップは、
ｉ）前記電子移動媒体を提供するステップと、
ii）前記セルの外側の硫黄含有環境下に前記電子移動媒体を配置するステップと、
iii）硫化を生じさせるのに十分な時間、前記硫黄含有環境下に前記電子移動媒体を保持
するステップと、
iv）最終的なセル中での組み立てのために、前記硫黄含有環境下から前記電子移動媒体を
取り除くステップと
を含む請求項８４記載の方法。
【請求項８６】
リチウム硫黄セルとさらに外部貯留システムを備えたリチウム硫黄フローセルシステムで
あって、
リチウム硫黄セルは、
　電気活性材料を含むアノード構造体と、
　固体電子移動媒体を含むカソードと、
　前記電子移動媒体と接触する水性電解液と、
　前記水性電解液と接触する活性硫黄種と
　を備え、前記アノード電気活性材料は、前記水性電解液との直接接触から分離されてお
り、
外部貯留システムは、
　前記セル中の前記水性電解液と流通する水性カソード液を含む貯蔵タンクを備え、前記
貯蔵タンク中の前記水性カソード液は、分散した固体の元素状態の硫黄、溶解された元素
状態の硫黄、溶解されたリチウムの多硫化物種、溶解された硫化リチウム、分散した固体
硫化リチウム、の一つ以上を含む
リチウム硫黄フローセルシステム。
【請求項８７】
前記アノード電気活性材料は、インターカレーション材料、インサーション材料、合金化
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材料、金属間化合物材料からなるグループから選択される請求項８６記載のリチウム硫黄
フローセルシステム。
【請求項８８】
前記アノード電気活性材料は、インターカレートする炭素である請求項８７記載のリチウ
ム硫黄フローセルシステム。
【請求項８９】
ｉ）電気活性材料を含むアノード構造体と、活性硫黄種の電気化学的還元を促進し水素発
生に対する高い過電位を有する表面を有する固体電子移動媒体を含むカソードと、前記電
子移動媒体と接触する水性電解液と、前記水性電解液と接触する活性硫黄種とを備え、前
記電気活性剤材料は前記水性電解液との直接接触から分離され、特に前記アノード電気活
性材料は前記水性電解質又は前記活性硫黄と接触しない、水性リチウム硫黄セルを提供す
るステップと、
ii）臨界電圧に近い電圧、臨界電圧と同じ電圧、臨界電圧よりも低い電圧からなるグルー
プから選択されるセル電圧まで前記セルを放電させることを含む、電気化学的に前記セル
をサイクリングさせるステップと
を含む水性リチウム硫黄セルの動作方法。
【請求項９０】
ｉ）電気活性材料を含むアノード構造体と、活性硫黄種の電気化学的還元を促進し水素発
生に対する高い過電位を有する表面を有する固体電子移動媒体を含むカソードと、前記電
子移動媒体と接触する水性電解液と、前記水性電解液と接触する活性硫黄種とを備え、前
記電気活性剤材料は前記水性電解液との直接接触から分離され、特に前記アノード電気活
性材料は前記水性電解質又は前記活性硫黄と接触しない、リチウム硫黄セルを提供するス
テップと、
ii）リチウムに対し２．３ボルトよりも低いセル電圧まで前記セルを放電させることを含
む、電気化学的に前記セルをサイクリングさせるステップと
を含む水性リチウム硫黄セルの動作方法。
【請求項９１】
ｉ）電気活性材料を含むアノード構造体と、活性硫黄種の電気化学的還元を促進し水素発
生に対する高い過電位を有する表面を有する固体電子移動媒体を含むカソードと、前記電
子移動媒体と接触する水性電解液と、前記水性電解液と接触する活性硫黄種とを備え、前
記電気活性剤材料は前記水性電解液との直接接触から分離され、特に前記アノード電気活
性材料は前記水性電解質又は前記活性硫黄と接触しない、リチウム硫黄セルを提供するス
テップと、
ii）２．２ボルトよりも低いセル電圧まで前記セルを放電させることを含む、電気化学的
に前記セルをサイクリングさせるステップと
を含む水性リチウム硫黄セルの動作方法。
【請求項９２】
ｉ）電気活性材料を含むアノード構造体と、活性硫黄種の電気化学的還元を促進し水素発
生に対する高い過電位を有する表面を有する固体電子移動媒体を含むカソードと、前記電
子移動媒体と接触する水性電解液と、前記水性電解液と接触する活性硫黄種とを備え、前
記電気活性剤材料は前記水性電解液との直接接触から分離され、特に前記アノード電気活
性材料は前記水性電解質又は前記活性硫黄と接触しない、水性リチウム硫黄セルを提供す
るステップと、
ii）２．１ボルトよりも低いセル電圧まで前記セルを放電させることを含む、電気化学的
に前記セルをサイクリングさせるステップと
を含む水性リチウム硫黄セルの動作方法。
【請求項９３】
ｉ）電気活性材料を含むアノード構造体と、活性硫黄種の電気化学的還元を促進し水素発
生に対する高い過電位を有する表面を有する固体電子移動媒体を含むカソードと、前記電
子移動媒体と接触する水性電解液と、前記水性電解液と接触する活性硫黄種とを備え、前
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記電気活性剤材料は前記水性電解液との直接接触から分離され、特に前記アノード電気活
性材料は前記水性電解質又は前記活性硫黄と接触しない、リチウム硫黄セルを提供するス
テップと、
ii）２．０ボルトよりも低いセル電圧まで前記セルを放電させることを含む、電気化学的
に前記セルをサイクリングさせるステップと
を含む水性リチウム硫黄セルの動作方法。
【請求項９４】
前記アノード電気活性材料はリチウムを欠いており、前記セルの最初の電気化学的充電を
実施するステップをさらに含む請求項８９～９３のいずれか記載の方法。
【請求項９５】
前記アノード電気活性材料は、電気還元されるときにリチウムイオンをインターカレート
可能な材料、電気還元されるときにリチウムと合金化可能な材料、電気還元されるときに
リチウム金属間相を形成可能な材料からなるグループから選択される請求項９４記載の方
法。
【請求項９６】
前記アノード電気活性材料は、電気還元されるときにリチウムイオンをインターカレート
可能なインターカレーション材料である請求項９５記載の方法。
【請求項９７】
前記インターカレーション材料は、炭素、ケイ素、ケイ素炭素複合体からなるグループか
ら選択される請求項９６記載の方法。
【請求項９８】
前記アノード電気活性材料は、リチウム金属又はリチウム金属合金である請求項６４記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、米国仮特許出願第６１／５８５，５８９号（２０１２年１月１１日出願、Ａ
ＱＵＥＯＵＳ　ＬＩＴＨＩＵＭ－ＳＵＬＦＥＲ　ＢＡＴＴＥＲＹ）及び第６１／５６０，
１３４号（２０１１年１１月１５日出願、ＡＱＵＥＯＵＳ　ＬＩＴＨＩＵＭ－ＳＵＬＦＥ
Ｒ　ＢＡＴＴＥＲＹ）の優先権を主張した米国特許出願第１３／４４０，８４７号（２０
１２年４月５日出願、ＡＱＵＥＯＵＳ　ＬＩＴＨＩＵＭ　ＳＵＬＦＥＲ　ＢＡＴＴＥＲＩ
ＥＳ）の一部継続出願である米国特許出願第１３／４７５，３２４号（２０１２年５月１
８日出願、ＡＱＵＥＯＵＳ　ＬＩＴＨＩＵＭ　ＳＵＬＦＥＲ　ＢＡＴＴＥＲＩＥＳ）の一
部継続出願である米国特許出願第１３／６７６，４８７号（２０１２年１１月１４日出願
、ＡＱＵＥＯＵＳ　ＬＩＴＨＩＵＭ　ＳＵＬＦＥＲ　ＢＡＴＴＥＲＩＥＳ）の優先権を主
張するものである。また、本出願は、米国仮特許出願第６１／６２３，０３１号（２０１
２年４月１１日出願、ＡＱＵＥＯＵＳ　ＬＩＴＨＩＵＭ　ＳＵＬＦＥＲ　ＢＡＴＴＥＲＩ
ＥＳ）からの優先権を主張する。これらの各出願は、全体として言及されることにより、
すべての目的のために本願明細書に援用される。
【０００２】
　本発明は、概して、電気化学的方法によるエネルギーの貯蔵と、電力供与に関する。特
に、本発明は、フローセルを含む水性リチウム－硫黄電池セルとそのシステム、そのセル
の製造と動作の方法に向けられている。
【背景技術】
【０００３】
　リチウム硫黄電池は、理論上、１６７５ｍＡｈｇ－１と約２３００Ｗｈ／ｋｇの容量を
有する。硫黄の低コストで非常に高い固有の容量は、それを電気自動車やグリッドストレ
ージ応用分野などの大スケールエネルギー貯蔵用の、特に魅力的な電池カソード材料にし
ている。世界中のさまざまな電池会社や科学機関における２０年を超える研究や開発の後
においてもなお、硫黄電極の鍵となる技術的な問題は、Ｌｉ－Ｓ電池の有意義な商品化を
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妨げている。
【発明の開示】
【０００４】
　一つの特徴において、本発明は、電気活性材料を含むアノード構造体と、固体電子移動
媒体を含むカソードと、固体電子移動媒体と接触する水性電解液と、水性電解液と接触す
る活性硫黄種とを有する水性リチウム硫黄電池を提供するものであり、アノード電気活性
材料は、水性電解液との直接的接触から隔離されている。特に、アノード電気活性材料が
水性電解液に触れる（すなわち、直接的接触する）ことから隔離されている間に、それで
もなおアノード構造体が水性電解液とリチウムイオン伝達をするように構成されている。
さらに、水性電解液はアノード電気活性材料に触れずカソードと直接的に接触するので、
用語「水性カソード液」（又はより簡単に「カソード液」）は、用語「水性電解液」と交
換可能に用いられる。
【０００５】
　さまざまな実施形態において、水性電解液は、放電と充電の間にカソードにおいて電気
化学的酸化還元を受ける、溶解した活性硫黄種を含むことにおいて、電気的に活性になっ
ている。限定されるものではないが、溶解した酸化還元活性硫黄種は、硫黄アニオン（Ｓ
２－）、水硫化物アニオン（ＨＳ－）、多硫化物アニオンを含んでもよく、これらには、
Ｓｘ

２－、ｘ＞１（例えば、Ｓ２
２－、Ｓ３

２－、Ｓ４
２－、Ｓ５

２－、Ｓ６
２－）とそ

の関連したラジカルアニオンＳｘ
・－、及び水多硫化物（ヒドロポリスルフィド）アニオ

ン（ＨＳｘ
－、ｘ＞１）、並びにその組み合わせが含まれる。

【０００６】
　本発明によると、カソード液における水の量が重要である（すなわち、単なる微量では
ない）。さまざまな実施形態において、カソード液における総液体溶媒体積に関連した水
の体積百分率は、５％よりも大きく、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％
、７０％、８０％、９０％よりも大きい。特定の実施例において、水がカソード液におけ
る唯一の液体溶媒である（すなわち、水がカソード液の溶媒体積の１００％を構成する）
。さまざまな実施形態において、水はカソード液における主要な液体溶媒である。主要な
液体溶媒という用語を使用することによって、カソード液における水の体積百分率がほか
のどの液体溶媒の体積百分率よりも大きいことが意味される。
【０００７】
　水は独特な特性を有している。ここで説明される水性硫黄カソード液溶液において、水
の存在は、硫化リチウム（Ｌｉ２Ｓ）を含む活性硫黄種の高い溶解度、高い硫黄濃度にお
ける非常に高いイオン電導性、速い溶解速度などの多くの利点を与える。高い溶解度、高
い電導性、高い溶解速度の組み合わせは、説得力のあるリチウム硫黄電池性能を与える。
【０００８】
　したがって、さまざまな実施形態において、セルは、すでに溶解された高濃度の活性硫
黄種を有する水性カソード液を用いて作られている。言い換えると、セルは、セルが最初
に動作する（例えば、最初に放電され、及び／又は最初に充電される）前においても、電
子移動媒体に隣接した著しい量の溶解された活性硫黄種を有しており、この措置によって
液相酸化還元の速い動電学が、特に、しかし排他的ではなく、高電流ドレインが始動時に
速やかに要求される用途のために好都合に用いられる。例えば、さまざまな実施形態にお
いて、セルを最初に動作させる前に、水性電解液に溶解した活性硫黄種の活性硫黄濃度は
、０．５モル濃度を超える硫黄、１モル濃度の硫黄、２モル濃度の硫黄、３モル濃度の硫
黄、４モル濃度の硫黄、５モル濃度の硫黄、６モル濃度の硫黄、７モル濃度の硫黄、８モ
ル濃度の硫黄、９モル濃度の硫黄、１０モル濃度の硫黄、１１モル濃度の硫黄、又は１２
モル濃度を超える硫黄である。明細書と請求の範囲において、用語「モル濃度」の使用に
よって、電解液のリットル当たりの硫黄のモルの数が意味される。さらに、語句「セルを
最初に動作させる直前」、「最初のセルの動作の前」の使用によって、明細書と請求の範
囲において、使用者によって始動された初めて（すなわち、最初）の電気化学的動作を意
味することが意味され、特にそれはセル放電又はセル充電のどれか一方のことを言及し、
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いずれかは、初めて使用者によって引き起こされるものである。言い換えると、偶発的な
自己放電（例えば、保管中における）は、明細書又は請求の範囲において最初のセルの動
作とはみされない。
【０００９】
　さらに、カソード液溶液に存在するさまざまな活性硫黄種の正確な化学的性質を特定す
ることは難しい可能性があるため、カソード液の活性種の組成（すなわち、活性カソード
液組成）は、明細書と請求の範囲において、電解液に溶解された活性リチウムに対する活
性硫黄の比である「活性リチウム硫黄化学量論比」又はより簡単に「活性化学量論比」の
用語で表現されることがあり、一般式Ｌｉ２Ｓｘによって表される。さらに、明細書で用
いられる「活性化学量論比」は、例えば、非活性ＬｉＣｌ塩、又は例えばＬｉＳＯ３ＣＦ

３などの非活性硫黄含有塩の場合において、例えば、リチウムイオン伝導性を高めるため
などの、あらゆる目的で、電解液に加えられる可能性のある、あらゆる非活性リチウム塩
及び／又は非活性硫黄塩について排他的であることが理解されなければならない。
【００１０】
　したがって、さまざまな実施形態において、最初のセル動作の前、特に直前のカソード
液の活性リチウム硫黄化学量論比は、Ｌｉ２Ｓ、Ｌｉ２Ｓｘ（ｘ＞１）、Ｌｉ２Ｓｘ（１
＜ｘ≦５）、Ｌｉ２Ｓｘ（４＜ｘ＜５）、Ｌｉ２Ｓｘ（３＜ｘ＜４）、Ｌｉ２Ｓｘ（２＜
ｘ＜３）、Ｌｉ２Ｓ２、Ｌｉ２Ｓ３、Ｌｉ２Ｓ４、Ｌｉ２Ｓ５、又はＬｉ２Ｓｘ（ｘ＞５
）であり、溶解された活性硫黄種の濃度は、概して大きく、例えば、１モル濃度の硫黄よ
りも大きい。例えば、特定の実施形態において、特に電気活性アノード材料としてリチウ
ム又はリチウム合金を用いたセルに対して、最初のセル動作の直前の活性化学量論比は、
つぎのｘの範囲：２≦ｘ≦５でのＬｉ２Ｓｘであり、活性硫黄濃度は、１０から１７の間
のモル濃度の硫黄である。例えば、約Ｌｉ２Ｓ４の活性化学量論比を有するカソード液組
成で、１０モル濃度を超える硫黄（例えば、１１、１２、１３、１４、１５、１６又は１
７モル濃度の硫黄）の濃度である。完全に又はほとんど放電した状態で作られた（例えば
、活性リチウムを欠いているアノード電気活性材料を有する）セルに特に有用な、別の特
定の実施形態において、最初のセル動作の直前のカソード液の活性化学量論比は、Ｌｉ２

Ｓであり、活性硫黄濃度は、概して１モル濃度を超える硫黄であり、好ましくは、２モル
濃度を超える硫黄であり、より好ましくは、２モル濃度を超える硫黄である（例えば、３
モル濃度、４モル濃度、又は５モル濃度の硫黄）。
【００１１】
　水性カソード液の別の利点は、媒体として供給されてもよいことであり、その中へ高濃
度の完全又は部分的に還元された活性硫黄種（例えば、Ｌｉ２Ｓ）が充電中に迅速に溶解
されてもよい。この措置により、放電時のセル反応生成物（例えば、Ｌｉ２Ｓ）が容易に
溶解され、それゆえより容易に充電時に酸化されるため、本発明の実施形態による高容量
セルは、繰り返し深く放電されることができる。このように、さまざまな実施形態におい
て、セルは、硫黄のアンペア時容量の大部分が、放電終了時において、固相硫化リチウム
の形態で存在するように、構築されて動作される。
【００１２】
　さらに、水におけるＬｉ２Ｓの高い溶解度と速い溶解速度の組み合わせは、完全に放電
された状態で組み立てられた水性リチウム硫黄セルを製造する現実的な方法も可能とし、
それは、可逆的にリチウムを挿入（例えば、合金化）及び抜去（非合金化）することが可
能な、炭素インターカレーション材料、金属、半金属、金属間化合物、及びそれら（例え
ば、ケイ素）の合金、並びに、炭素ケイ素複合材料といったこれらの組み合わせなど、リ
チウム金属からなるものとは異なる代替のアノード電気活性材料を利用する。例えば、本
発明によるある方法は、ｉ）完全に放電された状態で活性リチウムを欠いたアノード（例
えば、炭素インターカレーションアノード）を準備すること（すなわち、まったくインタ
ーカレートされていない）、ii）水と溶解された硫化リチウムを含む水性硫黄カソード液
を準備すること、iii）溶解された硫化リチウムの電気化学的な酸化のための電子移動媒
体を含むカソードを準備すること、iv）電池セルの中にアノード、カソード液、カソード
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を配置すること、ｖ）電池セルを充電すること、を含んでいる。したがって、さまざまな
実施形態において、このセルは、溶解された硫化リチウムと、水性電解液と接触した大量
の固相硫化リチウムの両方からなる。例えば、さまざまな実施形態において、固相硫化リ
チウムとしての活性硫黄のモル量は、電解液に溶解された活性硫黄のそれよりも、少なく
とも２倍、又は少なくとも３倍、又は少なくとも４倍、又は少なくとも５倍、又は少なく
とも１０倍大きい。さらに、同じ又は別の実施形態において、最初のセル動作の直前のセ
ルの満充電容量は、固相硫化リチウムのアンペア時容量と結び付けられる、カソード液の
溶解された活性硫黄種のアンペア時容量に由来する。その上、同じ又は別の実施形態にお
いて、セル組み立ての際、最初のセル動作の直前に、アノード電気活性材料は、実質的に
活性リチウムを欠いており、最初のセル動作は電池を充電することである。例えば、アノ
ード電気活性材料は、リチウムイオンの存在下の電気還元の際に電気化学的にリチウムを
インターカレートすることが可能なインターカレーション材料であってもよく、リチウム
イオンの存在下の電気還元の際に電気化学的にリチウムと合金化が可能な合金材料であっ
てもよく、或いは、リチウムイオンの存在下の電気還元の際にリチウム金属間相を形成す
ることが可能な材料であってもよい。例えば、特定の実施形態において、アノード電気活
性材料は、インターカレートする炭素、ケイ素、又は前記ケイ素と炭素の複合材である。
【００１３】
　高パルス電力とサイズが卓越した用途において、水中の多硫化物種の高溶解性と組み合
わせた、溶液相酸化還元の容易な動電学を利用することにより、性能利点が得られてもよ
い。例えば、さまざまな実施形態において、セルは、充電が満状態のときのセルのアンペ
ア時容量が、単にカソード液中の溶解された活性硫黄種として存在するように、構築され
て動作される。特に、セルは、固相活性硫黄を欠いた（例えば、元素状態で存在する硫黄
を欠いた）満充電状態で組み立てられてもよい。
【００１４】
　カソード液の溶媒としての水の使用は、明らかにかなりの利点を提供するが、リチウム
硫黄電池において大きな課題も与える。特に、水の使用は、その電気活性リチウム材料（
例えば、リチウム金属）との反応性によって制約される。したがって、本発明は、電気活
性リチウムが水性硫黄カソード液と接触することから隔離された、リチウムアノード構造
を利用している。さまざまな実施形態において、実質的に不浸透性のリチウムイオン伝導
性保護膜構造によって外部環境から保護されたリチウム電気活性材料を含む、保護された
リチウム電極が用いられる。このように本発明によれば、水性カソード液は、電気移動媒
体と直接接触するが、アノードの電気活性材料（例えば、リチウム金属又は炭素インター
カレーション材料）と接触しないように、セル中に配置される。
【００１５】
　リチウム硫黄セル中における水に使用に対するさらなる課題は、カソード液中における
溶解された硫化リチウム（Ｌｉ２Ｓ）の加水分解と、その結果として生じる硫化水素（Ｈ

２Ｓ）の発生である。本発明のいくつかの実施形態によれば、リチウム硫黄セルは、セル
を完全かつ安全に維持するためにガス発生などの圧力を抑制し耐えるように構成されたハ
ウジングを備えることができる。さらなる実施形態によれば、電解液（カソード液）のｐ
Ｈは、Ｌｉ２Ｓの加水分解を減らすか防止するために調整されることができる。これは、
特に塩基性ｐＨ、例えば、７より大きいか、約９から１２及び１４に至るまでで達成され
る。しかし、本発明は、塩基性の電解液に限定されるものではなく、ｐＨは、酸性塩と緩
衝剤を用いてｐＨ７より低い値（すなわち、酸性）又は約ｐＨ７（すなわち、中性カソー
ド液）に調整されてもよいことがここで考慮される。
【００１６】
　さらに本発明による適切な電解液／カソード液の配合組成に関連して、組成と方法は、
水性電解液とカソード電子移動媒体、例えば炭素又は金属のメッシュ、発泡体又はほかの
高表面積の、典型的には多孔質の構造体などの電子的に伝導性のマトリックスの間の接触
を高めるために提供される。このような改善された接触は、セルの利用度と速度性能を高
める。この点における電解液／カソード液の組成は、カソード液を伝導性のマトリックス
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に湿すために、界面活性剤を含むことができる。また、或いは、その代わりに、マトリッ
クスは、湿潤を高めるために電解液との接触前に表面処理されることができ、例えば、湿
潤剤に浸され、その後、湿潤剤を多硫化物の水性カソード液溶液に置換する。この点にお
いてさらに、カソード液は、カソード活性材料として、溶解された有機硫黄を含んでいて
もよい。有機硫黄化合物（１種又は複数種）は、カソード電子移動マトリックスに自己湿
潤することができる。
【００１７】
　本発明の別の特徴は、水と活性硫黄（例えば、溶解された多硫化物）の酸化還元電位の
電圧安定性窓に関して水性リチウム硫黄電池に存在する課題に関連している。電解液の水
から水素と酸素が発生することなく水性リチウム硫黄電池セルが動作することのできる酸
化還元電位窓を拡大するために、本発明の実施形態による電池セルは、カソード液に水素
（Ｈ２）及び／又は酸素（Ｏ２）に対する高い過電位を有する材料を、特にカソードの電
子移動媒体として又はその一部として、含んでいてもよい。例えば、カソードマトリック
スは、鉛（Ｐｂ）などの、Ｈ２に対して高い過電位を有する金属から形成されることがで
きる。或いは、Ｈ２（及び／又はＯ２）に対して高い過電位を有する金属は、基礎をなす
マトリックス構造（ときどき明細書において「コア」又は「コア構造」ともいう）上の外
層としてコーティングされることができる。このようないくついかの実施形態において、
基礎をなすマトリックス構造は、コーティングの断絶が結果として基礎をなす伝導体の表
面における水素（又は酸素）ガスの発生をもたらさないように、電子の絶縁体（例えば、
ガラス又はポリマー）であってもよい。Ｈ２及び／又はＯ２に対して高い過電位を有する
カソード電子移動媒体を提供することによって、本発明による電池セルは、水の電位窓の
範囲を越える、拡大された動作電位範囲を有する。
【００１８】
　本発明のさらに別の特徴は、金属硫化物（例えば、硫化鉛、硫化カドミウム、硫化コバ
ルト、硫化ニッケル）などの、Ｈ２に対して高い過電位を有するのもさることながら硫黄
の酸化還元に電気触媒作用を及ぼす、カソード電子移動媒体（例えば、マトリックス）の
外面を規定する組成に関し、このようにして、触媒作用と上述のようなＨ２に対する高い
過電位の両方が提供される。このコーティングは、マトリックスの電子移動作用を妨げな
いように、効果的な電子トンネル効果を可能にすべきである。コーティングは、炭素など
の従来の伝導性マトリックス材料、又は上述のようなＨ２に対する高い過電位を有するマ
トリックス材料に適用されてもよい。
【００１９】
　本発明のさらに別の特徴は、特定の利益のために一つ又はそれ以上の非水性溶媒の混合
を含むカソード液配合組成を有するセルの実施形態に関する。水性リチウム硫黄電池セル
の性能を改善するためにここで用いられるのに適した非水性溶媒には、非プロトン性及び
プロトン性の有機溶媒とイオン液体が含まれる。
【００２０】
　特定の実施形態において、水性カソード液は、水と非水性のプロトン性溶媒、特に大量
のＬｉ２Ｓを溶解することのできるプロトン性溶媒（例えば、メタノール）、からなる。
非水性プロトン性溶媒の添加は、水が凍る温度よりも低い温度で動作され、さらに硫化リ
チウムの高い溶解度が要求されるセルにおいて特に有用である。したがって、さまざま実
施形態において、カソード液は、望ましい値よりも低い、例えば、－５℃、－１０℃、－
２０℃、－３０℃、－４０℃よりも低い、凝固点（すなわち、融点）を達成するために十
分な量の非水性のプロトン性溶媒（例えば、エチレングリコール）を用いて配合される。
【００２１】
　本発明は、概して、電気活性カソード液（すなわち、溶解された活性硫黄種を含むカソ
ード液）及び／又はカソードに積載された電気活性の完全な還元型の固相リチウム硫黄を
有する実施形態に関して説明されてきたが、本発明はこれに限定されるものではなく、実
施形態は、活性硫黄の排他的な供給源として、又は電気活性硫黄カソード液との組み合わ
せで、組み立ての間にセルに組み込まれた完全に酸化された固相電気活性硫黄（例えば、
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元素状態で存在する硫黄）又は活性有機硫黄化合物を有することがここで考慮される。さ
まざまな実施形態における前述の硫黄含有カソードの構成にもかかわらず、セルは元素状
態で存在する硫黄を欠いて組み立てられ、カソードはそれによって最初のセル動作の直前
に元素状態で存在する硫黄を欠いている。
【００２２】
　本発明は、水性リチウム硫黄電池セルの製造方法にも関連している。ある特徴において
、この方法は、カソード液溶液中の自由な酸素（Ｏ２）を減少させ又は除去する目的で、
カソード液から酸素を除去することと、分子の酸素を欠いた不活性な又は還元性の環境（
例えば、窒素雰囲気）の下でセルを形成し密閉することを含む。このようにして、水性カ
ソード液の硫黄種の不可逆的な酸化（すなわち、不溶性のチオ硫酸塩をもたらす酸化）と
、活性材料の結果として起きる損失は、減少又は回避される。
【００２３】
　別の特徴において、本発明は、さもなければ水のおびただしい分解によって妨げられる
可能性のある電位に、水性リチウム硫黄電池セルを動作させる方法に関する。その方法は
、本発明に基づき説明され、活性硫黄の電気化学的還元を容易にし水素放出に対する高い
過電位を有する表面を備えた固体電子移動媒体を有するような水性リチウム硫黄セルを提
供するステップと、つぎに電気化学的にセルをサイクルさせるステップを含み、それは水
分解の熱力学ポテンシャルに相当する電圧と等しい又は越えるセル電圧までセルを放電さ
せることを含む。さまざまな実施形態において、このセルは、放電の間にセル電圧が２．
３Ｖ、２．２Ｖ、２．１Ｖ、２．０Ｖよりも小さい値、より好ましくは１．８Ｖ未満、１
．７Ｖ未満、１．５Ｖ未満に達することができるように、動作される。さまざまな実施形
態において、このセルは、活性リチウムを欠いたアノードを具体化する（例えば、アノー
ド電気活性材料は、炭素、ケイ素、炭素ケイ素複合材などのインターカレート材料又は合
金化材料である）。
【００２４】
　さまざまな実施形態において、このセルは、自己完結型で、密封したケーシングに密閉
され、セル容量の全体がセルの製造中にケーシングに配置された電気活性硫黄と電気活性
リチウムに由来する。これら完全に密閉されたセルは、一次電池であっても二次電池であ
ってもよい。
【００２５】
　その他の実施形態において、このセルは、電池フローセルシステムに構成され、水性硫
黄カソード液は、セルの中へ、そして、さまざまな実施形態において、リチウムアノード
とカソード電子移動媒体の間の電極間領域を通って、流れ、及び／又は循環する。いくつ
かの実施形態において、水性カソード液と電気活性リチウムの両方は流動性を有し、動作
中にセルを通って流される。
【００２６】
　本発明による水性リチウム硫黄電池セルは、単に、非水性電解液溶液を水性電解液溶媒
システムに置換することによって、従来の非水性Ｌｉ－Ｓ電池セルと異なっているのでは
ないことが理解されるべきである。電解液に水を用いることによって、結果として、観客
であるだけではなく、反応して新たな種を形成し溶解する、カソードにおける電気化学的
反応に実際に参加する溶媒システムとなる。本発明は、したがって、従来のＬｉ－Ｓ電池
セルとは全く異なった化学反応を有する（電圧特性が劇的に異なることで証明されるよう
に）全く新しい種類の電池に向けられており、そして、それに随伴する配合、技術、動作
及び製造に向けられている。
【００２７】
　本発明のこれら及びその他の特徴は、図面の参照とともに、以下の説明において、より
詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
　図１は、本発明のさまざまな実施形態における電池セルの模式的な断面図である。
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【００２９】
　図２Ａ－Ｂは、本発明のさまざまな実施形態における電子移動媒体を示す。
【００３０】
　図３は、本発明によるカソード液中の水と活性硫黄種のプールベダイヤグラム（電位－
ｐＨ図）の定性的な図である。
【００３１】
　図４は、水と非水性溶媒におけるＬｉ２Ｓの溶解性を比較する写真である。
【００３２】
　図５Ａ－Ｄは、本発明による保護的な膜構造のさまざまな選択的な構成を示す。
【００３３】
　図６は、本発明の一実施形態における電池フローセルシステムの模式的な断面図である
。
【００３４】
　図７は、本発明の別の実施形態における電池フローセルシステムの模式的な断面図であ
る。
【００３５】
　図８は、本発明の一実施例における水性リチウム硫黄セルと活性硫黄を含まないセルの
サイクリックボルタモグラムを比較するプロット図である。
【００３６】
　図９は、２つの異なるカソード材料を用いた水性リチウム硫黄セル動作の電位窓を比較
するサイクリックボルタンメトリーのプロット図である。
【００３７】
　図１０は、本発明による選択的な水性リチウム硫黄セルの実施形態を比較するサイクリ
ックボルタンメトリーのプロット図である。
【００３８】
　図１１は、本発明による水性リチウム硫黄セルの時間サイクルに対する電圧のグラフと
サイクル数に対する容量のグラフである。
【００３９】
　図１２は、本発明による水性リチウム硫黄セルの容量に対する電圧のグラフである。
【００４０】
　図１３は、本発明の一実施例における水性リチウム硫黄セルの時間サイクルに対する電
圧のグラフとサイクル数に対する容量のグラフである。
【００４１】
　図１４は、本発明の一実施例における水性リチウム硫黄セルの時間サイクルに対する電
圧のグラフとサイクル数に対する容量のグラフである。
【００４２】
　図１５は、本発明の一実施例における水性リチウム硫黄セルの時間サイクルに対する電
圧のグラフとサイクル数に対する容量のグラフである。
【００４３】
　図１６は、本発明の一実施例における水性リチウム硫黄セルの時間サイクルに対する電
圧のグラフである。
【００４４】
　図１７は、本発明の一実施例におけるリチウム硫黄セルの時間サイクルに対する電圧の
グラフとサイクル数に対する容量のグラフである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　参照は、本発明の特定の実施形態に詳細になされる。具体的な実施形態の例は、添付の
図面に図示される。本発明は、これら具体的な実施形態と結合されて説明されるが、本発
明をそのような具体的な実施形態に限定することが意図されているのではないことが理解
される。これに対して、本発明の精神と範囲に含まれるような、代替物、変形物、均等物
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を包含することが意図される。以下の説明において、本発明の一通りの理解を提供するた
めに、多数の具体的な細部が示される。本発明は、これら具体的な細部のいくつか又はす
べてを持たずに実施されてもよい。その他の例において、不必要に本発明を不明瞭にしな
いように、よく知られたプロセス運転は詳細に説明されていない。
【００４６】
　本発明のさまざまな実施形態におけるリチウム硫黄セルは、図１に示される。セル100
は、電子移動媒体を含むカソード110と、保護されたリチウムアノード120と、電子移動媒
体と接触しさまざまな実施形態において保護されたリチウムアノードの外面にも接触する
水性電解液と、水性電解液と接触する活性硫黄種（例えば、そこに溶解され及び/又は固
相（例えば、固相Ｌｉ２Ｓ）で存在する、多硫化リチウム、硫化リチウム、水硫化リチウ
ム）を含む。
【００４７】
　保護されたリチウムアノード120は、リチウム電気活性材料層122と、リチウム活性層12
2の表面上の実質的に不浸透性のリチウムイオン伝導性保護膜構造126を含む。膜構造は、
実質的に水に対して不浸透性であって、リチウム電気活性層と接触して化学的に適合する
第一の表面と、カソードに対向し、水と接触して化学的に適合し、特にセルに用いられる
カソード液と接触して化学的に適合する第二の表面とを有する。いくつかの実施形態にお
いて、セルはさらに、カソードと保護されたアノードの間に挿入され、水性電解液（すな
わち、水性カソード液）の少なくとも一部がその孔の中に含まれる、多孔質のセパレータ
材料層130を含む。その他の実施形態において、セルは、セパレータを欠いており、膜構
造の第二の表面がカソードに直接接触することがここで検討され、前記実施形態において
、それは概して多孔質であり孔隙をカソード液が満たしている。
【００４８】
　カソード110は、カソード液と接触して化学的に適合する「外面」を有する固体電子移
動媒体を含み、その外面上で溶解された活性硫黄種がセル放電の間に電気還元され充電中
に電気酸化される。図２Ａ－Ｂを参照すると、さまざまな実施形態において、電子移動媒
体200Ａ／200Ｂは、多孔質の三次元構造200Ａであってもよく、平面200Ｂで実質的に密で
あっても、そうでなければ多孔質（例えば、平面メッシュ）であってもよい。密であろう
と多孔質であろうと、媒体は、セルを通り抜ける電流をサポートするために十分に電子的
に伝導性であって、その外面は電子移動電流をサポートすることができるべきである。多
孔質の場合、固体電子移動媒体は、織られた又は不織の繊維網（例えば、金属又は炭素の
繊維布又は紙）や貫通多孔質モノリシック固形物（例えば、金属又は炭素の発泡体）など
の多孔性マトリックスの形態をとってもよい。平面の場合、媒体は、単純に金属又は炭素
質のシート又は箔、又は自立であるために十分な厚さと伝導性を有する目の粗いメッシュ
であってもよく、又は平面の媒体は、外面を規定し、通常、薄くて電子的に伝導性である
、第一の層と、基材支持体として働き、任意にさらに電子の伝導時に集電に備える、第二
の層を有する複合材であってもよい。
【００４９】
　電子移動媒体は、多孔質であっても密であってよいが、少なくとも部分的に、カソード
液に接触し、電子移動を容易にし、特に、活性硫黄種の電気化学的酸化還元を容易にする
材料によって特徴づけられる。引き続き図２Ａ－Ｂを参照すると、さまざまな実施形態に
おいて、電子移動媒体200Ａ／200Ｂは、カソード液に接触する外面を備えた外層構成材22
0Ａ／220Ｂを有するコア構成材（すなわち、基礎をなすマトリックス構造）210Ａ／210Ｂ
から構成された多孔質のマトリックスである。コア構成材は、概して基材支持体を備え、
導電性である場合は、集電を容易にしてもよいが、外層の第一の機能は、特に電子移動に
関連する、電気化学的性能に対しいくらかの利点（例えば、硫黄の酸化還元を容易にする
こと、水の分解を抑えること、又はその両方）を提供することである。外層は、多孔質で
あっても密であってもよい。さまざまな実施形態において、密な外層はまた、好ましくは
連続しており、したがって実質的にコア構造体をその全体において覆っている。その他の
実施形態において、多孔質の外層は、以下により詳しく説明するように、コアの表面組成
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がカソード液と適合し、水素の放出を触媒しない場合に特に好適である。さらに、多孔質
であっても密であっても、外層は、硫黄の酸化還元を電気触媒し、及び／又は、電気的な
利点のために有効表面積を増加させる、高表面積粒子を含んでいてもよい。
【００５０】
　いくつかの実施形態において、コアは、電子的に導電性であって、集電をサポートする
が、外層は第一に電気化学的な硫黄の酸化還元をサポートし好ましくは増大させるために
働く。好適な電気化学的伝導性コア材料は、金属、好ましくは軽量のもの（例えば、アル
ミニウム）を含む。その他の実施形態において、コアは電子的に絶縁し、外層は電子移動
を与え、集電機能のいくらか又はすべてを与えることができるように十分な伝導性を有し
ている。絶縁コアは、十分に機械的に完全な任意の好適な絶縁材料から構成されてもよく
、好ましくは、しかし必ずではないが、カソード液との接触に化学的に適合する。好適な
絶縁コア材料には、限定されるものではないが、ガラスとポリマーが含まれる。特定の実
施形態において、外層は、密であって実質的に欠陥がないが、さもないと電解液からの水
がコア材料に接触するのを許容してしまい、その強度又は機械的な完全性を減少させてし
まう可能性がある。ハプニングからこれを防止するために、好適な実施形態において、コ
ア材料はまた、カソード液の接触に化学的に適合し、さらに好ましくは、水と接触した時
に膨れたり機械的強度を失ったりすることがなく、具体的には、活性電解液に暴露されて
も機械的に劣化したり形状が変化したりすることがない材料である。さまざまな実施形態
において、集電をサポートし、及び／又は、表面間の適合性及び／又は接着性を与え又は
改善するために、追加の層が、絶縁又は伝導性のコアと外層の間に組み込まれてもよい。
例えば、基礎となるマトリックス構造の絶縁コアは、集電を与えるための中間層として働
く第一の金属コーティング（例えば、アルミニウム）と、アルミニウムを覆って、全体又
は部分的に、硫黄の酸化還元を容易にする目的で外面を特徴づける第二のコーティングを
有していてもよい。
【００５１】
　電子移動媒体は、触媒作用を及ぼさず、媒体材料（例えば、炭素）に依存するだけで電
気化学的な酸化還元反応を容易にしてもよく、或いは、いくつかの実施形態において、電
子移動媒体は、その表面に微粒子触媒などの触媒を含んでいてもよく、或いは、触媒は、
基礎となる炭素や金属マトリックスにコーティングとして形成されていてもよい。いくつ
かの実施形態において、外層は、電子的に伝導性の粒子から構成される多孔質な高表面積
フィルム（例えば、ナノカーボン、カーボンブラック、機能性炭素を含む高表面積炭素）
であり、それは好ましくは、活性硫黄の電気還元と電気酸化の少なくとも一方又は両方に
おいて電気触媒作用を及ぼす。その他の実施形態において、以下により詳細に説明するよ
うに、外層は、電子的な伝導性、硫黄の酸化還元の容易化、カソード液の電圧安定性窓の
拡大のうちの一つ以上を与える目的で、金属、金属合金、又は金属化合物（例えば、硫化
金属）の薄い密なフィルムなどの、密で好ましくは薄い電子的に伝導性の層であってもよ
い。
【００５２】
　カソード液の電位窓に関して、セルの電気化学は水分解、特にＨ２の放出の可能性によ
って複雑になっているため、一旦セル電圧が水の還元の熱力学ポテンシャルに相当する「
臨界電圧」よりも下がる放電の間に、顕著な問題点が生じる可能性がある。その問題は、
図３に関連して絵的に図示されており、それは硫黄の電気還元／酸化反応に電圧を指定し
ていない硫黄の酸化還元の説明的なプールベダイヤグラム（電位－ｐＨ図）と比較した水
のプールベダイヤグラムを示している。その図で見ることができるように、臨界電圧はｐ
Ｈで変化する。例えばｐＨ１２においてリチウムに対する臨界電圧は約２．３ボルトであ
り、増加するｐＨ値に伴って減少し、ｐＨ１４において約２．２ボルトになる。図示され
るように、まったく定性的ではあるが、水の電位安定窓よりも低い（すなわち、臨界電圧
よりも低い）セル電圧において、顕著な活性硫黄のアンペア時容量が存在するが、一方、
その容量を利用することに関する実用性は、水の分解によって複雑になっている。
【００５３】



(19) JP 2015-503189 A 2015.1.29

10

20

30

40

50

　この点について、本発明は、このセルが水の還元の熱力学ポテンシャルの域を越える電
圧まで放電され、それによって、臨界電圧より低いセル電圧で存在する追加のアンペア時
容量を効果的に利用し、好ましくはいかなるＨ２をも放出することなくそれを行なうこと
を可能にする電子移動媒体を有するカソード構造を提供する。したがって、さまざまな実
施形態において、このセルは、上述の臨界電圧に接近する放電電圧カットオフ（すなわち
、放電はセル電圧が電圧カットオフ値に達したときに停止する）を有して動作され、特定
の実施形態において、水素の放出が電子移動媒体によって十分に抑えられ、放電電圧カッ
トオフの値がほぼ臨界電圧の値になることを可能とし、その特定の実施形態において、放
電電圧カットオフは、臨界電圧の域を越えた値となっている（例えば、実施形態において
、臨界電圧は、約２．４ボルト、２．３ボルト、２．２ボルト、又は約２．１ボルトであ
ってもよく、規定されるカットオフ電圧はその値よりも低く、例えば、セルの電圧カット
オフは、それぞれ約２．３Ｖ、２．２ボルト、２．１ボルト、２．０ボルトである）。し
たがって、さまざまな実施形態において、電子移動媒体の外面は、少なくとも二重の機能
性を有し、第一の機能性は、活性硫黄種の電気化学的な還元／酸化を容易にすることであ
り、第二の機能性は、水素の放出を阻止することである。例えば、外面は、その全体又は
部分において、硫黄の酸化還元を容易にする一方でＨ２の発生に対して高い過電圧を有す
る材料によって特徴づけられてもよい。この手段によって、セルは、Ｈ２の放出なしに臨
界電圧よりも低い電圧まで効果的に放電されることができる。好ましくは、外面は水の還
元の熱力学ポテンシャルの域を越えた少なくとも５０ｍＶの過電圧を有し、ここで開示さ
れた実施形態において、過電圧は、１００ｍＶを越え、２００ｍＶを越え、３００ｍＶを
越え、４００ｍＶを越え、５００ｍＶを越え、６００ｍＶを越え、特定の実施形態におい
て７００ｍＶを越え、８００ｍＶを越える。例えば、セル電圧に関し、高過電圧の電子移
動媒体の使用によって、本発明の水性リチウム硫黄セルが２．４Ｖより低い、好ましくは
２．３Ｖより低い、より好ましくは２．２Ｖより低い、２．１Ｖより低い、さらにより好
ましくは２．０Ｖより低い、１．９Ｖより低い、１．８Ｖより低い、１．７Ｖより低い、
１．６Ｖより低い、１．５Ｖより低いセル電圧まで放電されることが可能となる。
【００５４】
　したがって、さまざまな実施形態においては少なくとも一部、特定の実施形態において
は全体において、電子移動媒体の外面は、Ｈ２の放出に対する高い過電圧を有する材料に
よって特徴づけられる。そのような材料の好適な分類には、金属、金属合金（例えば、ア
マルガム）、金属カルコゲン化物や特に金属硫化物などの金属化合物が含まれる。特に好
適な金属には、鉛、カドミウム、インジウム、ニッケル、ガリウム、テルリウム、マンガ
ン、亜鉛、又はそれらのいくつかの組み合わせが含まれる。特に好適な金属合金には、ア
マルガムが含まれる。特に好適な金属硫化物には、硫化コバルト、硫化銅、硫化ニッケル
、硫化亜鉛、又はそれらのいくつかの組み合わせが含まれる。外層の厚さは、セルに余分
な重量を負担させることと、コア材料の組成、機械的強度、伝導性、コーティングプロセ
スの一つ以上などのその他の検討材料とのトレードオフである。例えば、実施形態におい
て、外層の厚さは、５０ミクロンの範囲内から１ミクロンより小さい値であってもよい（
例えば、約０．５ミクロン又は０．２５ミクロン）。外層の組成（例えば、金属硫化物を
含むもの）は、その厚さを横切って、漸進的又は離散的のどちらかで、変化してもよい。
例えば、外層は、二つのステップで形成されてもよく、はじめに金属硫化物の金属が直接
的又は間接的にコア構成材の表面上にコートされ、つぎに金属層が硫化されて金属硫化物
の薄層を形成し、実施形態におけるそれは、薄くて密であってもよく、例えば、１０ｎｍ
より薄く、例えば、約５ｎｍ、約２ｎｍ、約１ｎｍであってもよい。この薄いフィルムは
また、金属硫化物のフィルムの一部分が剥離したりひび割れが始まったりした場合に、基
礎をなす金属層の表面がその後カソード液の硫黄と反応して硫化物のフィルムを再形成す
る点で、自己回復作用を有する。
【００５５】
　特定の実施形態において、多孔質の電子移動媒体は、コア構成材（例えば、ガラス又は
ポリマーの繊維マット）と、金属硫化物の外層（例えば、硫化コバルト又は硫化鉛）から
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構成される。コア構成材は、電子的に絶縁していてもよく、金属硫化物は、はじめにコア
上に硫化物の金属の層を塗布し（例えば、コアを鉛でコーティングし）、つぎに硫黄を含
有した環境下における処理を経て金属皮膜のコア表面を硫化することによって形成される
。このように、硫化の方法により、外層は完全に金属硫化物（例えば、硫化鉛）、又は金
属（例えば、鉛）と金属硫化物（例えば、硫化鉛）の組み合わせで構成されてもよい。金
属層は、一般にこの技術分野で知られているような、蒸着、融解物からの浸漬コーティン
グ、電着、無電解めっきなど、電子的に伝導性及び絶縁の両方のコア構造に適用可能なコ
ーティング法を用いて塗布されてもよい。その代わりに、コア構成材は、それ自体がＨ２

に対して高い過電圧を有する材料（例えば、多孔質の鉛又は多孔質のコバルトのマトリッ
クス）で構成されてもよい。しかし、重金属のコア材料の使用は、全体のセル重量に必要
以上に負担をかける可能性があり、したがって好適な実施形態において、コア材料は、炭
素（例えば、グラファイト状様繊維又は泡状炭素）などの、軽量であって好ましくは低密
度の材料、アルミニウムなどの軽量の金属、又は、シリカ又はその他のガラスなどの無機
材料、又はポリマー（例えば、ポリマー繊維）などの有機材料であって好ましくは水によ
って膨潤しないもの（例えば、ポリマーコアは、ポリプロピレン、ポリエチレン、又はそ
れらの組み合わせ）から構成される。中空のコアも特別に優れた軽量効果を与えるために
ここで考慮される。炭素は、多孔質の繊維マトリックスや発泡体などの数々の多孔質の形
式に加工されることが可能であって、電子的にも伝導性を有し、このため集電をサポート
することが可能な、特に有用なコア材料であり、特別に薄い外層の使用を可能とする。例
えば、５ミクロンよりも薄い厚さであり、好ましくは１ミクロンよりも薄く、さらに好ま
しくは０．５ミクロンよりも薄く、よりさらに好ましくは外層の厚さは０．２５ミクロン
よりも薄い。同じ又は別の実施形態において、コアが電子的に絶縁である場合に特に、金
属、半金属、又は金属化合物などの中間の電子的に伝導性の層、（例えば、アルミニウム
層）が、集電サポートを与えるためにコアと外層の間のコーティングとして塗布されても
よく、又は外層それ自体が集電をサポートするために十分な厚さであってもよい。例えば
、アルミニウムなどの中間金属層は、０．２５ミクロンと１０ミクロンの間、より好まし
くは０．５ミクロンと５ミクロンの間の厚さ、例えば、約０．５ミクロン、約１ミクロン
、約２ミクロン、約３ミクロン、約４ミクロン、約５ミクロンを有している。したがって
、外層は、前述のコーティング技術の一つ以上、又はこの技術分野で一般に知られている
その他のコーティング技術を用いて、中間の層の表面に塗布されている。
【００５６】
　さまざまな実施形態において、外面の組成は、硫黄の酸化還元のサポート、及び好まし
くは、電気触媒に好適な硫化物組成を形成するために、表面処理、特に硫化を経て変更さ
れる。硫化のステップは、硫黄を主成分とするカソード液を用いることによって原位置の
セル中で実施されてもよい。そして、原位置プロセスは簡単であるという明確な利点を有
する一方、セル容量を別に与える硫黄の少なくとも一部は硫化処理により消費され、高表
面積多孔質マトリックス構造にとって、活性硫黄容量の損失が顕著になる可能性があるた
め、活性硫黄セル容量に付随した損失ももたらす。したがって、多孔質のマトリックス構
造を硫化するために特に有用であるがそれに限定されず、したがって平面及び／又は密な
コア構造を硫化することも含む、好適な実施形態において、硫化ステップは、セルから遠
く離れた現場外（ex-situ）の硫黄環境下で行われる。例えば、金属硫化物の金属から構
成されるコア材料、又は前記金属でコートされたコア構成材は、セルで用いられるカソー
ド液と性質が類似又は同一の水性リチウム多硫化物溶液の槽内に配置され、適切な金属硫
化物フィルム、好ましくは実質的に密で無孔のものを形成するのに十分な時間の間、槽中
に置かれてもよい。
【００５７】
　引き続き図１を参照すると、カソード110は、元素状態で存在する固体硫黄を欠いたセ
ル中に組み立てられてもよく、硫黄の容量のすべては、カソード液を通して溶解された活
性硫黄種の形態で、又は典型的にはＬｉ２Ｓなどの固相活性硫黄種又は溶解された活性硫
黄（例えば、溶解されたＬｉ２Ｓ）と固相のＬｉ２Ｓのいくらかの組み合わせを通して、
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セル中へ充填される。その代わりに、カソードは、固体の元素状態で存在する硫黄のいく
つかの形態、結晶質硫黄、非晶質硫黄、沈降硫黄、融解物から凝固した硫黄など、を含ん
でもよい。元素状態で存在する硫黄には、さまざまな硫黄の多原子の分子、特にシクロ－
Ｓ８環として特徴づけられるＳ８硫黄同素体、及びα硫黄、β硫黄、γ硫黄などその多形
体が含まれる。例えば、元素状態で存在する硫黄（サイズの硫黄粒子を含む硫黄微粒子の
形態のもの）は、カソードの材料構成材としてセルに組み込まれてもよく、ここで、例え
ば、硫黄は、高表面積又は活性化された炭素粒子、及び多孔質のマトリックス構造の上に
コートされるか又はその中に含浸されるスラリーを形成するのに適した液体キャリア中で
材料構成材を接着するための適切なバインダー（ＰＴＦＥ、ＰｖＤＦ、及びＰＥＯ）と混
合されてもよい。スラリーの形成は、固体の元素状態の硫黄の有無にかかわらず、カソー
ド中に固相の活性硫黄を組み込むためにここで用いるのに適したコーティング法であり、
米国特許第６，０３０，７２０号、第６，２００，７０４号、第６，９９１，６６２号で
説明され、そのそれぞれは、それらが説明するすべてについて、及び特に説明されたスラ
リーの形成とコーティング法について、言及されることによって本願明細書に全体が援用
される。同一又は別の実施形態において、カソード中の活性硫黄は、電気活性有機硫黄化
合物であってもよく、又はさらにそれを含んでいてもよく、それには米国特許第４，８３
３，０４８号、第４，９１７，９７４号、第５，１６２，１７５号、第５，５１６，５９
８号で説明されたものが含まれ、それらは言及されることによって、特に有機硫黄化合物
組成と使用に関するそれらの開示について、本願明細書に全体が援用される。
【００５８】
　別の実施形態において、セルは、例えば元素状態の硫黄の形態で、カソードに積載され
た硫黄の容量のすべてを有して組み立てられてもよい。その他の実施形態において、硫黄
は、溶解された多硫化物種の形態で水性カソード液に存在するだけでなく、固相電気活性
材料としてカソードにも存在する。いくつかの実施形態において、セルは、固相Ｌｉ２Ｓ
を積載したカソードを用いて組み立てられ、そしてこの手段によって、セルは、完全に又
は部分的に放電された状態で組み立てられてもよく、ここで活性リチウムのすべて又は一
部は、セル組み立ての間にカソード内又はカソードの近くに保存される。組み立てられた
セルは、それから続いて、最初の放電前に、例えば満充電容量まで充電される。本発明の
この特徴に基づく実施形態は、以下、特に＜放電された状態で組み立てられた水性リチウ
ム硫黄セル＞と題するセクションにおいて、さらに詳細に説明される。
【００５９】
　さまざまな実施形態において、かなりの量のリチウムと硫黄の容量は、最初のセル動作
の前にセルに存在し、完全に又は高度に還元された固体リチウム硫黄材料の形態、例えば
、固相Ｌｉ２Ｓの形態で存在する。固相Ｌｉ２Ｓは、セルの充電に随伴して固相リチウム
硫黄がカソード液中へ溶解されるように、通常はカソード液と接触して積載される。実施
形態において、最初のセル動作の前にセルに存在する固相リチウム硫黄の量は、すでにカ
ソード液に溶解されている活性硫黄よりも多い活性硫黄を与える量である。例えば、以下
の実施形態は、セルに予め積載された活性な固相リチウム硫黄（例えば、Ｌｉ２Ｓ）の重
量に相対するカソード液中の水の重量が以下の比（Ｒ）に相当する点が考慮されている：
Ｒ≦１０、Ｒ≦６、Ｒ≦５、Ｒ≦４、Ｒ≦３、Ｒ≦２、Ｒ≦１．５。特定の実施形態にお
いて、セルは、以下の範囲に従って前記の比で製作される：［１．１５≦Ｒ＜１．７］、
［１．７≦Ｒ＜２．３］、［２．３≦Ｒ＜２．９］、［２．９≦Ｒ＜３．５］、［３．５
≦Ｒ＜４．０］、［４．０≦Ｒ＜５．０］、［５．０≦Ｒ＜７．０］、［７．０≦Ｒ＜１
０．０］。
【００６０】
　＜水性硫黄カソード液＞
　本発明によれば、水性カソード液は、かなりの量の水（すなわち、単なる微量ではない
）を含んでおり、カソード液は、カソードと直接的に接触するようにセル内に配置されて
いる。特定の実施形態において、水は、硫黄カソード液（すなわち、硫黄カソードと接触
する電解液）の主要な液体溶媒として働き、特定の実施形態において水は唯一のカソード
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液の溶媒である。
【００６１】
　本発明によれば、かなりの量（微量ではない）の水がカソード液に取り込まれている。
さまざまな実施形態において、総液体溶媒体積に関連したカソード液中の水の体積百分率
は、５％、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％よりも大
きく、９０％よりも大きい。特定の実施形態において、水がカソード液における唯一の液
体溶媒であり、その特定の実施形態において、水が唯一の液体溶媒である（すなわち、水
がカソード液の溶媒体積の１００％を構成する）。さまざまな実施形態において、水はカ
ソード液における主要な液体溶媒である。
【００６２】
　水は独特な特性を有している。水性硫黄カソード液溶液において、水は、活性硫黄種と
相互作用をして多くの利点を与える。さまざまな実施形態において、水は、大きな濃度の
活性硫黄種が溶解されることが可能な媒体として働く（硫黄アニオン（Ｓ２－）、多硫化
物アニオン（Ｓｘ

２－、ｘ＞１）、水硫化物アニオン（ＨＳ－）、多水硫化物（ポリヒド
ロスルフィド）アニオン（ＨＳｘ

－、ｘ＞１）、及びそれらの組み合わせを含む）。さま
ざまな実施形態において、セルが最初に動作される直前のカソード液の組成は、通常はセ
ルの製作及び密封の際のカソード液の組成であるが、顕著な濃度の溶解された活性硫黄種
を含んでいる。例えば、０．５モル濃度を超える硫黄、１モル濃度を超える硫黄、２モル
濃度を超える硫黄、３モル濃度を超える硫黄、４モル濃度を超える硫黄、５モル濃度を超
える硫黄、６モル濃度を超える硫黄、７モル濃度を超える硫黄、８モル濃度を超える硫黄
、９モル濃度を超える硫黄、１０モル濃度を超える硫黄、１１モル濃度を超える硫黄、１
２モル濃度を超える硫黄、１３モル濃度を超える硫黄、１４モル濃度を超える硫黄、１５
モル濃度を超える硫黄、１６モル濃度を超える硫黄、又は１７モル濃度を超える硫黄から
なる、カソード液中の活性硫黄濃度が用いられてもよい。
【００６３】
　さらに、放電又は充電の過程における任意の所定の時間においてカソード液溶液に存在
するさまざまな活性硫黄種の正確な化学的性質を特定することは難しい可能性があるため
、カソード液の活性種の組成は、明細書と請求の範囲において、電解液に溶解された活性
リチウムに対する活性硫黄の比である「活性化学量論比」の用語で表現されることがあり
、その比は一般式Ｌｉ２Ｓｘによって表される。さらに、明細書で用いられる「活性化学
量論比」は、例えば、非活性ＬｉＣｌ塩、又は例えばＬｉＳＯ３ＣＦ３などの非活性硫黄
含有塩の場合において、例えば、リチウムイオン伝導性を高めるためなどの、あらゆる目
的で、電解液に加えられる可能性のある、あらゆる非活性リチウム塩及び／又は非活性硫
黄塩について排他的であることが理解されなければならない。
【００６４】
　したがって、実施形態において、最初のセル動作の直前のカソード液は、Ｌｉ２Ｓ、Ｌ
ｉ２Ｓｘ（ｘ＞１）、Ｌｉ２Ｓｘ（１＜ｘ≦５）、Ｌｉ２Ｓｘ（４＜ｘ＜５）、Ｌｉ２Ｓ

ｘ（３＜ｘ＜４）、Ｌｉ２Ｓｘ（２＜ｘ＜３）、Ｌｉ２Ｓ２、Ｌｉ２Ｓ３、Ｌｉ２Ｓ４、
Ｌｉ２Ｓ５、又はＬｉ２Ｓｘ（ｘ＞５）の活性化学量論比を有する。例えば、約Ｌｉ２Ｓ
、約Ｌｉ２Ｓ２、約Ｌｉ２Ｓ３、約Ｌｉ２Ｓ４、約Ｌｉ２Ｓ５の活性化学量論比である。
【００６５】
　さまざまな実施形態において、本発明のリチウム硫黄セルは、高濃度の溶解された活性
硫黄種を有する水性カソード液を含む。実施形態において、カソード液の活性硫黄種の硫
黄濃度は、０．５モル濃度を超える硫黄、１モル濃度を超える硫黄、２モル濃度を超える
硫黄、３モル濃度を超える硫黄、４モル濃度を超える硫黄、５モル濃度を超える硫黄、６
モル濃度を超える硫黄、７モル濃度を超える硫黄、８モル濃度を超える硫黄、９モル濃度
を超える硫黄、１０モル濃度を超える硫黄、１１モル濃度を超える硫黄、１２モル濃度を
超える硫黄、１３モル濃度を超える硫黄、１４モル濃度を超える硫黄、１５モル濃度を超
える硫黄、１６モル濃度を超える硫黄、又は１７モル濃度を超える硫黄である。
【００６６】
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　特定の実施形態において、最初のセル動作の直前のカソード液の活性リチウム硫黄化学
量論比は、Ｌｉ２Ｓ、Ｌｉ２Ｓｘ（ｘ＞１）、Ｌｉ２Ｓｘ（１＜ｘ≦５）、Ｌｉ２Ｓｘ（
４＜ｘ＜５）、Ｌｉ２Ｓｘ（３＜ｘ＜４）、Ｌｉ２Ｓｘ（２＜ｘ＜３）、Ｌｉ２Ｓ２、Ｌ
ｉ２Ｓ３、Ｌｉ２Ｓ４、Ｌｉ２Ｓ５、又はＬｉ２Ｓｘ（ｘ＞５）であり、溶解された活性
硫黄種の濃度は、概して大きく、例えば、１モル濃度の硫黄よりも大きい。例えば、特定
の実施形態において、特に電気活性アノード材料としてリチウム又はリチウム合金を用い
たセルに対して、最初のセル動作の直前の活性化学量論比は、つぎのｘの範囲：２≦ｘ≦
５でのＬｉ２Ｓｘであり、活性硫黄濃度は、１０から１７の間のモル濃度の硫黄である。
例えば、約Ｌｉ２Ｓ４の活性化学量論比を有するカソード液組成で、１０モル濃度を超え
る硫黄（例えば、１１、１２、１３、１４、１５、１６又は１７モル濃度の硫黄）の濃度
が使用されてもよい。完全に又はほとんど放電した状態で作られた（例えば、活性リチウ
ムを欠いているアノード電気活性材料を有する）セルに特に有用な、別の特定の実施形態
において、最初のセル動作の直前のカソード液の活性化学量論比は、Ｌｉ２Ｓであり、活
性硫黄濃度は、概して１モル濃度を超える硫黄であり、好ましくは、２モル濃度を超える
硫黄であり、より好ましくは、２モル濃度を超える硫黄である（例えば、３モル濃度、４
モル濃度、又は５モル濃度の硫黄）。
【００６７】
　特に注目すべきなのは、水中でのＬｉ２Ｓ（硫化リチウム）の高い溶解度と容易な溶解
である。非水性プロトン性溶媒において、硫化リチウムの溶解度は大幅に制限され、Ｌｉ

２Ｓは通常は不溶であるとみなされる。水は硫化リチウム（Ｌｉ２Ｓ）に対する優れた溶
媒を与えることがここに示されており、この特徴は、カソード液の単位体積当たりの高い
アンペア時（Ａｈ）容量、及び、最終的には、深い放電における改善された可逆性のみな
らず高いセルエネルギー密度をも達成するために、本発明のさまざまな実施形態における
利益のために用いられる。目視比較は、水がテトラグリム（従来の非水性Ｌｉ／Ｓセルで
用いられる共通の非水性溶媒）よりも少なくとも１０００倍より大きいＬｉ２Ｓの溶解度
を有していることを示す、図４に与えられる。
【００６８】
　したがって、さまざまな実施形態において、水性カソード液は、高濃度のＬｉ２Ｓを溶
解する媒体として働く。したがって、この措置により、カソード液の単位体積当たりの高
いアンペア時容量をもたらす水性リチウム硫黄セルを実現させることができ、これら高容
量のセルは、反応生成物（例えば、Ｌｉ２Ｓ）が容易に溶解され、それゆえより容易に充
電時に酸化されるため、繰り返し深く放電されることができる。したがって、さまざまな
実施形態において、放電の終点において、硫黄のアンペア時容量の大部分は、固相放電生
成物（例えば、Ｌｉ２Ｓ）の形態でセル中に存在している。例えば、実施形態において、
放電の終点において、固相硫黄（例えば、Ｌｉ２Ｓ）としての硫黄のモル数を、カソード
液に溶解された硫黄（例えば、Ｌｉ２Ｓとして）のモル数と比較した比は、２よりも大き
く、３よりも大きく、５よりも大きく、又は１０よりも大きい。
【００６９】
　さらに、水におけるＬｉ２Ｓの高い溶解度と速い溶解速度の組み合わせは、完全に放電
された状態で組み立てられた水性リチウム硫黄セルを製造する現実的な方法も可能とし、
それは、炭素インターカレーション材料、合金（例えば、ケイ素の）、及び炭素ケイ素複
合材料といったこれらの組み合わせなど、リチウム金属からなるものとは異なる代替のア
ノード電気活性材料を利用する。例えば、本発明によるある方法は、ｉ）完全に放電され
た状態（すなわち、まったくインターカレートされていない）の炭素アノードを準備する
こと、ii）水と溶解された硫化リチウムを含む水性硫黄カソード液を準備すること、iii
）溶解された硫化リチウムの電気化学的な酸化のための電子移動媒体を含むカソードを準
備すること、iv）電池セルの中にアノード、カソード液、カソードを配置すること、ｖ）
電池セルを充電すること、を含んでいる。
【００７０】
　Ｌｉ２Ｓの速い溶解速度が繰り返される深い放電を可能とするのに対して、水中の多硫
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化物種の高溶解性と組み合わせた、溶液相酸化還元の容易な動電学を利用することにより
、追加の性能利点が得られてもよい。したがって、さまざまな実施形態において、セルは
、充電が満状態のときにカソード液が高濃度の溶解された活性硫黄種を含むように構成さ
れ、特定の実施形態において、セルは、充電の満状態におけるセル中の硫黄のアンペア時
容量が、単にカソード液中の溶解された種として存在するように構成されて動作される。
【００７１】
　理論によって限定される意図はないが、水中の硫化リチウムの溶解は、以下の平衡にし
たがって生じると考えられている加水分解を含んでいる。
【００７２】
　　　Ｓ２－　＋　ＨＯＨ　←→　ＨＳ－　＋　ＯＨ－

　したがって、高度に濃縮された、水に溶解されたＬｉ２Ｓからなる水性カソード液溶液
のｐＨは、通常は極めて高く、典型的にはｐＨ１０よりも大きく、より典型的にはｐＨ１
１よりも大きいかそれよりも高く、例えば、約ｐＨ１２、約ｐＨ１３、又は約ｐＨ１４で
ある。しかし、ｐＨは当業者に知られている塩基性の塩（例えば、ＬｉＯＨ）、酸性の塩
（例えば、ＨＣｌ）などのｐＨ調整剤、及び緩衝剤を用いて調整されてもよいので、本発
明はこのように高いｐＨの水性硫黄カソード液を有するセルに排他的に限定されるのでは
ない。したがって、さまざまな実施形態において、カソード液は、それを酸性（すなわち
、ｐＨ＜７）、塩基性（すなわち、ｐＨ＞７）、又は中性（ｐＨ約７）にならしめるｐＨ
を有して構成されてもよい。
【００７３】
　水性カソード液は、さらに放電の全体にわたって一貫した高い伝導性を維持するため、
及び／又は、安定性を改善するために、支持リチウム塩を含んでいてもよい。通常、支持
塩濃度は、０．０５から１．５モル／リットルの範囲（例えば、約０．２５モル／リット
ル）である。好適な支持塩の例には、さまざまなリチウムカチオン塩が含まれる。例えば
、ハロゲン化リチウム（例えば、ＬｉＣｌ、ＬｉＢｒ）、ＬｉＳＯ３ＣＦ３、ＬｉＮ（Ｃ
Ｆ３ＳＯ２）２、ＬｉＮ（ＳＯ２Ｃ２Ｆ５）２である。通常カソード液に、約０．０５か
ら１．５モル濃度のリチウム、例えば、０．１、０．２、０．３、０．４、０．５、０．
６、０．７、０．８、０．９、又は１．０モル濃度のリチウムの濃度で存在する。
【００７４】
　本発明による電気活性水性カソード液は、水とそこに溶解された活性硫黄種を含んでい
る。さまざまな実施形態において、活性硫黄種は、一つ以上の前駆物質材料を相互に及び
／又は水と反応させることによってカソード液中で形成される。ある実施形態において、
硫化リチウムからなる第一の前駆物質と、元素状態の硫黄からなる第二の前駆物質を、水
の存在下で化学量論的な量で反応させ、溶液中に活性硫黄種が得られる。好ましくは、望
ましくない酸化された不溶生成物（例えば、チオ硫酸塩）の生成を緩和するために、水は
酸素が除去されているべきであり（すなわち、水は、実質的に分子の酸素を欠いているべ
きであり）、それは、水の煮沸及び／又は窒素などの無酸素ガスを用いた水のパージング
など、この技術分野で知られている任意の適切な方法によって実施可能である。パージン
グステップは、酸素が望ましいレベルに達するまで継続される。例えば、カソード液中の
分子状酸素の濃度は、好ましくは１０００ｐｐｍより低く、より好ましくは５００ｐｐｍ
より低く、よりさらに好ましくは１００ｐｐｍより低く、或いは５０ｐｐｍ又はさらに１
０ｐｐｍより低い。
【００７５】
　さまざまな実施形態において、水性カソード液は、さらに一つ以上の非水性溶媒を含む
。さまざまな実施形態において、カソード液中の非水性溶媒の体積百分率は、約１％から
９０％程度までの範囲であり、例えば、１％と１０％の間、１０％と２０％の間、２０％
と３０％の間、３０％と４０％の間、４０％と５０％の間、５０％と６０％の間、６０％
と７０％の間、７０％と８０％の間、８０％と９０％の間の範囲である。
【００７６】
　性能を改善するためにここで用いられるのに適した溶媒には、非プロトン性及びプロト
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ン性の有機溶媒（固体及び液体、通常は液体又は固体の酸化ポリエチレン）とイオン液体
が含まれる。特に、いくつかの実施形態において、プロトン性有機溶媒が用いられてもよ
い。
【００７７】
　好適な非水性のプロトン性溶媒と非プロトン性溶媒の例としては、エーテル類（例えば
、２－メチルテトラヒドロフラン（２－ＭｅＴＨＦ）、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、
４－メチルジオキサン（４－ＭｅＤＩＯＸ）、テトラヒドロピラン（ＴＨＰ）、１，３－
ジオキサン（ＤＩＯＸ））、グリム類（例えば、１．２－ジメトキシエタン（ＤＭＥ／モ
ノ－グリム）、ジ－グリム、トリ－グリム、テトラ－グリム、高級グリム類）、炭酸塩類
（例えば、炭酸プロピレン（ＰＣ）、炭酸エチレン（ＥＣ）などの環式炭酸塩類、炭酸ジ
メチル（ＤＭＣ）、炭酸エチルメチル（ＥＭＣ）、炭酸ジエチル（ＤＥＣ）などの非環式
炭酸塩類）、ギ酸塩類（例えば、ギ酸メチル）及びブチロラクトン（ＧＢＬ）が挙げられ
る。その他の好適な非プロトン性溶媒としては、ヘキサメチルホスホルアミド、ピリジン
、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡＣ）、Ｎ，Ｎ－ジエチルホルムアミド、ジメチ
ルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、テトラメチル尿素（ＴＭＵ）、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトア
ミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、リン酸トリブチル、リン酸トリメチル
、Ｎ，Ｎ，Ｎ´，Ｎ´－テトラエチルスルファミド、テトラエチレンジアミン、テトラメ
チルプロピレンジアミン、及びペンタメチルジエチレントリアミンなど、高いドナー数を
有するもの（すなわち、ドナー溶媒）が挙げられる。好適なドナー溶媒は、少なくとも１
５、より好ましくは約１５と４０の間、最も好ましくは約１８－４０のドナー数を有して
いる。特に好適なドナー溶媒としては、Ｎ，Ｎ－ジエチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルホルムアミド（ＤＭＦ）、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセ
トアミド（ＤＭＡＣ）が挙げられ、例えば、ＤＭＦである。好適なアクセプター溶媒は、
ルイス酸類（それらはプロトン性溶媒であっても非プロトン性溶媒であってもよい）とし
て特徴づけられ、アニオンの溶媒和を促進する。例として、ニトロメタン、トリフルオロ
酢酸、トリフルオロメタンスルホン酸、二酸化硫黄及び三フッ化ホウ素、及びエチレング
リコール（ＥＧ）のみならず、メタノールなどのアルコール類、エチレングリコールなど
のグリコール類、及びポリエチレングリコールなどのポリグリコール類が挙げられる。そ
の他のものとしては、ニトリル類（例えば、アセトニトリル（ＡＮ）、高級ニトリル類、
プロピオニトリル、スクシニトリル、ブチロニトリル、ベンゾニトリル）、アミド類（例
えば、ホルムアミド、Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ
）、Ｎ，Ｎ－ジエチルホルムアミド、アセトアミド、Ｎ－メチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－
ジメチルアセトアミド（ＤＭＡＣ）、Ｎ，Ｎ－ジエチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ，Ｎ´，Ｎ
´－テトラエチルスルファミド、テトラメチル尿素（ＴＭＵ）、２－ピロリドン、Ｎ－メ
チルピロリドン、Ｎ－メチルピロリジノン）、アミン類（例えば、ブチルアミン、エチレ
ンジアミン、トリエチルアミン、ピリジン、１，１，３，３－テトラメチルグアニジン（
ＴＭＧ）、テトラエチレンジアミン、テトラメチルプロピレンジアミン、ペンタメチルジ
エチレントリアミン）、有機硫黄溶媒（例えば、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、ス
ルホラン、その他のスルホン類、亜硫酸ジメチル、亜硫酸エチレン）、及び有機亜リン溶
媒（例えば、リン酸トリブチル、リン酸トリメチル、ヘキサメチルホスホルアミド（ＨＭ
ＰＡ）が挙げられる。
【００７８】
　同一の又は別の実施形態において、非水性溶媒は、元素状態の硫黄を溶解させるために
添加されてもよい。その溶媒（例えば、トルエン又は二硫化炭素、好ましくはトルエン）
の添加は、元素状態の硫黄（溶解又は沈殿した）へ充電することを可能にするかも知れな
い。
【００７９】
　非プロトン性有機溶媒などの非水性溶媒、通常は液体だがそれに限定されない、の使用
は、高位の多硫化物の溶解を容易にするために有用であるかも知れないが、プロトン性溶
媒とイオン液体もまた、さらに硫化リチウムの溶解を促進し、又はより一般的にはセルの
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性能を改善するために、水性カソード液に加えられてもよい。
【００８０】
　例えば、特定の実施形態において、水性カソード液は、水と、非水性であるプロトン性
溶媒、特に大量のＬｉ２Ｓを溶解可能なプロトン性有機溶媒を含む。特に好適な非水性プ
ロトン性溶媒は、アルコール類、ジオール類、トリオール類、ポリオール類などであり、
特にアルコール類（例えば、メタノールとエタノール）とジオール類（例えば、エチレン
グリコール）である。非水性プロトン性溶媒の添加は、非水性プロトン性溶媒の添加は、
水が凍る温度よりも低い温度で動作され、さらに硫化リチウムの高い溶解度が要求される
可能性のあるセルにおいて特に有用である。したがって、さまざま実施形態において、カ
ソード液は、望ましい凝固点温度（すなわち、融点）を達成するために、ある量の非水性
プロトン性溶媒を用いて配合され、それには、０℃より低い、－５℃より低い、－１０℃
より低い、－２０℃より低い、－３０℃より低い、－４０℃より低い融点の配合が含まれ
る。さらに、非水性プロトン性溶媒がカソード液中に高濃度で存在してもよいことがここ
で考慮され、それには、１０％－２０％、２０％－３０％、３０％－４０％、４０％－５
０％、５０％－６０％、６０％－７０％、７０％－８０％、８０％－９０％が含まれる（
例えば、任意のこの体積百分率の、メタノール、エタノール、又はエチレングリコール、
或いはそれらの組み合わせ）。
【００８１】
　水性電解液と、カソード電子移動媒体、例えば炭素又は金属のメッシュ、発泡体又はほ
かの高表面積の、典型的には多孔質の構造体などの電子的に伝導性のマトリックスの間の
接触は、電解液の添加物及び／又は共溶媒によって高められてもよい。このような改善さ
れた接触は、セルの利用度と速度性能を高める。この点における電解液／カソード液の組
成は、カソード液を伝導性のマトリックスに湿すために、ポリオール又はポリグリコール
、例えばＰＥＧなどの界面活性剤を含むことができる。また、或いは、その代わりに、マ
トリックスは、湿潤を高めるために電解液との接触前に表面処理されることができ、例え
ば、メタノール又はエチレングリコールなどの湿潤剤に浸され、その後、湿潤剤を多硫化
物の水性カソード液溶液に置換する。この点においてさらに、カソード液は、カソード活
性材料として、溶解された有機硫黄を含んでいてもよい。有機硫黄化合物（１種又は複数
種）は、カソード電子移動マトリックスに自己湿潤することができる。
【００８２】
　＜リチウムアノード＞
　通常、固体電解質膜が水性カソード液との接触に対する電気活性材料の隔離をする、以
下で説明されるような保護されたリチウム電極を用いる場合、カソード液は、別な方法で
セルの機能性を妨げる特定の外来のイオンを欠いており、それには伝導性の微小に形成さ
れたチャネル内への拡散により膜を汚染することが含まれる。したがって、本発明のさま
ざまな実施形態において、水性カソード液は、実質的にリチウム以外のアルカリ金属カチ
オンを欠いており、より好ましくは実質的にリチウム以外のすべての金属カチオンを欠い
ている。例えばカソード液は、ナトリウムとカリウムのイオンを欠いており、それは電解
液中に実質的にナトリウム又はカリウムのイオンが存在しないことを示すものである。
【００８３】
　セルはＬｉアノードを備えている。アノードのリチウム電気活性材料は、通常、層状の
形態であって、Ｌｉ金属又はＬｉ金属合金（例えば、ケイ素の）又はＬｉインターカレー
ション材料（例えば、リチオ化炭素）或いは特定の実施形態においてケイ素炭素複合材で
あってもよい。ある実施例において、Ｌｉ金属箔が用いられてもよい。別の実施例におい
て、電池の分野ではよく知られているリチウムイオンアノードが電気活性リチウム材料層
として用いられる（例えば、銅の集電体上にコートされた炭素インターカレーション材料
）。インターカレーションホスト化合物とリチウム合金とリチウム金属などの電気活性リ
チウム材料は、リチウム電池の分野ではよく知られている。特定の実施形態において、ア
ノードはリチウム金属（例えば、箔又は焼結された形態）であり、セルがセルの定格放電
容量を達成することを可能とするために十分な厚さ（すなわち、容量）を有している。ア
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ノードは、未処理の又は焼結された成形体（ウェーハやペレットなど）、シート、フィル
ム、又は箔などの任意の適切な形態又は構成をとることができ、アノードは、多孔質であ
っても密であってもよい。限定されるものではないが、リチウムアノードは、それとセル
のリード線の間の電子の通過を向上させるために、それにプレスされ又は別な方法で取り
付けられた集電体（例えば、銅箔、又は適切な拡張可能な金属）を有していてもよい。限
定されるものではないが、セルは、制限されたアノード又はカソードであってもよい。制
限されたアノードの場合、完全な放電（定格容量に対応する）は、アノード中のすべての
リチウムを実質的に使い果たすことになる。制限されたカソードの場合、セルがその定格
容量を供給した後に、いくらかの活性リチウムが残存することになる。
【００８４】
　アノードは、アノードと、硫黄カソードに隣接した環境の両方に対して化学的に安定な
保護用の膜構造で保護される。保護膜構造は、通常、固体電解質保護膜と中間層を備える
。固体電解質保護膜は、この明細書でイオン膜とも呼ぶ。保護膜の構造は、Ｌｉアノード
とイオン的に連続しており、アノードの外側の環境に対して不浸透性のバリアを与えると
同時にＬｉイオンを選択的に輸送するように構成されている。本発明における使用に適し
た保護膜構造は、出願人の米国特許第７，６４５，５４３号、第７，６６６，２３３号、
第８，０４８，５７１号、第７，２８２，２９５号で説明されており、それらは全体とし
て、特に、保護膜構造体と構造のそれらの説明について、言及されることにより本願明細
書に援用される。
【００８５】
　図５Ａ－Ｄは、本発明における使用に適したこれらの開示から、代表的な保護膜構造を
示すものである。保護膜構造は、アノードの内外への効率的なＬｉ金属イオンの輸送を可
能とすると同時に、Ｌｉアノードを周囲及び／又はセルのカソード側から隔離するための
バリアを与える。その構造はいくつかの形態をとることができる。一般的にそれは、実質
的に不浸透性であり、イオン伝導性であり、外側の環境（例えば、空気又は水）又はカソ
ード環境と化学的に適合する、固体電解質層を備える。
【００８６】
　図５Ａを参照すると、保護膜構造は、イオン輸送を与え、活性金属アノード501と外側
の環境の両方に化学的に適合する、モノリシックの固体電解質502であってもよい。その
ような材料の例は、Ｌｉ１＋ｘＭｘＨｆ２－ｘ（ＰＯ４）３、ここでＭはＣｒ、Ｉｎ、Ｆ
ｅ、Ｔａ、Ｓｃ、Ｌｕ、Ａｌ、又はＹ（例えば、ここで０≦ｘ≦０．５、及びＬｉＨｆＰ
Ｏ４）などのリン酸リチウムハフニウム（例えば、ＮＡＳＩＣＯＮ型構造を有する）、Ｌ
ＩＳＩＣＯＮ（ＮＡＳＩＯＮのリチウム安定類似体）、Ｌｉ５Ｌａ３Ｔａ２Ｏ１２及びＬ
ｉ５Ｌａ３Ｎｂ２Ｏ１２、Ｎａ５ＭＳｉ４Ｏ１２（Ｍ：Ｎｄ、Ｄｙ、Ｇｄなどの希土類）
及び以下で説明されるガーネット型構造体である。これらには、Ｌｉ５＋ｘＡｙＧｚＭ２

Ｏ１２（ここでＡは一価、二価、三価、又は四価のカチオン、Ｇは一価、二価、三価、又
は四価のカチオンであり、ここでＭは三価、四価、又は五価カチオンであり、０≦ｘ≦３
、０≦ｙ≦３、０≦ｚ≦３、及びＯは部分的又は完全に二価及び／又はＮ３－などの三価
のアニオンによって置換されてもよい）が含まれる。特定の例としては、Ｌｉ６ＡＬａ２

Ｂ２Ｏ１２、ここでＢはＮｂ又はＴａ又はこれらの多少の組み合わせ、ＡはＣａ、Ｓｒ、
Ｂａ又はこれらの組み合わせ、特にＬｉ６ＢａＬａ２Ｔａ２Ｏ１２、Ｌｉ５Ｌａ３Ｍ２Ｏ

１２（ここでＭ＝Ｎｂ、Ｔａ又はこれらの多少の組み合わせ）、例えば、Ｌｉ５Ｌａ３Ｔ
ａ２Ｏ１２又はＬｉ５Ｌａ３Ｎｂ２Ｏ１２、或いはＬｉ７＋ｘＡｘＧ３－ｘＺｒ２Ｏ１２

、ここでＡは二価のカチオン、Ｇは三価のカチオンであり、０≦ｘ≦３及びＯは部分的又
は完全に二価及び／又はＮ３－などの三価のアニオンによって置換されてもよい（例えば
、Ｌｉ７Ｌａ３Ｚｒ２Ｏ１２などのＬｉ７＋ｘＡｘＬａ３－ｘＺｒ２Ｏ１２、又は例えば
、ここでＡはＬｉ７＋ｘＺｎｘＬａ３－ｘＺｒ２Ｏ１２及びその同類のものなどのＺｎ、
及びＬｉ７＋ｘＡｘＬａ３－ｘＨｆ２Ｏ１２（例えば、ここでＡはＺｎ又はＬｉ７Ｌａ３

Ｚｒ２Ｏ１２））が挙げられる。これらの材料及びこれらの製造方法は、米国特許第７，
９０１，６５８号のウェプナー（Weppner）とサンガジュライ（Thangadurai）、及び米国
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特許公開第２０１０／０２０３３８３号のウェプナーにおいて説明されており、特に、こ
れらの材料の組成と製造に関するそれらの開示について、言及されることにより本願明細
書に援用される。Ｌｉ５＋ｘＬａ３（Ｚｒｘ，Ａ２－ｘ）Ｏ１２も同様であり、ここでＡ
はＳｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｈｆ、Ｔａ、Ａｌ、Ｓｉ、Ｇａ、Ｇｅ、及びＳｎからなるグル
ープから選ばれる少なくとも一つであり、例えばＬｉ５＋ｘＬａ３（Ｚｒｘ，Ｎｂ２－ｘ

）Ｏ１２、ここでｘ＝０－２であり、及びＳｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｙ、Ｈｆ、Ｔａなど、Ｚｒの
代わりに置換された元素が含まれる（例えば、Ｌｉ６．７５Ｌａ３Ｚｒ１．７５Ｎｂ０．

２５Ｏ１２、このガーネット型リチウムイオン伝導体は米国特許公開第２０１１／０２４
４３３７号のオータ（Ohta）らにおいて説明されており、それは言及されることにより本
願明細書に援用される。
【００８７】
　より一般的には、イオン膜構造は、異なった化学的な適合性条件を有する異なった材料
からなる少なくとも２つの構成材から構成された複合材であり、一方の構成材はアノード
と化学的に適合し、他方の構成材は外側、通常は空気又は水、及び／又は電池の電解液／
カソード液、と化学的に適合している。「化学的な適合性」（又は「化学的に適合する」
）は、言及された材料が、一つ以上のその他の言及された電池セル構成材、又は製造、取
扱い、保管又は外部環境の条件と接触したときに、電池セル動作に有害な生成物を生成す
る反応をしないことを意味する。異なったイオン伝導体の性質は、高い全体的なイオン伝
導性と、アノード、カソード及び電池製造時に遭遇する外部環境に対する化学安定性、と
いう望ましい性質を有する複合材材料に一体化されている。複合材は、複合材が組み込ま
れた電池セルの製造を容易にし及び／又は性能を高めるための高レベルのイオン伝導性を
与えると同時に、活性金属アノードを、その他の電池構成材との有害な反応又は外部環境
から保護することができる。
【００８８】
　図５Ｂを参照すると、保護膜構造は、別個の層から構成された複合固体電解質510であ
ってもよく、それによって第一の材料層512（本明細書中で「中間層」とも呼ぶ）は活性
金属アノード501に対して安定であり、第二の材料層514は外部環境に対して安定である。
或いは、図５Ｃを参照すると、保護膜構造は、同じ材料から構成されるものの、別個の層
ではなく材料間において段階的に移行する複合固体電解質520であってもよい。
【００８９】
　一般に、固相複合保護膜構造（図５Ｂと５Ｃを参照して説明された）は、第一及び第二
の材料層を有する。複合材の第一の材料層（又は第一の層材料）は、イオン伝導性であっ
て、活性金属電極材料と化学的に適合する。本発明のこの特徴における化学的な適合は、
化学的に安定である材料と、それゆえ活性金属電極材料と接触したときに実質的に非反応
性の材料の両方に当てはまる。それはまた、空気に化学的に安定であって保管と取扱いを
容易にする材料であって、活性金属電極材料と接触したときに反応性を有し、活性金属電
極材料に対して化学的に安定であって望ましいイオン伝導性を有する生成物を原位置で生
成する材料にも当てはまる（すなわち、第一の層材料）。このような反応性の材料は、「
前駆物質」材料とも呼ばれる。複合材の第二の層材料は、実質的に不浸透性、イオン伝導
性であって、第一の層材料と化学的に適合する。追加の層は、これらの目的を達成するこ
とができ、さもなければ電極の安定性又は性能を向上させることができる。多層保護構造
の総イオン伝導性が少なくとも１０－７Ｓ／ｃｍ及び１０－３Ｓ／ｃｍほど又はそれより
も高くなるように、複合材のすべての層は、少なくとも１０－７Ｓ／ｃｍ、通常は少なく
とも１０－６Ｓ／ｃｍ、例えば少なくとも１０－５Ｓ／ｃｍから１０－４Ｓ／ｃｍまで、
そして１０－３Ｓ／ｃｍほど又はそれよりも高い、高いイオン伝導性を有する。
【００９０】
　第四の好適な保護膜構造は、図５Ｄに示されている。この構造は、固体電解質534と活
性金属アノード501の間の中間層532から構成された複合材530であり、中間層は、非水性
液体、ゲル、又は固体ポリマー電解質ポリマー相アノード液を含んでいる。したがって、
その構造は、非水性アノード液（すなわち、アノード電気活性物質と接触する電解液）を
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有する活性金属イオン伝導セパレータ層を含んでおり、そのセパレータ層は活性金属と化
学的に適合してアノードと接触し、固体電解質層は、実質的に不浸透性（ピンホールや割
れがない）のイオン伝導性の層であって、セパレータ層と水性環境に化学的に適合してセ
パレータ層と接触している。この構造の固体電解質層（図５Ｄ）は、通常、複合材固相構
造（図５ＢとＣ）の第二の材料層の特性を共有する。したがって、すべての３つのこれら
の構造の固体電解質層は、以下において第二の材料層又は第二の層と呼ばれる。
【００９１】
　広く多様な材料を、上述の原理と合致させて、本発明による保護複合材の製造に用いる
ことができる。例えば、図５Ｂと５Ｃの固相の実施形態において、第一の層（材料成分）
は、活性金属と接触しており、全体的又は部分的に、活性金属窒化物、活性金属リン化物
、活性金属ハロゲン化物、活性金属硫化物、活性金属リン硫化物、又は活性金属リンのオ
キシナイトライド系ガラスのほか、モノリシック膜構造を言及して上で説明したリン酸リ
チウムハフニウムやガーネット型構造体（例えば、Ｌｉ６ＢａＬａ２Ｔａ２Ｏ１２やその
他上述の、Ｌｉ７＋ｘＡｘＬａ３－ｘＺｒ２Ｏ１２やＬｉ５＋ｘＡｙＧｚＭ２Ｏ１２）か
ら構成されてもよい。特定の例としては、Ｌｉ３Ｎ、Ｌｉ３Ｐ、ＬｉＩ、ＬｉＢｒ、Ｌｉ
Ｃｌ、ＬｉＦ、Ｌｉ２Ｓ－Ｐ２Ｓ５、Ｌｉ２Ｓ－Ｐ２Ｓ５－ＬｉＩ及びＬｉＰＯＮが挙げ
られる。活性金属電極材料（例えば、リチウム）がこれらの材料に適用されてもよく、或
いは、それらは金属窒化物、金属リン化物、金属ハロゲン化物、赤リン、ヨウ素、窒素、
又はリンを含有する有機物やポリマー、及びリチウムを含むその類似物などの前駆物質を
含むことによって原位置で反応生成物として形成されてもよい。特に好適な前駆物質材料
は、窒化銅（例えば、Ｃｕ３Ｎ）である。第一の層の原位置での形成は、前駆物質のその
リチウム化類似物への不完全な変換の結果として生じてもよい。それにもかかわらず、不
完全な変換によって形成された複合反応生成物は、本発明による保護複合材の第一の層材
料の条件を満たし、それゆえ本発明の範囲内にある。
【００９２】
　アノード液中間層複合材保護構造の実施形態（図５Ｄ）に関し、保護膜構造は、アノー
ドの活性金属と化学的に適合し、アノードと接触する、活性金属イオン伝導セパレータ層
を有しており、そのセパレータ層は、非水性アノード液を備えており、実質的に不浸透性
であって、イオン伝導性を有する層（「第二の」層）は、セパレータ層と接触し、セパレ
ータ層及びアノードの外側と化学的に適合している。セパレータ層は、有機アノード液が
含浸された半透膜から構成可能である。例えば、半透膜は、セルガード社（Celgard, Inc
）から入手可能であるような、微小孔性のポリマーであってもよい。有機アノード液は、
液相であってもゲル相であってもよい。例えば、アノード液は、ＥＣ、ＰＣ、ＤＥＣ、Ｄ
ＭＣ、ＥＭＣ、１，２－ＤＭＥ又はより高級のグリム類、ＴＨＦ、２ＭｅＴＨＦ、スルホ
ラン、及びこれらの組み合わせといった、有機炭酸塩類、エーテル類、ラクトン類、スル
ホン類、その他、及びこれらの組み合わせからなるグループから選択される溶媒を含んで
いてもよい。特にしかし必然的にではなく構造体を組み入れたセルの安全性を高めるため
に用いられる場合には、１，３－ジオキサンもまた、アノード液溶媒として使用されても
よい。アノード液がゲル相の場合、フッ化ポリビニリデン（ＰＶｄＦ）化合物、ヘキサフ
ルオロプロピレン－フッ化ビニリデン共重合体（ＰＶｄＦ－ＨＦＰ）、ポリアクリロニト
リル化合物、架橋ポリエーテル化合物、酸化ポリアルキレン化合物、酸化ポリエチレン化
合物、及び組み合わせやそれに類似のものなどのゲル化剤が、溶媒をゲル化させるために
添加されてもよい。好適なアノード液には、言うまでもなく、リチウムの場合には例えば
ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＳＯ３ＣＦ３又はＬｉＮ（ＳＯ２Ｃ２Ｆ５

）２などの活性金属塩も含まれる。好適なセパレータ層の一例は、炭酸プロピレンに溶解
されセルガード（Celgard）微小孔性ポリマー膜に含浸された１Ｍ　ＬｉＰＦ６である。
【００９３】
　保護複合材の第二の層（材料成分）は、実質的に不浸透性であって、イオン伝導性を有
し、第一の材料又は前駆物質と化学的に適合する材料から構成されてもよく、その材料に
は、リン系ガラス、酸化物系ガラス、リン－オキシナイトライド系ガラス、硫黄系ガラス
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、酸化物／硫化物系ガラス、セレン化物系ガラス、ガリウム系ガラス、ゲルマニウム系ガ
ラス、ナシガラス（Nasiglass）などのガラス質又は非晶質の金属イオン伝導体、リチウ
ムベータアルミナ、ナトリウムベータアルミナ、Ｌｉ超イオン伝導体（ＬＩＳＩＣＯＮ）
、及びそれに類似のものなどのセラミック活性金属イオン伝導体、或いは、ガラス－セラ
ミック活性金属イオン伝導体が含まれる。特定の例としては、任意的に焼結又は融解され
た、ＬｉＰＯＮ、Ｌｉ３ＰＯ４・Ｌｉ２Ｓ・ＳｉＳ２、Ｌｉ２Ｓ・ＧｅＳ２・Ｇａ２Ｓ３

、Ｌｉ２Ｏ・１１Ａｌ２Ｏ３、Ｎａ２Ｏ・１１Ａｌ２Ｏ３、Ｌｉ１＋ｘＴｉ２－ｘＡｌｘ

（ＰＯ４）３（０．１≦ｘ≦０．９）及び結晶学的に関連した構造、Ｌｉ１＋ｘＨｆ２－

ｘＡｌｘ（ＰＯ４）３（０．１≦ｘ≦０．９）、Ｌｉ３Ｚｒ２Ｓｉ２ＰＯ１２、Ｎａ５Ｚ
ｒＰ３Ｏ１２、Ｌｉケイ酸塩、Ｌｉ０．３Ｌａ０．５ＴｉＯ３、Ｌｉ５ＭＳｉ４Ｏ１２（
Ｍ：Ｎｄ、Ｇｄ、Ｄｙなどの希土類）、Ｌｉ５ＺｒＰ３Ｏ１２、Ｌｉ５ＴｉＰ３Ｏ１２、
Ｌｉ３Ｆｅ２Ｐ３Ｏ１２及びＬｉ４ＮｂＰ３Ｏ１２、及びそれらの組み合わせが挙げられ
る。好適なセラミックイオン活性金属イオン伝導体は、例えば、米国特許第４，９８５，
３１７号のアダチ（Adachi）らにおいて説明されており、本願明細書で言及されることに
より全体としてすべての目的のために援用される。
【００９４】
　特に好適な保護複合材の第二の層のガラス－セラミック材料は、以下の組成を有するリ
チウムイオン伝導性ガラス－セラミックであり、Ｌｉ１＋ｘ（Ｍ，Ａｌ，Ｇａ）ｘ（Ｇｅ

１－ｙＴｉｙ）２－ｘ（ＰＯ４）３ここでｘ≦０．８、０≦ｙ≦１．０、ＭはＮｄ、Ｓｍ
、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂからなるグループから選ばれる、及
び／又は、Ｌｉ１＋ｘ＋ｙＱｘＴｉ２－ｘＳｉｙＰ３－ｙＯ１２ここで０＜ｘ≦０．４、
０＜ｙ≦０．６、ＱはＡｌ又はＧａ、からなる主要な結晶質相を含んでいる。ガラス－セ
ラミック材料は、原材料を融解して融解物とし、融解物を成型してガラスとし、ガラスを
熱処理することによって得られる。この材料は、日本のオハラ社（OHARA Corporation）
から入手可能であり、さらに米国特許第５，７０２，９９５号、第６，０３０，９０９号
、第６，３１５，８８１号、第６，４８５，６２２号において説明されており、言及され
ることにより本願明細書に援用される。
【００９５】

【表１】

【００９６】
　別の特に好適な保護複合材の第二の層の材料は、ガーネット様構造を有するリチウムイ
オン伝導性酸化物である。これらには、モノリシックな膜構造体に関連して上で説明した
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ものが含まれるとともに、Ｌｉ６ＢａＬａ２Ｔａ２Ｏ１２、Ｌｉ７Ｌａ３Ｚｒ２Ｏ１２、
Ｌｉ５Ｌａ３Ｎｂ２Ｏ１２、Ｌｉ５Ｌａ３Ｍ２Ｏ１２（Ｍ＝Ｎｂ、Ｔａ）、Ｌｉ７＋ｘＡ

ｘＬａ３－ｘＺｒ２Ｏ１２ここでＡはＺｎであってもよい、が含まれる。これらの材料と
これらの製造方法は、米国特許公開第２００７／０１４８５３３号（出願第１０／５９１
，７１４号）で説明されており、全体として言及されることにより本願明細書に援用され
、好適なガーネット様構造はまた、国際特許出願公開第ＷＯ／２００９／００３６９５号
でも説明され、それに含まれるすべてについて、特にガーネット様構造の説明について、
言及されることにより本願明細書に援用される。
【００９７】
　複合材は、本質的に高いイオン伝導性を有しなければならない。一般的に、複合材のイ
オン伝導性は、少なくとも１０-７Ｓ／ｃｍであり、通常は少なくとも１０－６Ｓ／ｃｍ
から１０－５Ｓ／ｃｍまでであり、１０－４から１０－３Ｓ／ｃｍまでほど高いかそれよ
りも高い。第一の前駆物質材料層の厚さは、第二の材料層と隣接した材料又は層、特にア
ノードの活性金属の間の接触を防止するのに十分でなければならない。例えば、固相膜の
第一の材料層は、約０．１から５ミクロン、０．２から１ミクロン、又は約０．２５ミク
ロンの厚さを有していてもよい。第四の実施形態のアノード液中間層の好適な厚さは、５
ミクロンから５０ミクロンまでの範囲であり、例えば、セルガード（Celgard）の通常の
厚さは２５ミクロンである。
【００９８】
　第二の材料層の厚さは、好ましくは約０．１から１０００ミクロンであり、又は、第二
の材料層のイオン伝導性が約１０－７Ｓ／ｃｍのとき約０．２５から１ミクロンであり、
又は、第二の材料層のイオン伝導性が約１０－４と約１０－３Ｓ／ｃｍの間のとき約１０
から１０００ミクロン、好ましくは１と５００ミクロンの間、より好ましくは１０と１０
０ミクロンの間、例えば約２０ミクロンである。
【００９９】
　上や他の箇所で説明された保護されたアノードを密封するために特に好適な密封材と密
封材の製造方法は、弾性及び剛性の密封材を含み、米国特許公開第２００７／００３７０
５８号と米国特許公開第２００７／００５１６２０号のビスコ（Visco）らにおいて十分
に説明されており、それらの全体において、特にそれらのセルの密封材と密封技術の説明
について、言及されることにより本願明細書に援用される。
【０１００】
　＜任意のセパレータ＞
　図１を参照すると、任意のセパレータ構成材130は、膜構造と硫黄カソードの間に挿入
されてもよい。ここでの使用に適したさまざまなセパレータ材料は、電池の分野で知られ
ている。これらのセパレータとしては、多孔性の無機マット、微小孔性のポリマーシート
、及びゲルが挙げられる。特定の実施形態において、セパレータは、水をポリマーに含浸
させてなるヒドロゲルである。いくつかの実施形態において、ポリマーそれ自体が、ＰＥ
Ｏ及びポリアルコール類（例えば、ポリビニルアルコール）のような、活性硫黄種の溶解
用の固体溶媒としての役割を果たしてもよい。
【０１０１】
　さまざまな実施形態において、この電池セルは、カソード容量の全体が、溶解された多
硫化物種として組み立て中にセル中に積載されるように組み立てられる（例えば、Ｌｉ２

Ｓｘの活性化学量論比のｘは＞１、例えば、約Ｌｉ２Ｓ２、約Ｌｉ２Ｓ３、約Ｌｉ２Ｓ４

、及び約Ｌｉ２Ｓ５）。特定の実施形態において、さらにセル容量を増すために固相硫黄
が加えられる（すなわち、カソード活性種は溶解された多硫化物種と固体の元素状態の硫
黄の組み合わせに由来する）。いくつかの実施形態において、カソード活性種の全体は、
固体の元素状態の硫黄としてカソード中に積載される。一方、その他の実施形態において
、ここで説明されたように、カソード液は水に溶解されたＬｉ２Ｓから構成されて完全に
還元された状態にあり、いくつかの実施形態において、その固相Ｌｉ２Ｓはカソード液中
に分散していてもカソードやセパレータの孔内に固体粒子として存在してもよい。
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【０１０２】
　本発明のさまざまな実施形態によれば、かなりの量のカソードのアンペア時容量は、活
性水性硫黄カソード液に由来し、その量は、通常１０％よりも大きく、例えば、２０％よ
りも大きく、３０％よりも大きく、４０％よりも大きく、５０％よりも大きく、６０％よ
りも大きく、７０％よりも大きく、８０％よりも大きく、９０％よりも大きく、特定の実
施形態においては１００％である。
【０１０３】
　＜放電状態で組み立てられた水性リチウム硫黄セル＞
　水中における硫化リチウムの速い溶解速度と高い溶解度は、実用的なリチウム硫黄セル
が代替のアノード（例えば、リチウム金属以外のアノード）を利用することを許容し、そ
のアノードは組み立て中にセルに組み込まれる際に活性リチウムを全く欠いているかほと
んど欠いており、電気化学的充電を経てセルが最初に動作されるまでその状態が維持され
る。この手段によって、放電された状態で組み立てられて並外れた可逆性のアノードを有
する水性リチウム硫黄セルは、長サイクル寿命、低コスト、及び／又は、製造時の改善さ
れた空気安定性の電池セルをここに提供することを可能にする。この実施形態に従って引
き続き図１を参照すると、そのさまざまな実施形態において、このセルは、上述のものと
構造が同様であって、最初のセル動作前に活性リチウムを欠いたリチウム電気活性層を有
する、保護されたリチウムアノードを含んでいる（すなわち、活性リチウムを欠いた電気
活性層を持つアノードを有して組み立てられたセル）。好適なこの電気活性層には、リチ
ウムイオン電池の分野では既知の集電体上にコーティングされたものが含まれる。アノー
ド層は、アノード電気活性材料から成り、その材料には一般にインターカレーション材料
、インサーション材料、合金化材料、金属間化合物材料などと呼ばれるものが含まれ、そ
れは完全に放電された状態において（すなわち、完全に又はほとんど低減された酸化状態
において）、製造中にセル内へ組み込まれる際に、活性リチウムを完全に欠き、又はほと
んど欠いている。特に好適なこの材料には、好ましくはリチウム電位が約１Ｖ以内のポテ
ンシャルを有する、電気化学的にリチウムをインターカレート可能な炭素、酸化モリブデ
ン、酸化タングステン、酸化チタン、（例えば、酸化インジウムスズ）、組成ＬｉｘＴｉ
Ｏ２、Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２の酸化リチウムチタンなどの遷移金属の酸化物を含む金属酸化
物化合物などの、金属化合物インターカレーション材料、金属と半金属（例えば、アルミ
ニウム、銀、インジウム、スズ、ビスマス、鉛、シリコン、ゲルマニウム、アンチモン、
それらの組み合わせ、二元及び三元金属、及び／又は半金属合金など）、金属合金（例え
ば、Ｃｕ２Ｓｂ、ＣｏＳｂ、ＭｎＳｂ、ＩｎＳｂなどのアンチモン合金）、及び半金属（
例えば、シリコン）など、リチウムと電気化学的に合金化可能であって電気還元されてい
る材料、半金属合金、及び炭素インターカレーション金属又は半金属材料複合体（例えば
、Ｃ－Ｓｉ、Ｃ－Ｓｎ、Ｓｎ－Ｍ－Ｃ、Ｓｂ－Ｍ－Ｃ、Ｓｉ－Ｍ－Ｃ、ここでＭはＴｉ、
Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏなどの金属であって、特にＳｎ-Ｃｏ-ＣとＳｂ-ＣｕＣであ
って、Ｃｕ２Ｓｂ－Ｃ、Ｓｉ-Ｃｏ-Ｃなど）などの金属（例えば、シリコン合金の複合体
）を含む複合体などの複合体を含む金属合金、金属間化合物とそれらの組み合わせ、及び
Ｃ及び／又はＳｉＯｘと結合してこのような複合体合金を形成する合金化金属又は半金属
など、が含まれる。
【０１０４】
　本発明のこの特徴によれば、セルは、放電された状態で組み立てられ、通常は例えば、
溶解されたＬｉ２Ｓを有する水性カソード液を用いて完全に放電された状態で組み立てら
れる。好適な実施形態において、セルの正味の容量を増大させるために、固相のＬｉ２Ｓ
がセルのカソード側に、アノード電気活性材料と接触せずカソード液と接触して、通常は
Ｌｉ２Ｓの少なくとも一部分がカソード液と接触して組み込まれてもよいが、本発明はそ
れに限定されることを意味しておらず、ここではＬｉ２Ｓがアノード保護膜構造とカソー
ドの間に配置されたセパレータ構成材に積載されてもよく、又は、電子移動媒体から外れ
たセルの領域内に配置され、Ｌｉ２Ｓがカソードのすぐ近くの隔離された領域にあるが必
ずしも電子移動媒体と接触していなく（例えば、電子移動媒体と接触していなく）てもよ
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いことが意図される。動作時に、このセルは使用者又はセル製造者によって最初の充電ス
テップが行われえる。充電中、リチウムはアノード中へ（例えば、電気活性炭素中へ）イ
ンターカレートし、活性硫黄は電子移動媒体において電気酸化される。
【０１０５】
　さらに別の実施形態において、保護されたアノードに電気活性層を積載するよりむしろ
、リチウム金属は、保護膜構造に隣接して配置された集電体上にめっきされる（例えば、
銅箔集電体）。この手段によって、金属リチウムの全体は、電解液中の還元された多硫化
リチウム種に由来し、電気還元されてアノード内でリチウムを形成する。この手段によっ
て、セルは、保護されたアノードが活性リチウムを欠いているだけでなく、最初の充電動
作前に電気活性材料を完全に欠いている状態で組み立てられる。この実施形態は、リチウ
ム金属の全体が電気化学的にセルを充電する結果として生成するためリチウム金属を箔又
は集電体基材上にコートされた形態で供給する必要もなく、効果的に水性リチウム金属硫
黄電池を製造するための高度に費用効果的な技術を提供するので特に有利である。いくつ
かの実施形態において、集電体の表面上に薄い湿潤層（例えば、アルミニウム層）、又は
集電体上に予め堆積された薄いリチウムの層（例えば、２０ミクロンよりも薄い層）を、
セル組み立て前に有することが望ましく、薄いリチウムの層は、電気化学的なリチウムの
堆積を促進させるための表面を与える役目を果たす。
【０１０６】
　＜フローセルとフローセルシステム＞
　図６を参照すると、本発明の水性リチウム硫黄フローセル電池システム600の代表的な
実施形態が図示されている。システムは反応器660セルを含んでおり、その中にはリチウ
ムアノード120と硫黄カソード110が配置されており、一実施形態において、それらは空間
的に離れた位置関係に配置され、それとともに、水性硫黄カソード液が動作中に流れる電
極間領域650を規定する。さまざまな実施形態において、リチウムアノードは、上述の保
護されたリチウムアノードであって、硫黄カソードは上述と同様である。少しだけ変形し
た実施形態において、多孔質の三次元体の硫黄カソードは、保護されたアノード固体電解
質膜構造の第一の表面と直接接触して配置され（すなわち、空間的に離れた位置関係では
ない）、水性カソード液はカソード構造の孔内へ流れる。
【０１０７】
　引き続き図６を参照すると、システムは、さらに外部貯留システムを備えており、それ
は水性硫黄カソード液を電極間領域又は流路に流すための貯蔵タンク620の形態をとって
もよい。貯留システムはまた、タンクと反応器を流動的に結合するための配管610を含ん
でもよく、流路に電解液を循環させるためのポンプ603を含んでもよい。配管は、反応器
セルを貯蔵タンクに対して閉塞又は解放するためのバルブ（図示せず）を有してもよい。
ポンプは、流路に電解液を循環させるために動作されてもよく、バルブは反応器のカソー
ド液の流れを制御するために用いられてもよい。
【０１０８】
　水性カソード液は、電気活性硫黄種を与え、それは充放電の間に硫黄電極で電気化学的
に反応する。動作中、貯蔵タンクからの水性カソード液は、硫黄カソードによって流れ、
及び／又は、硫黄カソードを通って流れ、溶解された多硫化物種は、システムが電気を供
給するとき電気還元され（放電中）、充電時に電気を蓄えているときに電気酸化される。
【０１０９】
　カソードのアンペア時容量が貯蔵タンク中の水性カソード液によって供給されるので、
硫黄カソードは通常、元素状態の硫黄を欠いた反応器セル中に組み立てられる。例えば、
硫黄カソードは、多硫化物の酸化還元を促進する一方水素の発生を抑制するための触媒を
任意の方法でコーティングした、炭素マトリックスであってもよい。さらに、システム組
み立て中に、アノードのリチウム電気活性材料は完全に充電された状態で（例えば、リチ
ウム金属箔の形態で）組み込まれてもよい一方で、好適な実施形態においては、それは完
全に放電された（すなわち、活性リチウムを欠いた）状態で組み込まれたインターカレー
ション材料又は合金材料である。可逆的にリチウムをインターカレート可能な、グラファ
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イト状又は合成の炭素などの炭素材料は、このフローセルシステムで用いられる特に好適
なリチウム電気活性材料である。ほかには、上述のリチウム合金化材料、例えばリチウム
を電気化学的に可逆的に吸収／脱離することが可能なケイ素とスズや、複合炭素ケイ素材
料も挙げられる。
【０１１０】
　貯蔵タンクに保持されて、水性カソード液は効果的にカソード燃料を硫黄カソードの電
気化学的反応に供給し、図１で図示された電池セルの実施形態を参照した上述の水性カソ
ード液の実施形態は、カソード燃料としてここでの使用に好適である。水性カソード液燃
料は、水に溶解された多硫化物種からなる。実施形態において、水性電解液中の溶解され
た多硫化物種の濃度は、０．５から１モル濃度の硫黄、１から２モル濃度の硫黄、２から
３モル濃度の硫黄、３から４モル濃度の硫黄、４から５モル濃度の硫黄、５から６モル濃
度の硫黄、６から７モル濃度の硫黄、７から８モル濃度の硫黄、８から９モル濃度の硫黄
、９から１０モル濃度の硫黄の範囲にあり、いくつかの実施形態において、多硫化物種の
濃度は、１０モル濃度を超える硫黄、１１モル濃度を超える硫黄、１２モル濃度を超える
硫黄、１３モル濃度を超える硫黄、１４モル濃度を超える硫黄、１５モル濃度を超える硫
黄、１６モル濃度を超える硫黄である。その他の実施形態において、すぐ上に列挙された
範囲と同様の硫黄濃度のカソード液は、一つ以上のアルコール溶媒を主成分とし、又は、
水性カソード液の付加的な成分としてのアルコール溶媒を含んでいる。特に好適なアルコ
ールとしては、上述のものが挙げられ、特にメタノール、エタノール、グリコール類が挙
げられる（ほかのものをここで列挙する）。
【０１１１】
　ある実施形態において、システムは、放電状態のリチウム電気活性材料（例えば、イン
ターカレートされたリチウムを欠いた炭素インターカレーション材料）と、高度に還元さ
れた多硫化物種、例えば溶解されたＬｉ２Ｓ、からなる水性カソード液とともに組み立て
られる。例えば、水性カソード液は、水に溶解された約３モル濃度のＬｉ２Ｓの溶液であ
ってもよく、通常は１モル濃度より大きいＬｉ２Ｓである。増大された硫黄容量（すなわ
ち、単位体積あたりの硫黄容量がより大きい）を有する水性硫黄カソード液貯蔵タンクは
、溶解限界を超えて追加の固体硫化リチウムをカソード液に加えることによって達成する
ことができる（すなわち、Ｌｉ２Ｓの飽和水溶液）。水への硫化リチウムの速い溶解速度
のおかげで、追加のカソード液の容量は、水性カソード液に固相硫化水素を分散又は懸濁
させることによって、タンクへ加えることができる。
【０１１２】
　引き続き上記実施形態を参照すると、システムは、完全に放電された状態で組み立てら
れ、そのため炭素インターカレーション材料をリチオ化する最初の充電反応を受けなけれ
ばならない。最初の充電は、還元された水性カソード液（例えば、３モル濃度のＬｉ２Ｓ
水溶液）の電気酸化を経由して実施されてもよく、又は、リチウムからなる調整カソード
液組成、例えば硫黄が電気活性種でないもの、が利用されてもよい。例えば、最初の充電
は、カソードのそばを通り過ぎて循環又は流れる水性の硝酸リチウムカソード液溶液を利
用することにより完了されてもよく、そうすると水が電気酸化され酸素が放出され、その
間にアノードにおいて調整カソード液に由来するリチウムイオンは、炭素の中へ電気還元
的にインターカレートする。流路を通って流れる調整カソード液は、反応が完了し炭素が
十分に又は完全にリチオ化されるまで電気酸化されてもよい。その後、調整カソード液タ
ンクは、水性硫黄カソード液のタンクによって置き換えられる。
【０１１３】
　リチウム電気活性材料が上述のリチオ化ステップを経て（例えば、調整カソード液を利
用することによって）完全に又はほとんど充電された実施形態において、水性カソード液
は、つぎに、例えば、通常はイオン流を支持するための溶解されたリチウム塩（例えば、
水酸化リチウム）も含む水溶液に分散又は懸濁された元素状態の硫黄として、酸化状態又
は高度な酸化状態に調製されてもよい。いくらかの分散された固体硫黄を溶解させるため
にトルエンなどの元素状態の硫黄を溶解することのできる溶媒が加えられてもよく、この
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手段によって硫黄カソードにおける電気還元が促進されることが期待される。
【０１１４】
　調製されたカソード液の貯蔵タンクのさまざまな組成が熟慮される。さまざまな実施形
態において、フローセルは、活性な化学量論的リチウム硫黄比が（１＜ｘ＜５）、（ｘ＝
５）、又は（ｘ＞５）のＬｉ２Ｓｘであって、硫黄濃度が１から１６モル濃度の範囲で動
作される。
【０１１５】
　上述のフローセルの実施形態において、リチウム電気活性材料は定常的であり、その意
味するところは、それが流動せず、例えば、リチウムイオン電池の分野でよく知られてい
るように、通常は集電体上の焼結層又はコーティングなどの層の形態で、保護されたリチ
ウム電極の構成要素として組み込まれていることである。したがって、アノードの容量は
、コーティングが形成されシステムが組み立てられてしまうと固定される。
【０１１６】
　代替的な実施形態においては、図７に示されたフローセルシステム700を参照すると、
図６の構造は、電気化学的反応が起こるアノード集電体122と、実質的に不浸透性のリチ
ウムイオン伝導膜構造126の第二の表面との間の、流動可能なリチウム電気活性材料（例
えば、電気活性リチウムスラリー）の通過流を形成する反応器セル760によって補われる
。ここでの使用に適した流動可能なリチウム電気活性材料は、２０１１年８月１８日に公
開されたチャンらの米国特許公開第２０１１／０２００８４８号と、２０１１年１２月２
３に公開されたチャンらの米国特許公開第２０１０／０３２３２６４号において説明され
ており、これらのそれぞれは、この点についてそれらが含んでいるすべてに関して、言及
されることにより本明細書に援用される。通常、これらはイオン的に電導性のキャリア流
体中に分散されたアノード粒子であり、キャリア流体は完全充電から完全放電までを含む
酸化状態の範囲にわたってアノード粒子と適合性があるものである。特に好適なアノード
粒子は、インターカレーション炭素、又はケイ素などの合金材料、或いはこれらの組み合
わせ（例えば、炭素－ケイ素複合体）である。アノード集電体122は、保護膜構造と間隔
を空けた関係でセル中に配置されており、これにより例えばポンピング動作を経由してリ
チウム電気活性スラリーが流される流路702が規定される。フローシステムは、リチウム
アノードの第二の外部貯留システムを含んでおり、それは、リチウムアノードスラリーを
蓄えるための貯蔵タンク720Ｂと、タンクを反応器セルに流動的に結合するための配管710
Ｂと、スラリーを流路を通して循環させるためのポンプ703Ｂの形態をとってもよく、そ
れは硫黄カソード液を循環させるための上述されたものと同様である。
【０１１７】
　＜実施例＞
　＜溶解された活性硫黄種を有する水性カソード液＞
　以下の実施例は、本発明による電気化学的セルでの使用に好適な、溶解された活性硫黄
種を有する水性カソード液に関し、調合と、高イオン伝導性を含む有利な性質を説明する
細部を提供する。これらの実施例は、本発明の特徴を例示してより明確に説明するために
提供されるものであって、決して限定することが意図されているのではない。
【実施例１】
【０１１８】
　この実施例は、溶媒として水、Ｌｉ２Ｓ４の活性化学量論比、１０モル／リットル（モ
ル濃度）硫黄の硫黄濃度を有する、第一の活性水性硫黄カソード液（すなわち、カソード
液番号１）の調製と伝導率測定に関係する。前駆体化学物質のＬｉ２Ｓと元素状態の硫黄
は、Ｌｉ２Ｓ４の活性化学量論比を得るための適切な比率で用いられる。前駆体化学物質
に加えて、カソード液番号１は、そこに溶解された追加の塩基性リチウム塩、具体的には
０．５モル濃度のＬｉＯＨも含んでいる。
【０１１９】
　カソード液は、アルゴンガス（すなわち、不活性ガス）が充填された主グローブボック
スの内側の２５ｍＬ容積測定フラスコ中で調合され、グローブボックスは５ｐｐｍ未満の
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酸素濃度を有していた（すなわち、カソード液が作られる環境は、実質的に分子状酸素を
欠いている）。水酸化リチウム（試薬用、シグマ・アルドリッチ）の必要量は、水分が２
ｐｐｍ未満の乾燥アルゴンが充填された別のグローブボックス（第二のグローブボックス
）中で秤量され、その後、カソード液の調合に用いられる主グローブボックスに移された
。脱イオン水が煮沸され、主グローブボックスの閉じた容器中に移された。主グローブボ
ックスの内側では、残存する痕跡量の酸素を除去するために、アルゴンガスが容器を通っ
て泡立てられた。Ｌｉ２Ｓ（シグマ・アルドリッチ、純度９９％）の必要量は、反応８Ｌ
ｉ２Ｓ＋３Ｓ８→８Ｌｉ２Ｓ４から決定されて水酸化リチウムと混合され、フラスコ中に
置かれた。つぎに、１０ｍＬの脱イオン化され脱酸素化された水がフラスコに加えられ、
混合物は３０分間撹拌された。前述の化学量論的反応と望ましい活性化学量論比としての
Ｌｉ２Ｓ４に基づき、硫黄（シグマ・アルドリッチ、試薬用、昇華により精製）の必要量
が混合物に加えられた。そして、脱イオン水が２５ｍＬマークまで混合物に加えられ、フ
ラスコはしっかりと密封され（Ｈ２Ｓガスの形成で活性硫黄の損失を避けるために）、混
合物は一晩撹拌された。つぎの日、撹拌棒が取り除かれ、水が２５ｍＬマークまで加えら
れ、溶液はさらに１時間撹拌された。得られた溶液は、赤みがかったオレンジ色で、視認
できる固体は何も含んでいなかった。調製されたカソード液の伝導率は、２つの白金めっ
き白金電極を有する導電率セル（ラジオメーター・アナリティカル・エス．ア．、フラン
ス）を用いて測定された。得られた具体的な伝度率の値は高く（すなわち、１０－２Ｓ／
ｃｍより大きい）、つまり測定値は０．１Ｓ／ｃｍであった。
【実施例２】
【０１２０】
　この実施例は、溶媒として水、Ｌｉ２Ｓ４の活性化学量論比、１２モル／リットル（モ
ル濃度）硫黄の硫黄濃度を有する、第二の活性水性硫黄カソード液（すなわち、カソード
液番号２）の調製と伝導率測定に関係する。実施例番号１で説明された手順と同様に、前
駆体化学物質のＬｉ２Ｓと元素状態の硫黄は、活性Ｌｉ２Ｓ４の活性化学量論比をもたら
すために用いられた。カソード液は、Ｌｉ２Ｓ４の活性化学量論比を来すために用いられ
るもののほかに、塩（例えば、追加のリチウム塩）を含んでいなかった。特に、カソード
液は、支持リチウム塩又は塩基性のリチウム塩を含んでいなかった。
【０１２１】
　カソード液は、上記実施例１で説明された、カソード液番号１と同様の方法で調製され
た。前駆体化学物質（硫黄とＬｉ２Ｓ）の必要量は、一緒に混合され、２５ｍＬ容積測定
フラスコ中に置かれ、２５ｍＬマークまで脱イオン化され脱酸素化された水で覆われた。
特に水は、前駆体化学物質と接触する前に脱酸素化されている。フラスコはしっかりと密
封され、内容物は撹拌された。混合物は速やかに赤みがかったオレンジ色に変化し、その
温度は著しく上昇した。ＬｉＯＨの存在がＬｉ２Ｓの加水分解の速度を減速させるので、
溶解（部分的に加水分解を経て）は速やかに、かつ、カソード液番号１の調製の間よりも
はるかに速く起こった。混合物を一晩撹拌した後、透明な赤みがかったオレンジ色の液体
が得られた。その後、撹拌棒が取り除かれ、水が２５ｍＬマークまで加えられ、溶液はさ
らに１時間撹拌された。調製されたカソード液の伝導率は、実施例１で説明されたのと同
じ方法で測定され、８×１０－２Ｓ／ｃｍの具体的な伝度率の値が得られた。
【実施例３】
【０１２２】
　この実施例は、溶媒として水、Ｌｉ２Ｓ４の活性化学量論比、１７モル／リットル（モ
ル濃度）硫黄の硫黄濃度を有する、第三の活性水性硫黄カソード液（すなわち、カソード
液番号３）の調製に関係する。実施例番号１で説明されたのと同様に、前駆体化学物質の
Ｌｉ２Ｓと元素状態の硫黄は、活性Ｌｉ２Ｓ４の活性化学量論比をもたらすために用いら
れた。カソード液は、Ｌｉ２Ｓ４の活性化学量論比を来すために用いられるもののほかに
、塩（例えば、追加のリチウム塩）を含んでいなかった。特に、カソード液は、支持リチ
ウム塩又は塩基性のリチウム塩を含んでいなかった。
【０１２３】
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　最高の活性硫黄の含有量（Ｌｉ２Ｓ４の形態で）を有するカソード液を調製する目的で
、Ｌｉ２Ｓ４の活性化学量論比を有する２０Ｍ硫黄を調製するために、十分な硫黄とＬｉ

２Ｓが混合された。そして、実施例２で用いられたのと同じ手順が続けられた。一晩撹拌
した後、溶液は透明ではなく、溶解されていない固体を含んでいた。溶液はガラスマイク
ロファイバーＧＦ／Ａフィルターを通して濾過され、透明な濾液（すなわち、透明なカソ
ード液溶液）は、論文（G.Schwarzenbach, A.Fisher in Heir.Chim.Acta 43, 21365-1390
 (1960), Die Aciditaet der sulfane und die zusammensetzung waesseriger polysulfd
losungen）に記載された方法を用いて溶解された全体の硫黄含有量が分析された。この論
文、特に硫黄濃度を測定するための方法は、参照されることによって本明細書に援用され
る。特に、溶解された硫黄含有種は硫酸塩に酸化され、それはトリン指示薬の存在下で過
塩素酸バリウムによって滴定された。カソード液中の測定された硫黄濃度（すなわち、硫
黄モル濃度）は、１７．２５Ｍ硫黄（すなわち、１７モル濃度硫黄よりも大きい）であっ
た。
【実施例４】
【０１２４】
　この実施例は、溶媒として水、Ｌｉ２Ｓの活性化学量論比、３モル／リットル硫黄（３
モル濃度硫黄）の硫黄濃度を有する、第四の活性水性硫黄カソード液（すなわち、カソー
ド液番号４）の調製と伝導率測定に関係する。この実施例において、前駆体化学物質はＬ
ｉ２Ｓだけであり、カソード液は追加の塩（例えば、追加のリチウム塩）を含んでいなか
った。特に、カソード液は、支持リチウム塩又は塩基性のリチウム塩を含んでいなかった
。
【０１２５】
　Ｌｉ２Ｓの必要量は、容積測定フラスコ中に置かれ、脱イオン化され脱酸素化された水
（上述の）が２５ｍＬマークまで加えられた。混合物は速やかに赤みがかったオレンジ色
に変化し、その温度は著しく上昇した。混合物は一晩撹拌され、つぎに撹拌棒が取り除か
れ、水が２５ｍＬマークまで加えられ、溶液はさらに１時間撹拌された。その結果得られ
た液体は、透明で、赤みがかったオレンジ色をしていた。この実験は、水中でのＬｉ２Ｓ
の溶解度が極めて高いことを示している。
【０１２６】
　Ｌｉ２Ｓ加水分解の生成物を含む調製されたカソード液の伝導率は、実施例１で説明さ
れたのと同じ方法で測定され、２×１０－１Ｓ／ｃｍの並はずれて高い値が得られた（す
なわち、１０－１Ｓ／ｃｍよりも大きい）。
【０１２７】
　この手段によって、そして以下の実施例番号１１で説明されるように、セルが放電され
た状態（例えば、完全に放電された状態）で組み立てられる場合を含み、例えばセル製造
時に活性リチウムを欠いた炭素系インターカレーション材料やほかの材料などの代替のア
ノードを充電する目的で、Ｌｉ２Ｓが溶解された水は、活性リチウムを挿入（例えば、イ
ンターカレーション）するための供給源として用いられてもよい。さらに、水中のＬｉ２

Ｓの高い溶解度と速い溶解速度は、カソード表面上（又はカソード間隙空間内）において
セル性能、特にサイクル寿命に不利な影響を及ぼす可能性のある、Ｌｉ２Ｓ放電生成物の
沈殿に伴う問題を除去又は顕著に減少させる。
【実施例５】
【０１２８】
　この実施例は、溶媒としてアルコール（具体的にはメタノール）、Ｌｉ２Ｓ４の活性化
学量論比、６モル／リットル（モル濃度）硫黄の硫黄濃度を有する、プロトン性非水性活
性硫黄カソード液（すなわち、カソード液番号５）の調製と伝導率測定に関係する。実施
例番号１で説明された手順と同様に、前駆体化学物質のＬｉ２Ｓと元素状態の硫黄は、活
性Ｌｉ２Ｓ４の活性化学量論比をもたらすために用いられた。カソード液は、Ｌｉ２Ｓ４

の活性化学量論比を来すために用いられるもののほかに、塩（例えば、追加のリチウム塩
）を含んでいなかった。特に、カソード液は、支持リチウム塩又は塩基性のリチウム塩を
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含んでいなかった。
【０１２９】
　硫黄とＬｉ２Ｓ前駆体化学物質の必要量は、容積測定フラスコ中に置かれ、残りの操作
は、水の代わりにメタノールが用いられたほかは実施例番号２で説明されたのと同様であ
った。その結果得られたプロトン性非水性カソード液は、透明で、赤みがかったオレンジ
色をしていた。その伝導率は、１．１×１０－２Ｓ／ｃｍと測定された。
【０１３０】
　＜Ｌｉ／Ｓセルの電気化学的試験＞
　以下の実施例は、本発明によるＬｉ／Ｓセルの電気化学的試験を説明する詳細を提供す
るものである。これらの実施例は、本発明の特徴を例示してより明確に説明するために提
供され、限定されることは決して意図されていない。
【０１３１】
　カソード材料の調製
　炭素系電子移動媒体がカソードとして用いられた（すなわち、炭素系カソード）。具体
的には、７０（重量）％アセチレンブラックと３０％ＰＶｄＦからなる炭素バインダース
ラリーでコートされ、約１．３ｍｇ／ｃｍ２の乾燥スラリー重量をもつ、多孔質の炭素紙
マトリックス（ライダル・テクニカル・ペーパーズ、ロチェスター、ニューヨーク）が用
いられた。
【０１３２】
　カソードとして用いられる鉛系電子移動媒体（すなわち、鉛系カソード）は、ニッケル
からなる電気的に伝導性のコア基材（デクスメット社のＮｉエクスメット　タイプ５Ｎｉ
５－０５０）上の表面コーティングとして鉛を電気めっきすることによって準備された。
鉛は下記の組成を有する溶液からコーティングされた。
２００ｇ／Ｌ　炭酸鉛（II）、ＰｂＣＯ３

１００ｍＬ／Ｌ　テトラフロロホウ酸、ＨＢＦ４

１５ｇ／Ｌ　ホウ酸、Ｈ３ＢＯ３

５ｇ／Ｌ　ヒドロキノン
　厚さ１．６ｍｍの鉛箔の長方形片が、電気めっきの間にアノードとして用いられた。電
流密度は５ｍＡ／ｃｍ２であり、めっきされた鉛コーティングの厚さは約３０μｍであっ
た。
【０１３３】
　カソードとして用いられるコバルト系電子移動媒体（すなわち、コバルト系カソード）
は、以下の組成を有する溶液から銅基材（デルカー社のＣｕエキスメット１．５Ｃｕ５．
５－ＯＳＯＦ１）上にコバルトを電気めっきすることによって準備された。
４５０ｇ／Ｌ　硫酸コバルト七水和物、ＣｏＳＯ４・７Ｈ２Ｏ
１５ｇ／Ｌ　塩化ナトリウム、ＮａＣｌ
４０ｇ／Ｌ　ホウ酸、Ｈ３ＢＯ３

　厚さが６ｍｍのグラファイト板が、電気めっきの間にアノードとして用いられた。電気
めっきは、３５－４０℃の温度、２０ｍＡ／ｃｍ２の電流密度で実施され、結果として得
られためっきされたコバルトの厚さは約２５μｍであった。
【実施例６】
【０１３４】
　＜サイクリックボルタンメトリーを用いたＬｉ／Ｓセルの電位窓の測定＞
　サイクリックボルタンメトリー実験は、プラスチックカバーを有する密閉されたガラス
セル中で実施された。酸素濃度が５ｐｐｍ未満の（すなわち、実質的に分子状酸素を欠い
た）アルゴンガスを含むグローブボックス中において、セルは組み立てられ、多硫化物含
有水性電解液で満たされた。多硫化物を含む水性電解液（第一の電解液）は、４Ｍ硫黄の
組成とＬｉ２Ｓ３の活性化学量論比を有していた。比較実験のために、硫化リチウムに基
づく水性電解液（第二の電解液）、活性硫黄種を含まないもの、も準備された。第二の電
解液のｐＨは、ＬｉＯＨの添加によって第一の電解液のｐＨ（ｐＨ１２）に合わせられた
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。
【０１３５】
　作用電極は、上述のような、１ｃｍ×１ｃｍ正方形の炭素系カソードか、１ｃｍ×１ｃ
ｍ正方形の鉛系カソードのいずれかであった。作用電極は、セル中で対電極として働く２
つの保護されたリチウム電極（上述のような）の間に配置された。リチウム箔の領域は、
それぞれの対電極において２２ｍｍ×２２ｍｍであった。作用電極の電位は、Ａｇ／Ａｇ
Ｃｌ参照電極に対して測定され、Ｌｉ／Ｌｉ＋電極に対する電位に再計算された。サイク
リックボルタンメトリー曲線は、ＶＰＭ－３ポテンショスタット／ガルバノスタット（バ
イオロジック・サイエンス・インストルメント、フランス）を用いて０．５ｍＶ／ｓのス
キャン速度で測定された。
【０１３６】
　図８は、溶解された多硫化物がある、なしでの、水性電解液中の炭素電極のサイクリッ
クボルタンメトリー曲線を示す。サイクリックボルタンメトリー曲線は、いくつかの特徴
的な領域を有している（領域Ａは図８の右側のグラフに拡大されている）。硫黄電解液の
ボルタンメトリー曲線は、炭素電極（すなわち、炭素系電子移動媒体）の表面における、
水素発生電位（２．０Ｖ未満の電位での領域Ａにおけるカソード電流）と酸素発生電位（
３．８Ｖ超の電位での領域Ｄにおけるアノード電流）の決定を可能とする。２つの電解液
のボルタンメトリー曲線の比較は、多硫化物電解液の領域Ａにおけるカソード電流が硫黄
含有種の電気酸化が原因となっていることを示している。右側のグラフは、カソードとし
て働く炭素系電子移動媒体を有するセルにおいて副反応（水素の発生）の寄与を最小化す
るために、セル放電電位が特定の実施形態において約２．０Ｖを下回ることを許容すべき
でないことを、明確に示している。高度に酸化された硫黄含有種は、分解して元素状態の
硫黄を形成する可能性があるが、それは、高い十分な正電位において直ちに形成される可
能性もある。炭素表面における絶縁性硫黄の沈殿は、電流（領域Ｃ）の減少と、２．７－
２．８Ｖを超える電位のサイクリックボルタンメトリー曲線の大きなヒステリシスの減少
をもたらす。
【０１３７】
　図９は、鉛系電極が炭素系電極よりも水素発生に関し顕著に大きい過電位を有している
ことを示している。したがって、電子移動媒体上における鉛の使用は、Ｌｉ／Ｓセル動作
の電位窓の増加を許容する。
【０１３８】
　図１０は、溶解された多硫化物を含む電解液中の炭素と鉛の陽電極（すなわち、カソー
ド）の広い電位範囲におけるサイクリックボルタンメトリー曲線を示す。これらの曲線は
、準備された鉛電極が炭素電極よりも良好な速度特性を有していたことを示している。
【実施例７】
【０１３９】
　＜炭素カソードを備えたＬｉ／Ｓセルのサイクル性能＞
　サイクル性試験は、２つの区画、保護されたリチウムアノード区画と水性硫黄カソード
区画、を有する密閉されたＬｉ／Ｓセル中で実施された。上述の実質的に不浸透性のガラ
スセラミック膜は、膜がカソード側から水性カソード液に曝されアノード側から非水性電
解液に曝されるように、２つのカルレッツＯ－リングを用いてセル中に取り付けられた。
アノード区画は、アルゴンが満たされたドライボックス中で組み立てられ、ニッケル箔集
電体上にプレスされた直径１／２インチの円盤形状のＦＭＣリチウム社の１２５μｍ厚リ
チウム箔と、オハラ社（日本）の１インチ×１インチ正方形の１５０μｍ厚ガラスセラミ
ック固体電解質膜と、直径９／１６インチの円盤形状のセルガード２４００微小孔セパレ
ータを含んでいた。セパレータは、１，３－ジオキソラン中の１ＭのＬｉＴＦＳＩ塩を含
む非水性電解液が含浸されていた。
【０１４０】
　アノード区画は組み立てられた後、酸素を含まないアルゴンガスで満たされたドライボ
ックスへ移され、そこでカソード区画が組み立てられ、水性カソード液が充填されて密封



(40) JP 2015-503189 A 2015.1.29

10

20

30

40

50

された。水性カソード液（カソード液番号２）は、水中にＬｉ２Ｓ４として１２ＭのＳを
含んでいた。微小孔セルガード３４０１セパレータの９／１６インチ直径円盤はカソード
液が含浸され、ガラスセラミック保護膜の表面に配置された。上述の炭素系カソードは、
１／２インチ直径円盤の形状に切り取られ、セルガード３４０１セパレータ層の上面に配
置された。１／２インチ直径ステンレス鋼円盤は、カソード集電体として用いられた。カ
ソード区画の構成材は、ステンレス鋼ばねで接触が保たれた。組み立てられたセルは、２
．５ボルトを超える開路電圧を示した。
【０１４１】
　セルサイクリングは、マッコール電池テスターを用いて実施された。サイクリングの手
順は以下の通りであった。２．１Ｖのカットオフ電圧まで１ｍＡ／ｃｍ２の電流密度で最
初に放電され、つぎに、前の放電容量と同じ容量まで０．５ｍＡ／ｃｍ２で充電した。二
回目の放電は前の充電容量と同じであった。つぎにセルは、二回目の放電に相当する一定
の容量でサイクルされた。充電カットオフ電圧は、２．８Ｖに設定された。
【０１４２】
　図１１は、Ｌｉ／Ｓセルのサイクリング性能を示す。セルは良好なサイクル性能を示し
、１００を超えるサイクルが達成された。これは、溶解された活性硫黄種を有する再充電
可能な水性Ｌｉ／Ｓセルの最初に知られた例である。
【０１４３】
　図１２は、充電と放電の電圧プロファイルを示す。８７％の高いラウンドトリップ効率
値が平均の放電と充電の電圧から計算された。
【実施例８】
【０１４４】
　Ｌｉ／Ｓセルとカソード液組成は、実施例番号７で説明されたのと同じであった。しか
し、この例では、炭素系カソードとステンレス鋼カソード集電体は、Ｌｉ／Ｓセルカソー
ド液と同じ組成、水中でＬｉ２Ｓ４の活性化学量論比を有する１２ＭのＳを有する溶液で
一晩浸された。この前処理の目的は、組み立てられたセル中でカソードと集電体と反応す
ることによって活性硫黄種が消費されることを避けることである。カソード液溶液中に一
晩保存された後、カソードと集電体は取り出されて、０．５ＭのＬｉＯＨ、水、トルエン
、メタノールの順番ですすがれ、つぎに乾かされた。硫黄含有溶液中での前処理が、カソ
ード区画が満たされる間のカソード液による炭素電極の濡れ性を大きく改善することが見
出された。サイクリングの手順には、２．０Ｖのカットオフ電圧まで１ｍＡ／ｃｍ２の電
流密度で放電することと、前の放電容量と同じ容量まで０．５ｍＡ／ｃｍ２で充電するこ
とが含まれていた。
【０１４５】
　電圧－時間放電／充電プロファイルと、供給された容量対サイクル数プロットが図１３
に示される。説明された試験条件において、セルは小さい容量低下とともに５０サイクル
を超える良好なサイクル寿命を示した。
【実施例９】
【０１４６】
　セルとカソード液組成とサイクリング手順は、実施例番号７で説明されたのと同じであ
った。しかし、ニッケル集電体を有する炭素電極の代わりに、鉛集電体を有する鉛電極が
用いられた。電極と集電体は、実施例番号８で説明されたようにカソード液溶液で前処理
された。
【０１４７】
　電圧－時間放電／充電プロファイルと供給された容量対サイクル数プロットを示す図１
４に見られるように、鉛系カソードを用いたＬｉ／Ｓセルは、約１２ｍＡｈ／ｃｍ２の高
い面積容量でサイクルされることが可能である。
【実施例１０】
【０１４８】
　セルとカソード液組成は、実施例番号７で説明されたのと同じであった。サイクリング
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手順は、実施例番号８で説明されたのと同じであった。しかし、ニッケル集電体を有する
炭素電極の代わりに、コバルトが電気めっきされた銅集電体を有する上述のコバルト電極
が用いられた。電極と集電体は、実施例番号８で説明されたようにカソード液溶液で前処
理された。
【０１４９】
　電圧－時間放電／充電プロファイルと供給された容量対サイクル数プロットは、図１５
に示される。説明された試験条件において、セルはいくつかの放電－充電サイクルを示し
た。
【実施例１１】
【０１５０】
　セルは、実施例番号７で説明されたもの同様であった。しかし、この例では、リチウム
金属アノードの代わりに炭素アノードが用いられ、水性カソード液として３ＭのＬｉ２Ｓ
（カソード液番号４）を含んでいた。アノードは、炭素基材上の合成グラファイトからな
る市販の炭素電極であって、リチウムイオン電池で通常用いられる炭素電極と同様であっ
た。非水性電解液中間層は、炭酸エチレンと炭酸ジメチルの混合物（体積で１：１）に溶
解された１ＭのＬｉＴＦＳＩを含んでいた。以下の構造、炭素アノード／非水性電解液／
ガラスセラミック膜／水性Ｌｉ２Ｓカソード液／炭素カソード、を有する組み立てられた
セルは、－０．６３Ｖの開路電圧を示した。
【０１５１】
　はじめに、セルは、０．１ｍＡ／ｃｍ２の電流密度で２０時間、定電流で充電された。
充電終了時において、セル電圧は約２．４Ｖに達した。つぎに、セルは０．１ｍＡ／ｃｍ
２で２．１Ｖのカットオフ電圧まで放電された。同様の充電／放電の手順がさらなるサイ
クリングに用いられ、セルは、０．１ｍＡ／ｃｍ２で２０時間充電され、つぎに、０．１
ｍＡ／ｃｍ２で２．１Ｖまで放電された。
【０１５２】
　図１６は、炭素アノードと、Ｌｉ２Ｓを含んだ水性電解液を用いたセルが可逆的に動作
することを示している。これは、炭素アノードの充電のためのＬｉカチオンの供給源とし
て用いられたリチウムの硫化物又は多硫化物を含む水性溶液の最初に知られた例である。
したがって、活性硫黄種を含む水性カソード液は、再充電可能なリチウム硫黄電池のリチ
ウムインターカレーション化合物と組み合わせて用いられることが可能である。
【実施例１２】
【０１５３】
　セル、前処理されたカソードとサイクリング手順は、実施例番号１０で説明されたのと
同じであった。しかし、カソード液は、メタノール中にＬｉ２Ｓ４の活性化学量論比を有
する６ＭのＳ（上述のカソード液番号５）を含んでいた。
【０１５４】
　コバルトカソードとメタノール系硫黄含有カソード液を有するＬｉ／Ｓセルの電圧－時
間放電／充電プロファイルと供給された容量対サイクル数プロットは、図１７に示される
。説明された試験条件において、セルはいくつかの放電－充電サイクルを示した。これは
、プロトン性非水性溶媒に基づくカソード液を有する再充電可能なＬｉ／Ｓセルの最初に
知られた例である。
【０１５５】
　むすび
　本発明の種々の実施形態が説明されてきた。しかし、当業者は、種々の変形が請求の範
囲から外れることなく説明された実施形態になされてもよいことを理解するだろう。した
がって、この実施形態は、実例としてのものであって限定的なものではないと見なされる
べきであり、本発明はここに与えられた詳細によって限定されるべきではない。
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】

【手続補正書】
【提出日】平成26年7月17日(2014.7.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
リチウム電気活性材料を含むアノードと、
固体電子移動媒体を含むカソードと、
前記電子移動媒体と接触する少なくとも１０％の非水性溶媒を含む水性電解液と、
前記水性電解液と接触する活性硫黄種と
を備え、
前記アノードの電気活性材料は前記水性電解液との直接接触から分離されており、それに
よって前記アノードの電気活性材料は前記水性電解液の水又は前記活性硫黄種と接触しな
い水性リチウム硫黄電化学セル。
【請求項２】
前記非水性溶媒はプロトン性の液体である請求項１記載の水性リチウム硫黄電気化学セル
。
【請求項３】
前記水性電解液は１０～７０％の前記プロトン性の液体を含む請求項２記載の水性リチウ
ム硫黄電気化学セル。
【請求項４】
前記水性電解液は２０～６０％の前記プロトン性の液体を含む請求項２記載の水性リチウ
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ム硫黄電気化学セル。
【請求項５】
前記水性電解液は少なくとも１２のｐＨを有しプロトン性溶媒を含まない組成を有する請
求項１記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項６】
前記水性電解液中の前記活性硫黄種の濃度は１０モル濃度より大きい請求項１記載の水性
リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項７】
前記水性電解液中の前記活性硫黄種の濃度は１５モル濃度より大きい請求項１記載の水性
リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項８】
前記プロトン性の液体はアミンである請求項２記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項９】
前記プロトン性の液体はアルコールである請求項２記載の水性リチウム硫黄電気化学セル
。
【請求項１０】
前記水性電解液は脱酸素化された水を含む請求項１記載の水性リチウム硫黄電気化学セル
。
【請求項１１】
前記水性電解液中の分子状酸素の濃度は１０００ｐｐｍ未満である請求項１０記載の水性
リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項１２】
前記水性電解液中の分子状酸素の濃度は１００ｐｐｍ未満である請求項１０記載の水性リ
チウム硫黄電気化学セル。
【請求項１３】
前記水性電解液中に溶解された活性リチウムに対する活性硫黄の比は５より大きい請求項
１記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項１４】
前記水性電解液中に溶解された活性リチウムに対する活性硫黄の比は最初のセル動作前に
５より大きい請求項１３記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項１５】
最初のセル動作前の満充電容量は前記水性電解液中に溶解された活性硫黄種と前記水性電
解液と接触する固相硫化リチウムに由来する請求項１記載の水性リチウム硫黄電気化学セ
ル。
【請求項１６】
前記アノードは活性リチウムを欠いている請求項１５記載の水性リチウム硫黄電気化学セ
ル。
【請求項１７】
前記アノードのリチウム電気活性材料はインターカレーション材料である請求項１６記載
の水性リチウム硫黄電気化学セル。
【請求項１８】
二次電池セルである請求項１～１７のいずれかに記載の水性リチウム硫黄電気化学セル。
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