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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蓄電池で利用される電極層であって、
　複数の内部空隙の周囲のシェルを有する相互接続された管状の複数の中空ナノ構造を備
え、
　前記シェルは高容量の電気化学的活物質を含み、
　前記複数の内部空隙は、前記高容量の電気化学的活物質が前記蓄電池のサイクルにおい
て膨張して入り込むための空間を提供し、
　前記電極層は、２つ以上の相互接続された中空ナノ構造を２つ以上の第１のコーティン
グ層が重複して相互接続する複数の結合構造をさらに備え、
　前記複数の結合構造は、前記高容量の電気化学的活物質、及び、金属から成る群から選
択される１以上の材料を含む前記第１のコーティング層の一部である電極層。
【請求項２】
　前記複数の内部空隙は、前記蓄電池の電解質には到達不可能である請求項１に記載の電
極層。
【請求項３】
　導電基板をさらに備え、
　追加で設けられる構造が、１以上の相互接続された中空ナノ構造と、前記導電基板とを
相互接続する請求項１に記載の電極層。
【請求項４】
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　前記複数の結合構造は、ナノ粒子を有する請求項１に記載の電極層。
【請求項５】
　前記高容量の電気化学的活物質は、シリコン、スズ、および、ゲルマニウムから成る群
から選択される１以上の材料を含む請求項１から４の何れか１項に記載の電極層。
【請求項６】
　前記相互接続された複数の中空ナノ構造の外側表面を被覆する第２のコーティング層を
さらに備え、
　前記第２のコーティング層は、炭素、チタン、シリコン、アルミニウム、および、銅か
ら成る群から選択される１以上の材料を含む請求項１から５の何れか１項に記載の電極層
。
【請求項７】
　前記電極層は、孔隙率が２０％と８０％との間である請求項１から６の何れか１項に記
載の電極層。
【請求項８】
　前記蓄電池は、リチウムイオン電池であり、前記高容量の電気化学的活物質は負極活物
質である請求項１から７の何れか１項に記載の電極層。
【請求項９】
　前記相互接続された中空ナノ構造の内側表面は、炭素含有材料でコーティングされてい
る請求項１から８の何れか１項に記載の電極層。
【請求項１０】
　前記シェルの内側にテンプレート材料を有し、
　前記テンプレート材料の内側に内部空隙を有する請求項１から９の何れか１項に記載の
電極層。
【請求項１１】
　前記テンプレート材料の前記相互接続された複数の中空ナノ構造に対する重量比は１０
％未満である請求項１０に記載の電極層。
【請求項１２】
　前記テンプレート材料は導電材料を含む請求項１０又は１１に記載の電極層。
【請求項１３】
　前記相互接続された複数の中空ナノ構造の外側表面を被覆する第２のコーティング層を
さらに備え、
　前記第２のコーティング層は、前記電極層の導電率を高める、前記電極層の固体電解質
界面（ＳＥＩ）特性を改善する、及び、前記相互接続された複数の中空ナノ構造の構造変
化を制限する、のうちの１以上を行う請求項１に記載の電極層。
【請求項１４】
　前記相互接続された複数の中空ナノ構造の外側表面を被覆する第２のコーティング層を
さらに備え、
　前記第２のコーティング層は、炭素、金属、金属酸化物、金属窒化物、及び金属炭化物
から成る群から選択される１以上の材料を含む請求項１に記載の電極層。
【請求項１５】
　２つ以上の相互接続された中空のナノ構造との間で電子が輸送される導電金属基板と、
　前記導電金属基板及び前記２つ以上の相互接続された中空ナノ構造の間の複数の結合構
造をさらに備え、
　前記複数の結合構造は、前記導電金属基板と前記２つ以上の相互接続された中空ナノ構
造との機械的な支持及び電子輸送の経路の両方を提供し、
　前記導電金属基板の表面上に延びる前記電極層は、厚みが１マイクロメートルと３００
マイクロメートルとの間であり、
　前記高容量の電気化学的活物質はシリコンを含む、請求項１から１４の何れか１項に記
載の電極層。
【請求項１６】
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　前記導電金属基板をコーティングする前記高容量の電気化学的活物質の層をさらに備え
る請求項１５に記載の電極層。
【請求項１７】
　前記複数の中空のナノ構造は、アスペクト比が少なくとも４であり、長さが少なくとも
５マイクロメートルである請求項１から１６の何れか１項に記載の電極層。
【請求項１８】
　前記複数の中空のナノ構造の少なくとも一部は、球体の形状を有する請求項１から１７
の何れか１項に記載の電極層。
【請求項１９】
　前記複数の中空のナノ構造の最大内側断面寸法は、５ナノメートルと５００ナノメート
ルとの間である請求項１から１８の何れか１項に記載の電極層。
【請求項２０】
　前記シェルは５ナノメートルと１０００ナノメートルとの間の厚みを有する請求項１か
ら１９の何れか１項に記載の電極層。
【請求項２１】
　請求項１から２０の何れか１項に記載の電極層と、
　前記電極層との間でイオンが輸送される電解質と
を備えるリチウムイオン電池。
【請求項２２】
　高容量の電気化学的活物質を含む相互接続された管状の複数の中空ナノ構造の電極層を
製造する方法であって、
　複数のテンプレートを有するテンプレートを用意する段階と、
　前記複数のテンプレートの周囲に前記高容量の電気化学的活物質のナノスケールテンプ
レートコーティングを形成する段階と、
　前記テンプレートの少なくとも一部の除去および縮小の少なくとも一方を行って、前記
高容量の電気化学的活物質を含む前記相互接続された複数の中空ナノ構造の前記電極層を
形成する段階と
　を備え、
　前記コーティングは、近接したテンプレートを被覆する少なくとも２つのコーティング
層が重複する複数の結合構造を形成するように形成される電極層の製造方法。
【請求項２３】
　前記テンプレートを用意する段階は、ポリマー材料をエレクトロスピニング法で形成し
て、長さが少なくとも５マイクロメートルである複数のテンプレートナノファイバを形成
する段階を有する請求項２２に記載の電極層の製造方法。
【請求項２４】
　前記テンプレートは、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）、ナイロン、ポリエチレン、ポ
リエチレンオキサイド、ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレン、および、ポリビニ
ルから成る群から選択される１以上のポリマー材料を含む請求項２２又は２３に記載の電
極層の製造方法。
【請求項２５】
　前記テンプレートは、厚みが１０マイクロメートルと１５０マイクロメートルとの間で
あり、孔隙率が２０％と８０％との間である層として形成される請求項２２から２４の何
れか１項に記載の電極層の製造方法。
【請求項２６】
　前記テンプレートを押圧すること、前記テンプレートを熱的に安定化させること、およ
び前記テンプレートを炭化させることの少なくとも１つによって、前記テンプレートを前
処理する段階をさらに備える請求項２２から２５の何れか１項に記載の電極層の製造方法
。
【請求項２７】
　前記テンプレートを熱的に安定化させることは、前記テンプレートを、アルゴン雰囲気
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において、摂氏１５０度と摂氏２５０度との間の温度まで、少なくとも２時間にわたって
、加熱することを含む請求項２６に記載の電極層の製造方法。
【請求項２８】
　前記テンプレートに隣接した導電基板の表面に前記高容量の電気化学的活物質のナノス
ケール基板コーティングを形成する段階をさらに備え、
　前記ナノスケールテンプレートコーティングおよび前記ナノスケール基板コーティング
は、部分的に重複することによって、前記導電基板と、前記相互接続された複数の中空ナ
ノ構造とを互いに相互接続している請求項２２から２７の何れか１項に記載の電極層の製
造方法。
【請求項２９】
　前記テンプレートの周囲に前記高容量の電気化学的活物質の前記ナノスケールテンプレ
ートコーティングを形成する段階は、
　初期処理条件で実行される初期成膜段階と、
　前記初期処理条件とは異なるバルク処理条件で実行されるバルク成膜段階と
　を有し、
　前記初期成膜段階では、前記テンプレートの形状が歪まない、
　前記バルク処理条件は、前記バルク成膜段階の方が前記ナノスケールテンプレートコー
ティングの成膜速度が、前記初期成膜段階よりも速くなるように設定されている請求項２
２から２８の何れか１項に記載の電極層の製造方法。
【請求項３０】
　前記テンプレートの少なくとも一部の除去または縮小は、前記複数のテンプレートの周
囲に前記高容量の電気化学的活物質の前記ナノスケールテンプレートコーティングを形成
する間に行われる請求項２２から２９の何れか１項に記載の電極層の製造方法。
【請求項３１】
　前記テンプレートの一部の除去または縮小は、少なくとも摂氏３００度の温度で酸化剤
が存在する中での前記テンプレートの焼成、前記テンプレートの化学エッチング、および
、前記テンプレートのアニーリングから成る群から選択される１以上の処理を実行するこ
とを含む請求項２２から３０の何れか１項に記載の電極層の製造方法。
【請求項３２】
　前記相互接続された複数の中空ナノ構造の上方に第２のコーティング層を形成する段階
をさらに備え、
　前記第２のコーティング層は、前記電極層の導電率を高める、前記電極層の固体電解質
界面（ＳＥＩ）特性の改善、および前記相互接続された複数の中空ナノ構造の構造変化の
制限の少なくとも一方を行う請求項２２から３１の何れか１項に記載の電極層の製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本願は、米国仮特許出願第６１／１８１，６３７号（出願日：２００９年５月２７日、
発明の名称：「電池の電極用のコアシェル型の高容量ナノワイヤ」）による恩恵を主張す
る。当該仮特許出願の内容は全て、参照により本願に組み込まれる。本願はまた、米国仮
特許出願第６１／１８３，５２９号（出願日：２００９年６月２日、発明の名称：「電池
の電極を製造するためのエレクトロスピニング法（静電紡糸法）」）による恩恵を主張す
る。当該仮特許出願の内容は全て、参照により本願に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　高容量の電気化学的活物質は、電池の材料として望ましい。しかし、電池サイクルにお
ける体積変化が大きく、例えば、リチオ化の際に膨張し、非リチオ化の際に縮小してしま
うという問題がある。例えばシリコンは、理論上の容量を約４２００ｍＡｈ／ｇとするリ
チオ化、つまり、Ｌｉ４．４Ｓｉの生成の際に、４００％も膨張してしまう。このような
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大きさで体積変化が発生すると、活物質構造の粉状化、電気接続の断続、および容量低下
といった問題が発生してしまう。
【０００３】
　このような問題は、一部については、高容量の活物質から所定の種類のナノ構造を形成
することで対処可能である。ナノ構造は、少なくとも１つの寸法がナノ単位であり、この
ナノ単位の寸法に沿った膨張／縮小は、より大きい寸法に沿った膨張／縮小に比べると、
損傷は少ない傾向がある。このためナノ構造は、電池サイクル中にほとんど損傷を受けな
い。しかし、電池の電極層において、活物質の装着を適切なものとしつつ、複数のナノ構
造を集積化するのは困難である。この集積化では、多くのサイクルにわたって電気接続お
よび機械的支持性を構築および維持する処理が行なわれる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　リチウムイオン電池等の蓄電池で利用される電極層、および、関連製造技術を提供する
。このような電極層では、高容量の電気化学的活物質、例えば、シリコン、スズおよびゲ
ルマニウムを含む中空ナノ構造が相互接続されている。所定の実施形態に係る製造技術は
、ナノスケールのコーティングを複数のテンプレート構造の周囲に形成する段階と、当該
構造の少なくとも一部を除去することによって、および／または、当該構造を縮小させる
ことによって、空洞を形成する段階とを含む。この空洞によって、ナノ構造の活物質が電
池サイクル中に膨張した際に入り込む空間が得られる。このような構成によって、粉状化
の危険性を小さくすることができると共にナノ構造間の電気接触を維持することができる
。また、電解質との間でのイオン流通に利用され得る表面積を非常に大きくすることがで
きる。ナノ構造は、ナノスケールのシェルを含むが、他の寸法についてはこれよりはるか
に大きいとしてよい。２つの近接したテンプレート構造の周囲に形成したナノスケールの
コーティングが互いに重複する場合には、ナノスケールのコーティングを形成する際にナ
ノ構造を相互接続することが可能である。所定の実施形態によると、電極層はさらに、導
電基板を含む。当該導電基板も、ナノ構造に相互接続されているとしてよい。
【０００５】
　所定の実施形態によると、相互接続された中空ナノ構造を含む電極層を用意する方法を
提供する。ナノ構造は、高容量の電気化学的活物質を含む。複数のテンプレート構造を有
するテンプレートを受け取る段階と、複数のテンプレート構造の周囲に高容量の電気化学
的活物質のナノスケールテンプレートコーティングを形成する段階と、テンプレートの少
なくとも一部を除去および／または縮小して、電極層を形成する段階とを備えるとしてよ
い。テンプレートは、エレクトロスピニング法を用いて製造されるとしてよい。例えば、
ポリマー材料を用いてエレクトロスピニング法を実行して、長さが少なくとも約５マイク
ロメータであるテンプレートナノファイバーを形成する。テンプレートは、ポリアクリル
ナイトライド（ＰＡＮ）、ナイロン、ポリエチレン、ポリエチレンオキサイド、ポリエチ
レンテレフタレート、ポリスチレン、および／または、ポリビニルを含むとしてよい。所
定の実施形態によると、テンプレートは、厚みが約１０マイクロメートルと１５０マイク
ロメートルとの間であり、孔隙率が約２０％と８０％との間である層として形成される。
【０００６】
　所定の実施形態に係る方法は、テンプレートを押圧することによって、テンプレートを
熱的に安定化させることによって、および／または、テンプレートを炭化させることによ
って、テンプレートを前処理する段階を備える。例えば、テンプレートの熱的安定化処理
は、テンプレートを、アルゴン雰囲気において、約摂氏１５０度と摂氏２５０度との間の
温度まで、少なくとも約２時間にわたって、加熱することを含むとしてよい。所定の実施
形態に係る方法は、テンプレートに隣接した導電基板の表面に高容量の電気化学的活物質
のナノスケール基板コーティングを形成する段階をさらに備える。ナノスケールテンプレ
ートコーティングおよびナノスケール基板コーティングは、部分的に重複することによっ
て、導電基板と、相互接続された複数の中空ナノ構造とを互いに相互接続しているとして
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よい。
【０００７】
　所定の実施形態によると、テンプレートの周囲にナノスケールテンプレートコーティン
グを形成する段階は、例えば、初期成膜段階およびバルク成膜段階という２つの成膜段階
を有する。初期成膜段階は、テンプレートの形状が大きく歪むことは回避されるような初
期処理条件で実行されるとしてよい。バルク成膜段階は、初期処理条件とは異なるバルク
処理条件で実行される。バルク処理条件は、バルク成膜段階の方がナノスケールテンプレ
ートコーティングの成膜速度が速くなるように設定されているとしてよい。
【０００８】
　所定の実施形態によると、テンプレートの少なくとも一部の除去または縮小は、複数の
テンプレート構造の周囲にナノスケールテンプレートコーティングを形成する間に行われ
る。テンプレートの一部の除去または縮小は、少なくとも約摂氏３００度の温度で酸化剤
が存在する中でのテンプレートの焼成、テンプレートの化学的エッチング、および、テン
プレートのアニーリングのうち１以上の処理を実行することを含むとしてよい。
【０００９】
　所定の実施形態に係る方法は、相互接続された複数の中空ナノ構造の上方に第２のコー
ティングを形成する段階をさらに備えるとしてよい。第２のコーティングは、電極層の導
電率を高め、電極層の固体電解質界面（ＳＥＩ）特性を改善し、および／または、相互接
続された複数の中空ナノ構造の構造変化を制限するとしてよい。
【００１０】
　所定の実施形態に係る、蓄電池で利用される電極層は、アスペクト比が少なくとも約４
であり、長さが少なくとも約５マイクロメートルであり、シェルの厚みが約１００ナノメ
ートル未満である相互接続された複数の中空ナノ構造を備える。当該ナノ構造は、１以上
の高容量の電気化学的活物質を含むとしてよい。相互接続された複数の中空ナノ構造は、
高容量の電気化学的活物質が蓄電池のサイクルにおいて膨張して入り込むための空間を提
供する複数の内部空隙を形成する。複数の内部空隙は実質的に、蓄電池の電解質には到達
不可能であるとしてよい。所定の実施形態によると、電極層は、活物質の重量に応じて、
少なくとも１００サイクル経過した後でも、少なくとも約２０００ｍＡｈ／ｇという安定
したエネルギー容量を実現する。電極層はさらに、２つ以上の中空ナノ構造を相互接続す
る複数の結合構造をさらに備えるとしてよい。複数の結合構造は、高容量の電気化学的活
物質、金属、および、ポリマーバインダのうち１以上の材料を含むとしてよい。
【００１１】
　所定の実施形態に係る電極層は、導電基板を備える。相互接続された中空ナノ構造およ
び導電基板の一部を、追加の接合構造で相互接続するとしてよい。所定の実施形態による
と、活物質は、シリコン、スズ、および／または、ゲルマニウムを含む。電極層はさらに
、相互接続された中空ナノ構造の外側表面を実質的に被覆している外側層を備えるとして
よい。外側層は、炭素、チタン、シリコン、アルミニウム、および／または、銅を含むと
してよい。所定の実施形態によると、電極層は、孔隙率が約２０％と８０％との間である
。所定の実施形態によると、蓄電池はリチウムイオン電池であり、電極層の活物質は負極
活物質である。
【００１２】
　所定の実施形態に係るリチウムイオン電池は、アスペクト比が少なくとも約４であり、
長さが少なくとも約５マイクロメートルであり、シェルの厚みが約１００ナノメートル未
満である、相互接続された複数の中空ナノ構造を有する電極層を備える。複数の中空ナノ
構造は、１以上の高容量の電気化学的活物質を含むとしてよい。複数の中空ナノ構造は、
高容量の電気化学的活物質が蓄電池のサイクルにおいて膨張して入り込むための空間を提
供する複数の内部空隙を形成する。
【００１３】
　さらに、リチウムイオン電池等の電池で利用される電気化学的活物質を含む電極組立体
が提供される。さらに、当該電極組立体の製造方法が提供される。所定の実施形態に係る
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製造方法では、１以上のエレクトロスピニング処理を行なう。例えば、導電基板上にファ
イバーの層を成膜するエレクトロスピニング処理を行う。このファイバーは、１以上の電
気化学的活物質を含むとしてよい。同じ実施形態または別の実施形態では、このファイバ
または同様のファイバは、１以上の電気化学的活物質を成膜するためのテンプレートとし
て利用され得る。活物質の例を一部挙げると、シリコン、スズ、および／または、ゲルマ
ニウムがある。さらに、第１の活物質を含むコアと、第２の活物質を含むシェルまたは任
意で第２のシェル（周囲を取り囲むように設けられる内側シェル）とを備える電極ファイ
バーが提供される。第２の活物質は、電気化学的に第１の活物質とは反対の特性を持つ（
例えば、コアは負極活物質を含み、シェルは正極活物質を含む。１以上のシェルは、セパ
レータおよび／または電解質として機能し得る。
【００１４】
　所定の実施形態によると、電気化学的活物質を含む電極組立体の製造方法が提供される
。電極組立体は、リチウムイオン電池等の電池で利用可能である。当該方法は、第１の面
および第２の面を有する薄膜基板を用意する段階と、エレクトロスピニング法で形成され
た第１のファイバを有する第１の層を、エレクトロスピニング成膜法を用いて第１の面に
成膜する段階とを備える。エレクトロスピニング法で形成されるファイバは、１以上の電
気化学的活物質を含む。当該方法はさらに、エレクトロスピニング成膜法を用いて、エレ
クトロスピニング法で形成された第２のファイバを含む第２の層を成膜する段階を備える
としてよい。所定の実施形態によると、当該方法では、アニーリング、仮焼、炭化、焼結
、押圧、および、冷却といった処理のうち１以上を実行する。
【００１５】
　所定の実施形態によると、基板の第２の面上に第２の層を成膜する。第１の層および第
２の層は、厚みが略同じであってよく、組成が略同じであってよい。所定の実施形態によ
ると、第１の層は負極活物質を含む。第２の層は、正極活物質を含むとしてよい。さらに
、薄膜基板は、透過性膜を含むとしてよく、例えば、電池用セパレータ、電池用電解質、
または、電池用のセパレータおよび電解質の組み合わせを含むとしてよい。所定の実施形
態によると、第１の層および／または第２の層は、複数の別個のパッチを含み、当該パッ
チは、パッチ同士の間では基板の第１の面および／または第２の面の一部が露出するよう
に基板上に配置されている。この複数の別個のパッチは、２つの機械的停止部および／ま
たは一の電気遮蔽部を用いて形成されるとしてよい。
【００１６】
　所定の実施形態によると、第２の層は、第１の層の上方に成膜される。当該方法はさら
に、エレクトロスピニング法で形成された第３のファイバを含む第３の層を第２の層の上
方に成膜する段階と、エレクトロスピニング法で形成された第４のファイバを含む第４の
層を第３の層の上方に成膜する段階と、第１の層を基板から分離して４つの層、つまり、
第１の層、第２の層、第３の層および第４の層を含む積層体を形成する段階とを備えると
してよい。第１の層は、１以上の電気化学的活物質を含む、エレクトロスピニング法で形
成されるファイバを含む。エレクトロスピニング法で形成される第３のファイバは、異な
る活物質を含む。例えば、第１の層が正極活物質を含む一方、第３の層が負極活物質を含
むとしてよく、またはこの逆であってもよい。第４の層および第２の層は、厚みが略同じ
であってよく、組成が略同じであってよく、電池用セパレータ、電池用電解質、または、
電池用のセパレータおよび電解質の組み合わせを含むとしてよい。当該方法はさらに、４
つの層を有する積層体を巻回してジェリーロール部を形成して、ジェリーロール部を電池
筐体内に配置する段階を備えるとしてよい。
【００１７】
　所定の実施形態に係る電極組立体は、電解質材料を含む。同じ実施形態または他の実施
形態では、第１の層のエレクトロスピニング法で形成されるファイバは、２つのファイバ
ー群を含み、第１のファイバー群が一の電気化学的活物質を含み、第２のファイバー群が
別の電気化学的活物質を含む。電気化学的活物質の例としては、シリコン、ゲルマニウム
、および、スズが挙げられる。具体的な例としては、電気化学的活物質は、シリコンナノ
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ワイヤを含む。所定の実施形態によると、エレクトロスピニング法で形成されるファイバ
の層を成膜するために用いられる基板は、銅箔、ステンレススチール箔、アルミニウム箔
、チタン箔、マイラー（登録商標）フィルム、ポリマー紙、カーボンファイバ紙、および
、カーボンファイバメッシュといった複数の種類のうち１種類以上の一続きで断続してい
ない箔である。所定の実施形態によると、第１の層を成膜する段階は、液体状の前躯体を
エレクトロスピニングノズルから供給する段階を有する。液体状の前躯体は、ポリマーを
ベースとして活物質の粒子を含む。
【００１８】
　所定の実施形態に係る電極層の製造方法は、エレクトロスピニング法で形成されたファ
イバを含む第１の層を成膜する段階を備える。当該ファイバは、コアシェル型構造を持ち
、１以上の電気化学的活物質を含む。当該方法では、第１の層に対して処理を施して、エ
レクトロスピニング法で形成されるファイバの形状および／または組成を変化させて電極
層を形成するとしてよい。処理によって、固体であるコアは中空円筒体に変化する。処理
としては、エレクトロスピニング法で形成されたファイバから溶媒を乾燥させる処理、お
よび／または、アニーリング、仮焼、炭化、焼結、押圧および／または冷却等の１以上の
成膜後処理が含まれるとしてよい。
【００１９】
　所定の実施形態に係る、電極層の製造方法では、エレクトロスピニング法で形成された
ファイバを含む第１の層を成膜する。エレクトロスピニング法で形成されたファイバは、
ポリマー材料を含むとしてよい。当該方法ではさらに、エレクトロスピニング法で形成さ
れたファイバの周囲にアモルファスシリコンコーティングを形成して、第１の層を処理し
て、電極層を形成するとしてよい。エレクトロスピニング法で形成されたファイバは、電
気化学的活物質を含むとしてよい。
【００２０】
　所定の実施形態に係る、電池の電極で利用される電極用ファイバは、第１の電気化学的
活物質を有するコアと、コアの周囲に形成されているシェルと、シェルの周囲に形成され
ており、第１の活物質と反対の電気化学的特性を持つ第２の電気化学的活物質を含む第２
のシェルとを備える。内側シェルは、セパレータ材料および／または電解質材料を含むと
してよく、コアと第２のシェルとの間を電子的に絶縁する機能を持つとしてよい。シェル
はさらに、コアと第２のシェルとの間で電気化学的活性イオンを輸送するように構成され
ているとしてよい。
【００２１】
　本発明の上記およびその他の側面は、図面を参照しつつさらに以下で説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】所定の実施形態に係る、高容量の電気化学的活物質を含む相互接続された中空ナ
ノ構造を持つ電極層を用意する方法を説明するための処理フローチャートである。
【００２３】
【図２Ａ】所定の実施形態に係る、基板および複数のテンプレートパッチを備える組立体
を示す概略斜視図である。
【００２４】
【図２Ｂ】所定の実施形態に係る、基板および複数のテンプレート構造を備える組立体を
示す概略側面図である。
【００２５】
【図３Ａ】所定の実施形態に係る、高容量の材料を含むナノスケールコーティングを形成
する前の、基板に近接して、且つ、互いに近接して設けられている２つのテンプレート構
造を備えるテンプレートを示す概略図である。
【００２６】
【図３Ｂ】所定の実施形態に係る、２つの結合構造を含む、２つのテンプレートの周囲お
よび基板表面上に形成されている、相互接続された中空ナノ構造を備える電極層を示す概
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略図である。
【００２７】
【図４】所定の実施形態に係る電極層製造プロセスの３つの異なる段階における構造の様
子を一例として示す概略図である。
【００２８】
【図５Ａ】所定の実施形態に係る電極構成例を示す概略上面図である。
【図５Ｂ】所定の実施形態に係る電極構成例を示す概略側面図である。
【００２９】
【図６Ａ】所定の実施形態に係る円形に巻いた構成のセルの例を示す概略上面図である。
【図６Ｂ】所定の実施形態に係る円形に巻いた構成のセルの例を示す概略斜視図である。
【００３０】
【図７】所定の実施形態に係る角柱状に巻いた構成のセルの一例を示す概略上面図である
。
【００３１】
【図８Ａ】所定の実施形態に係る複数の電極および複数のセパレータシートから構成され
る積層体の一例を示す概略上面図である。
【図８Ｂ】所定の実施形態に係る複数の電極および複数のセパレータシートから構成され
る積層体の一例を示す概略斜視図である。
【００３２】
【図９】実施形態に係る巻いた構成のセルの例を示す概略断面図である。
【００３３】
【図１０】電気化学セルを製造する一般的なプロセスの一例を示す図である。
【００３４】
【図１１】所定の実施形態に係る電極を構成する１以上の層を成膜するためのエレクトロ
スピニングデバイスの一例を示す図である。
【００３５】
【図１２】所定の実施形態に係る電極を構成する１以上の層を成膜するためのエレクトロ
スピニング装置の一例を示す図である。
【００３６】
【図１３】所定の実施形態に係る電極を構成する１以上の層を成膜する一般的なプロセス
の一例を示す図である。
【００３７】
【図１４Ａ】エレクトロスピニングノズルから射出した電池用ファイバの一例を示す図で
ある。
【００３８】
【図１４Ｂ】所定の実施形態に係る電池用ファイバの例を２つ示す図である。
【００３９】
【図１５Ａ】所定の実施形態に係る、基板および４つの電池層を備えるパッチを示す上面
図である。
【図１５Ｂ】所定の実施形態に係る、基板および４つの電池層を備えるパッチを示す側面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下の説明では、本発明を完全に理解していただくべく具体的且つ詳細な内容を数多く
記載する。本発明は、以下に記載する具体的且つ詳細な内容の一部または全てを採用する
ことなく実施するとしてもよい。また、公知の加工処理については、本発明を不要にあい
まいにすることを避けるべく、詳細な説明を省略している。具体的な実施形態に基づき本
発明を説明するが、本発明はそのような実施形態に限定されるものではないと理解された
い。
【００４１】
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　＜序論＞
　高容量の電気化学的活物質から、蓄電池で利用されるナノ構造を形成することができる
。ナノ構造は、大構造に比べると、電池サイクルにおける劣化が非常に遅い傾向にある。
これは、ナノ構造は粉状化されにくいので、電極の導電性電流コレクタとの電気接触が維
持されるためである。しかし、活物質の装着を適切なものとしつつナノ構造を備える電極
活性層を製造するのは困難である。例えば、複数のナノ構造を機械的に配置して、支持し
て、そして電気的に相互接続すること、および、その後にこの配置および相互接続を多数
のサイクルにわたって維持することは困難である。例えば、直径が０．０５～０．１０マ
イクロメートルに過ぎない固体ナノ粒子は、通常は５０～１００マイクロメートルの厚み
を持つ活性層である基板に対する導電性を確保するためには、多くの電気接続および中間
構造を利用しなければならない。例えば、ナノ粒子と導電性添加剤との間を直接接触させ
ることによって形成される初期電気接続は、リチオ化／充電中にナノ粒子が膨張すると、
失われてしまうことが多い。ナノ粒子は、膨張すると、他の構成要素から離れてしまう。
非リチオ化／放電中にナノ粒子が縮小すると、多くの初期接続は失われてしまう場合があ
り、実質的には「不活性」粒子となる、「接続されていない」活性粒子が発生してしまう
。別の種類のナノ構造として、ナノフィルムが挙げられる。ナノフィルムは通常、厚みが
０．１～０．２５マイクロメートル未満であるので、電極表面の単位面積当たりに含有可
能な活物質の量が非常に少量になってしまい、大半の電池用途としては適切な容量が得ら
れない。
【００４２】
　本明細書に開示する相互接続された中空ナノ構造では、上述したナノ構造が持つ幾つか
の有益な特性を組み合わせて、従来の固体構造では実現し得なかった新しい特性および機
能を実現する。電池の電極で利用される中空シリコンナノ構造の一例を、図３Ｂに示す。
当該中空ナノ構造は、ナノスケールのシェルを備えるが、他の寸法ははるかに大きくする
としてもよい。例えば、ナノチューブは、内径を最高で５マイクロメータとして、長さを
最高で５０マイクロメータ、時にはこれより長くするとしてもよい。このように比較的大
きなナノチューブであっても、ナノスケールシェルが薄いので、リチオ化／非リチオ化の
サイクルで大規模な粉状化を引き起こすことはない。このようなナノチューブには、活物
質が拡大した際に収容され得る空隙が内側に設けられているいずれの特定の理論にも限定
されることはないが、アモルファスシリコン等の高容量の材料は、中空構造に配置される
場合には、他のナノ構造に配置される場合とは、膨張／縮小挙動が異なると考えられてい
る。この相違点が意外なことに、新型ナノ構造の電池サイクル中の安定性に貢献すること
が分かっている。これは、新型電極層が組み込まれた電池のサイクル寿命が並外れて長い
ことから明らかである。例えば、実験結果によると、１４０サイクルを超えても２０００
ｍＡｈ／ｇ以上の安定した容量が得られることが分かった。
【００４３】
　相互接続された中空ナノ構造は、テンプレート構造の周囲に高容量の材料を含むコーテ
ィングを形成することによって、用意できる。所定の実施形態によると、複数のテンプレ
ート構造が、互いに対して、または、基板に対して比較的近接した位置に配置される場合
、コーティング層同士が重複して、結合構造が形成される。この後、テンプレートは、一
部または全体を除去および／または縮小させて、ナノ構造の内部に空洞を形成する。電極
層および製造方法は、上記およびその他の側面について以下でより詳細に説明する。
【００４４】
　＜プロセス＞
　図１は、所定の実施形態に係る、高容量の電気化学的活物質を含む相互接続された中空
ナノ構造を持つ電極層を用意する方法を説明するためのプロセスフローチャートである。
プロセス１００は、処理１０２において複数のテンプレート構造を備えるテンプレートを
受け取ることから開始されるとしてよい。テンプレート構造の例としては、高アスペクト
比（例えば、少なくとも約４、１０または５０）のファイバおよび中空の管（例えば、カ
ーボンナノチューブ）、粒子（例えば、略円形の粒子）、薄片、粒子または球体、および
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、その他の種類のテンプレート構造が挙げられる。テンプレートは一般的に、後に中空ナ
ノ構造へと変形し得る高容量材料のコーティングを形成する上で適切な表面を提供するの
であればどのような形状を持つとしてよい。テンプレート構造の主要断面寸法（例えば、
ファイバおよび粒子の直径）は、約１ナノメートルと５０００ナノメートルとの間であっ
てよく、より具体的には、約１０ナノメートルと１０００ナノメートルとの間であってよ
く、さらに具体的には１００ナノメートルと５００ナノメートルとの間であってよい。特
定の実施形態によると、テンプレートは、複数のランダムに配向されたファイバを備える
。ファイバは、直線状であってもよいし（例えば、カーボンナノチューブ、カーボンファ
イバ）、または、曲線状であってもよい（例えば、エレクトロスピニング法で形成される
ポリマーファイバ）。ファイバは、長さが平均で少なくとも約１００ナノメートルであっ
てよく、より具体的には、少なくとも約１マイクロメートルであってよく、または、少な
くとも約５０マイクロメートルであってもよい。
【００４５】
　ファイバまたはその他のテンプレート構造はそれぞれ、各テンプレート構造にコーティ
ング層が成膜される際に、当該コーティング層のうち少なくとも一部が重複して結合構造
が形成されるように、互いに比較的近接して配置されるとしてよい。言い換えると、テン
プレート構造間の距離は、少なくとも一部について、コーティング層の厚みの２倍未満で
なければならない。一部のテンプレート構造は、互いに直接接触しているとしてもよい。
例えば、ランダムに配向された複数のファイバの層は、各ファイバが他のファイバとの間
で少なくとも２つの接触点を持つテンプレートとして利用され得る。
【００４６】
　所定の実施形態によると、テンプレートは、孔隙率が約２０％と８０％との間であり、
より具体的には、約５０％と７０％との間である。成膜する層の厚みを大きくするために
は、および／または、（例えば、電解質のマイグレーションを改善するために）孔隙率が
高い電極層を形成するためには、孔隙率を高くする必要があるとしてよい。テンプレート
の孔隙率は、他の要因にも左右される電極層の孔隙率とは区別すべきである。所定の実施
形態によると、複数のテンプレート構造が、別の共通要素、例えば、電流コレクタ基板等
の基板に取着されている。このような実施形態では、複数のテンプレート構造は、互いに
接触することなく存在し得る。例えば、金属シリサイドナノワイヤは、金属基板上に形成
して、テンプレートとして利用可能である。このようなテンプレートの例は、米国仮特許
出願第６１／３１０，１８３号（発明の名称：「電気化学的に活性のシリサイド含有構造
」、出願日：２０１０年３月３日）に記載されている。当該仮特許出願は、参照により本
願に組み込まれる。尚、このようなテンプレートであっても、テンプレート構造間で偶発
的に接触している箇所が幾つかあるとしてよい。
【００４７】
　テンプレートは、少なくとも初期段階は、高容量のコーティングを形成する際の処理条
件に対する耐性を持つ必要がある。テンプレートは、陥没、縮小、および／または、その
他の形状の歪みはある程度まで許容され得るが、形成されたコーティングに対して初期段
階では機械的支持力を提供可能である必要がある。最終的に中空ナノ構造が形成できなく
なるまで大きく形状が歪むことは回避しなければならない。このために、ロバスト性のテ
ンプレート材料（例えば、耐熱性材料）を選択するか、または、特定の方法でコーティン
グ条件を制御するとしてよい。これについては以下で詳細に説明する。
【００４８】
　テンプレート材料の例としては、さまざまなポリマー材料（例えば、ポリアクリルナイ
トライド（ＰＡＮ）（酸化ＰＡＮファイバとして）、ナイロン、ポリエチレン、ポリエチ
レンオキサイド、ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレンおよびポリビニル）、炭素
をベースとする材料（例えば、グラファイト、コークス、カーボンナノチューブ、カーボ
ンファイバ）、金属（例えば、銅、ニッケル、アルミニウム）、金属酸化物、および、金
属シリサイドが挙げられる。エレクトロスピニング法で形成されるファイバまたは任意の
その他の形態として提供され得るテンプレート材料は、米国仮特許出願第６１／１８３，
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５２９号（発明の名称：「電池の電極を製造するためのエレクトロスピニング法」、出願
日：２００９年６月２日）に記載されている。当該仮出願は、参照により本願に組み込ま
れる。
【００４９】
　テンプレートが形成する層は、厚みが約１マイクロメートルと３００マイクロメートル
との間、より具体的には、約１０マイクロメートルと１５０マイクロメートルとの間、さ
らに具体的には約５０マイクロメートルと１００マイクロメートルとの間であるとしてよ
い。この層は後に、電極層の境界を画定する層になるとしてよい。テンプレートの層は、
後に形成される電極の寸法（例えば、長さおよび／または幅）を画定する独立したパッチ
として形成されるとしてよい。この例については、図２Ａを参照しつつさらに後述する。
【００５０】
　所定の実施形態によると、テンプレート層は、コーティング前に、基板層に隣接して配
置される。基板層は、例えば、厚みが約５マイクロメートルと５０マイクロメートルとの
間、より具体的には、約１０マイクロメートルと３０マイクロメートルとの間である薄箔
であってよい。他の実施形態によると、基板層は、メッシュ、穿孔処理されたシート、発
泡体等である。このような実施形態によると、テンプレートは、基板層の内部に配置され
るとしてよい。例えば、テンプレート構造はメッシュワイヤから延伸する樹状突起である
。基板材料の例としては、銅、コーティング有りの金属酸化物およびコーティング無しの
金属酸化物、ステンレススチール、チタン、アルミニウム、ニッケル、クロム、タングス
テン、金属窒化物、金属炭化物、炭素、カーボンファイバ、グラファイト、グラフェン、
カーボンメッシュ、導電ポリマー、または、これらの材料を組み合わせた多層構造が挙げ
られる。所定の実施形態によると、基板は、複数の機能層および／または保護層を有する
としてよい。例えば、触媒層、拡散バリア層、および／または、接着層を有するとしてよ
い。これらの層のさまざまな例は、米国仮特許出願第６１／２６０，２９７号（発明の名
称：「電極の製造で利用される中間層」、出願日：２００９年１１月１１日）に記載され
ている。当該仮出願は、参照により本願に組み込まれる。
【００５１】
　図２Ａは、所定の実施形態に係る、基板２０２および複数のテンプレートパッチ２０４
を備える組立体２００を示す概略斜視図である。組立体２００は、例えば、基板２０２上
にテンプレートファイバをエレクトロスピニング法で直接形成することで、または、事前
にエレクトロスピニング法で形成されたファイバを基板２０２上に成膜することで、形成
されるとしてよい。テンプレートパッチが基板の両面に設けられる場合がある。活性層の
配置のさまざまな例については、電極および電池に関連して以下で説明する。所定の実施
形態によると、テンプレートパッチ２０４の長さは、最終製品である電池用電極の長さま
たは幅に対応する。支持基板２０２は、製造工程の後の段階で、切断して複数のテンプレ
ートパッチを電極毎に分割するとしてもよい。
【００５２】
　図２Ｂは、所定の実施形態に係る、基板２１２および複数のテンプレート構造２１４を
備える組立体２１０を示す概略側面図である。テンプレート構造２１４の一部は、基板に
根付いた構成とすることが出来、これによってテンプレートと基板２１２との間を機械的
に接続することができる。テンプレートの一部が電極層に残る場合には、このように基板
に根付いた構成を採用することによって、少なくともある程度は、電極層に対する機械的
支持および／または導通状態が得られることにつながるとしてよい。基板に根付く構成は
、米国特許出願第１２／４３７，５２９号（発明の名称：「ナノ構造を備える蓄電池用電
極」、出願日：２００９年５月７日）に記載されているようにさまざまな形態を取り得る
。当該出願は、参照により本願に組み込まれる。一部の実施形態によると、テンプレート
は基板に結合されていない。図３Ａおよび図３Ｂに関連付けて後述するように、活物質コ
ーティングを形成することによって基板に結合されるとしてよい。他の結合処理および／
または他の材料を利用するとしてもよい。例えば、基板上に接着層を形成して、活物質構
造と基板との接着度を高めることができる。他の実施形態によると、テンプレート構造２
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１４は、例えば、バインダを用いて一時的に基板２１２上で支持される。バインダは、後
に、高容量の材料をコーティングを形成する前または形成中に除去される。他の例を挙げ
ると、テンプレート構造２１４は、静電力または磁力を利用して基板２１２上に支持され
る。
【００５３】
　図１に戻って、受け取ったテンプレートは、高容量コーティングを形成する前に、処理
１０４において前処理が施されるとしてよい。前処理の例としては、テンプレート構造同
士を相互接続する処理、テンプレートを基板に取着する処理、テンプレートを所定の所望
の形状にする処理および／またはテンプレートの孔隙率を所定の所望の水準にする処理、
テンプレートを熱的に安定化させる処理、テンプレートの組成を変更する（例えば、ポリ
マーを炭化する）処理および導電率を変更する処理、および、その他のさまざまな目的の
ために実行される処理が挙げられる。所定の実施形態によると、テンプレートを押圧して
、テンプレートの孔隙率を低減するか、または、目標とする厚みを実現する。これは、例
えば、結果として得られる中空ナノ構造間の相互接続をより強固にするためである。ポリ
マーをベースとするテンプレートは、押圧時に少なくとも約摂氏１００度まで、より具体
的には少なくとも約摂氏１５０度まで加熱するとしてよい。
【００５４】
　同じ実施形態または別の実施形態によると、ポリマーをベースとするテンプレートは、
処理１０４において、熱的に安定化されるとしてよい。例えば、ポリマーをベースとする
テンプレート構造は、約摂氏１００度と摂氏３００度との間の温度まで、より具体的には
、約摂氏１５０度と摂氏２５０度との間の温度まで、約１時間と４８時間との間の期間に
わたって、より具体的には、約１２時間と２８時間との間の期間にわたって、不活性雰囲
気（例えばアルゴン雰囲気）において加熱することができる。所定の実施形態によると、
酸化剤をチャンバに追加して、酸化物層を形成する（例えば、酸化ＰＡＮを形成する）と
してよく、さらにテンプレート構造の一部を完全に焼成してテンプレート構造の寸法およ
び／または組成を変化させるとしてよい。
【００５５】
　ポリマーをベースとするテンプレートはさらに、部分的または全体的に、熱分解または
炭化するとしてよい。例えば、炭化することによって、その後の処理のための熱安定性お
よび表面特性の改善につながるとしてよい。所定の実施形態によると、テンプレートを炭
化するためには、約摂氏３００度と摂氏２０００度との間の温度まで、より具体的には約
摂氏５００度と１７００度との間の温度まで、約０．２５時間と４時間との間の期間、よ
り具体的には、約０．５時間と２時間との間の期間にわたってテンプレートを加熱する。
炭化または熱分解は、さまざまな環境で実行するとしてよいが、通常は不活性環境または
還元環境である。
【００５６】
　プロセス１００では続いて、処理１０６において、１以上の高容量の活物質を含むナノ
スケールコーティングをテンプレートの周囲に形成するとしてよい。当該コーティングは
、平均して、厚みが約５ナノメートルと１０００ナノメートルとの間であってよく、より
具体的には約１０ナノメートルと５００ナノメートルとの間であってよく、さらに、約２
０ナノメートルと１００ナノメートルとの間であってよい。この厚みは、少なくとも部分
的に、コーティングされた材料の組成、および、コーティングされた材料によって形成さ
れたシェルの断面寸法（例えば、直径）によって決まるとしてよく、そして、上述したよ
うにテンプレートの寸法によって決まるとしてよい。
【００５７】
　高容量の活物質は、理論上のリチオ化能力が少なくとも約６００ｍＡｈ／ｇである任意
の電気化学的活物質と定義される。このような材料の例としては、シリコン含有材料（例
えば、結晶性シリコン、アモルファスシリコン、その他のシリサイド、酸化シリコン、亜
酸化シリコン、酸窒化シリコン）、スズ含有材料（例えば、スズ、酸化スズ）、ゲルマニ
ウム、炭素含有材料、金属水素化物（例えば、ＭｇＨ２）、金属シリサイド、金属リン化
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物および金属窒化物が挙げられる。他の例としては、炭素－シリコンの混合材料（例えば
、炭素でコーティングされたシリコン、シリコンでコーティングされた炭素、シリコンが
ドーピングされた炭素、炭素がドーピングされたシリコン、および、炭素およびシリコン
を含む合金）、炭素－ゲルマニウムの混合材料（例えば、炭素でコーティングされたゲル
マニウム、ゲルマニウムでコーティングされた炭素、ゲルマニウムがドーピングされた炭
素、炭素がドーピングされたゲルマニウム）、および、炭素－スズの混合材料（例えば、
炭素でコーティングされたスズ、スズでコーティングされた炭素、スズがドーピングされ
た炭素、および炭素がドーピングされたスズ）が挙げられる。所定の実施形態によると、
コーティングは、理論上のリチオ化能力が上記の値に満たない活物質を含むとしてよい。
このような活物質は、高容量の活物質と組み合わせて用いることも、また単体で用いるこ
ともできる。
【００５８】
　この方法を用いて、負極層および正極層の両方を形成するとしてよい。正極用の電気化
学的活物質の例としては、さまざまなリチウム金属酸化物（例えば、ＬｉＣｏＯ２、Ｌｅ
ＦｅＰＯ４、ＬｉＭｎＯ２、ＬｉＮｉＯ２、ＬｉＭｎ２Ｏ４、ＬｉＣｏＰＯ４、ＬｉＮｉ

１／３Ｃｏ１／３Ｍｎ１／３Ｏ２、ＬｉＮｉＸＣｏＹＡｌＺＯ２、ＬｉＦｅ２（ＳＯ４）

３）、フッ化炭素、フッ化鉄（ＦｅＦ３）等の金属フッ化物、金属酸化物、硫黄およびこ
れらの組み合わせが挙げられる。また、このような正極活物質および負極活物質にドーピ
ングを行なったもの、および、非化学量論的なものも利用し得る。ドーパントの例として
は、周期表の第ＩＩＩ族および第Ｖ族の元素（例えば、ホウ素、アルミニウム、ガリウム
、インジウム、タリウム、リン、ヒ素、アンチモン、およびビスマス）およびその他の適
切なドーパント（例えば、硫黄およびセレニウム）が挙げられる。
【００５９】
　所定の実施形態によると、当該コーティングは、結合構造を複数形成する。結合構造に
おいて、互いに近接しているテンプレート構造を被覆している少なくとも２つのコーティ
ング層が重複している。また、コーティングは、テンプレートの近傍に基板が設けられて
いれば、基板上にも成膜されるとしてよい。この場合、基板界面でも結合構造が形成され
得る。言い換えると、コーティングは、複数のテンプレート構造の周囲に形成されている
複数の層と、そして、所定の実施形態では、さらに基板表面上に形成される層とから構成
される相互接続網として説明できる。テンプレートの周囲に形成された層は、最終的に得
られることになる相互接続された中空ナノ構造のシェルまたはシェルの一部を形成する。
このプロセスおよび対応する構造の具体例は、図３Ａおよび図３Ｂを参照しつつより詳細
に以下で説明する。
【００６０】
　図３Ａは、基板３０２と、２つのテンプレート構造３０４ａおよび３０４ｂとを備える
初期の組立体３０１を示す図であり、テンプレート構造の周囲に活物質のコーティングを
形成する前の様子を示す図である。所定の実施形態によると、この組立体３０１がテンプ
レートとして提供される。テンプレート構造３０４ａおよび３０４ｂは、両者間の間隙が
可変であるものとして、且つ、下側のテンプレート構造３０４ａと基板３０２との間の間
隙が可変であるものとして図示されている。一部の領域において、この間隙が高容量のコ
ーティングの厚みの２倍未満であり、その位置において結合構造が形成されることになる
。
【００６１】
　図３Ｂは、３０６ａ、３０６ｂ、および３０６ｃの３層から構成される高容量のコーテ
ィングを形成した後の、処理後の組立体３０３を示す図である。元のテンプレート構造３
０４ａおよび３０４ｂは、処理後の組立体３０３に存在するとしてもよいし、存在しない
としてもよい。このコーティング層は、２つの結合構造３０８および３１０を形成するも
のとして図示されている。具体的に説明すると、結合構造３０８は、層３０６ａと３０６
ｂとが重複する箇所に形成されている。上述したように、テンプレート構造３０４ａおよ
び３０４ｂは、この箇所において、離間距離がコーティングの厚みの２倍未満であった。
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同様に、結合構造３１０は、下側のテンプレート構造３０４ａと基板３０２との間の距離
に起因して、層３０６ａと３０６ｃとが重複する箇所にも形成された。このような結合構
造３０８および３１０によって、最終的に得られる中空ナノ構造に対する機械的な支持が
得られると同時に、リチオ化箇所と基板３０２との間に電子の経路が得られる。
【００６２】
　所定の実施形態（不図示）によると、テンプレートは、少なくとも２種類の異なるテン
プレート構造を備えるとしてよい。ある種類のテンプレート構造は、コーティングに利用
可能な表面積が大きいものであってよく、つまり、面状テンプレート構造であってよい。
このような面状テンプレート構造は、十分な表面積が得られるように、サイズが相対的に
大きく、アスペクト比も相対的に高く、テンプレート中で主流となっている。別の種類の
テンプレート構造は、主に電極層内で形成される結合構造の数を多くするために用いられ
るとしてよく、つまり、相互接続用テンプレート構造であってよい。相互接続用テンプレ
ート構造は一般的に、面状テンプレート構造の間にはまるように、相対的にサイズが小さ
く、アスペクト比も低いとしてよい。例えば、ナノファイバとナノ粒子とを組み合わせて
複合テンプレートとして利用して、上記の効果を実現するとしてよい。
【００６３】
　高容量のコーティングは、さまざまな成膜技術を用いて形成するとしてよい。例えば、
プラズマ化学気相成長（ＰＥＣＶＤ）法およびサーマル化学気相成長（ＣＶＤ）法を含む
ＣＶＤ法、電気メッキ法、無電解メッキ、および／または、溶媒成膜技術等を用いるとし
てよい。以下では、ＰＥＣＶＤ法の例をより詳細に説明する。テンプレートは、約摂氏２
００度と摂氏４００度との間の温度まで、具体的には、約摂氏２５０度と摂氏３５０度と
の間の温度まで加熱される。処理チャンバには、シリコン含有先駆体（例えば、シラン）
と、１以上のキャリアガス（例えば、アルゴン、窒素、ヘリウム、および、二酸化炭素）
とを含む処理ガスを導入する。具体例では、シランおよびヘリウムの組み合わせを、シラ
ン濃度を約５％と２０％との間、より具体的には、約８％と１５％との間に設定して、用
いる。処理ガスはさらに、ホスフィン等のドーパント含有材料を含むとしてよい。チャン
バ内圧力は、約０．１Ｔｏｒｒから１０Ｔｏｒｒの間、より具体的には、約０．５Ｔｏｒ
ｒと２Ｔｏｒｒとの間の圧力で維持されるとしてよい。シラン分解を促進するために、チ
ャンバ内でプラズマを生成するとしてもよい。プラズマを利用することで、テンプレート
温度を低減させることにつながるとしてよい。これは、テンプレートの一体性を保持する
上で重要である。所定の実施形態では、パルス状ＰＥＣＶＤ法を利用する。
【００６４】
　以下で説明するプロセスパラメータ（つまり、ＲＦ電力および流量）は、サーフィス・
テクノロジー・システムズ（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）
社（英国、ニューポート）製のＳＴＳ　ＭＥＳＣ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ　ＣＶＤシステム
について設定されるパラメータである。このシステムは、直径が最大で４インチまでのテ
ンプレート／基板を処理することが出来る。当業者におかれては、こういったプロセスパ
ラメータはチャンバの種類および基板サイズを変化させるとそれに合わせて増減させるこ
とが出来ると理解されたい。ＲＦ電力は、約１０Ｗと１００Ｗとの間の電力に維持される
としてよく、処理ガスの流量は総合的に見て、約２００ｓｃｃｍと１０００ｓｃｃｍとの
間、より具体的には、約４００ｓｃｃｍと７００ｓｃｃｍとの間の流量に維持されるとし
てよい。
【００６５】
　具体的な一実施形態によると、アモルファスシリコンのコーティングの形成は、圧力を
約１Ｔｏｒｒに維持した処理チャンバで実行する。処理ガスは、約５０ｓｃｃｍのシラン
と、約５００ｓｃｃｍのヘリウムを含む。活物質にドーピングを実行する場合には、１５
％のホスフィンを約５０ｓｃｃｍで処理ガスに追加するとしてよい。基板温度は、約摂氏
３００度で維持する。ＲＦ電力レベルは、約５０ワットに設定される。
【００６６】
　上述したように、テンプレート構造、特に、ポリマーをベースとしたテンプレート構造
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の形状が大きく歪むのを避けるべく、処理１０６の少なくとも初期において処理条件を制
御することが必要になる場合がある。コーティング形成処理のある時点において、最初に
形成したコーティングをそれ以降の機械的支持力として利用することが可能となり、それ
以降は形状の歪みを懸念することなく処理条件は調整することができる。例えば、処理条
件は、コーティングの成膜速度を高めるように調整されるとしてよい。
【００６７】
　所定の実施形態によると、処理１０６では、処理条件が異なる２つ以上の段階を実行す
る。例えば、初期成膜段階およびバルク成膜段階である。第１の段階および第２の段階と
も呼ぶ。一例を挙げると、高容量のコーティングの形成は、低温で開始され、処理１０６
のある時点において温度を上げる。処理条件の変更は、漸次的に行なうとしてもよいし、
または、階段状に行なうとしてもよい。処理条件の変更は、コーティングのうち少なくと
も約１０％が形成された時点において実施するとしてもよいし、または、より具体的には
、コーティング層の少なくとも約２５％または少なくとも約５０％が形成された時点で実
施するとしてもよい（例えば、コーティングの厚みまたは重量に応じて決まる）。所定の
実施形態によると、約摂氏２５０度未満まで、より具体的には、約摂氏２００度未満まで
、さらに約摂氏１５０度未満まで、テンプレートを加熱すると、初期成膜段階を実行する
。そして、温度を、少なくとも約摂氏１５０度、より具体的には、少なくとも約摂氏２０
０度、または少なくとも約摂氏２５０度まで上昇させるとしてよい。初期成膜段階は一般
的に、テンプレートの物理的一体性が維持される条件下で実行する。このような実施形態
によると、コーティングの自己支持が可能となるまで、この条件を維持する。その時点を
過ぎると、より積極的な条件を利用して、例えば、成膜速度を上げるとしてよい。バルク
成膜段階では、テンプレートの物理的一体性を懸念することなく、より積極的な条件を利
用できる。尚、多くの実施形態において、テンプレートは大部分が犠牲的に利用される。
活物質の形状を画定するための役割を果たした後は、利用されない。
【００６８】
　図４は、所定の実施形態に係る電極層製造プロセスの３つの異なる段階における構造の
様子を一例として示す概略図である。同図では、テンプレートが変形する例を示している
。より具体的には、コーティング処理においてテンプレートの一部を除去する場合を示し
ている。尚、テンプレートは一般的に、一部または全体を、コーティング形成中に、削除
および／または縮小させることが可能である。これに代えて、テンプレートは、コーティ
ング形成処理では処理を行なわず、完全にそのまま残されるとしてもよい。このような後
者の実施形態では、その後の処理で、テンプレートを少なくとも部分的に、または、完全
に除去および／または縮小させる。尚、テンプレートの形状を変化させることに加えて、
または、それに代えて、さらに処理１０６またはその後の処理において、テンプレートの
組成を変化させる、例えば、炭化させるとしてよい。
【００６９】
　第１の段階４０１では、コーティングが無いテンプレート構造４０２を図示している。
この段階は、処理１０６を開始する前に見られるとしてよい。テンプレート構造４０２は
、図４に示すように固体であってよく、または、中空であってよい（不図示）。第２の段
階４０３では、同じテンプレート構造４０２に対して、高容量の活物質が構造４０２の周
囲に形成されて薄いコーティング４０４が設けられた様子を図示している。上述したよう
に、処理条件は、テンプレート構造４０２の形状がこの段階で大きく変形しないように選
択されるとしてよい。この段階４０３において、最初に形成されたコーティング４０４は
、テンプレート４０２からの支持の有無に関わらず、自身を支持するのに十分な強度を持
つとしてよい。このため、この時点において処理条件を変更することができる。新しい処
理条件によって、テンプレートが除去および／または縮小されるとしてよい。この結果、
残ったテンプレート構造４０８内には、第３の段階４０５で示すように、空隙４１０が形
成される。コーティングの大半は、第２の段階と第３の段階との間で形成されるとしてよ
く、これによって最終的にコーティング４０６が形成されるとしてよい。
【００７０】
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　図１に戻って、プロセス１００は続いて、処理１０８において、電極層からテンプレー
ト材料を部分的または完全に除去および／または縮小するとしてよい。この処理は任意で
ある。上述したように、除去および／または縮小は、処理１０６のコーティング形成でも
実行するとしてよい。所定の実施形態によると、追加で除去および／または縮小を実行す
る必要はない。他の実施形態では、除去および／または縮小は、処理１０６で行なわれて
、処理１０８でも再度行なわれる。さらに別の実施形態では、除去および／または縮小は
、処理１０８でのみ実行されて、処理１０６ではテンプレートは処理を行なわずそのまま
とする。例えば、アモルファスシリコン層を形成するために用いられる金属テンプレート
は、当該アモルファスシリコン層を形成する処理には影響を受けず、後にエッチングで除
去されるとしてよい。
【００７１】
　処理１０８で利用される除去／縮小方法は、部分的に、テンプレートおよびコーティン
グの材料に応じて決まる。例えば、ポリマーテンプレートは、高温で、例えば、少なくと
も約摂氏３００度、より具体的には少なくとも約摂氏４００度、またはさらに少なくとも
約摂氏５００度に加熱することによって、完全焼成またはアニーリングすることができる
。テンプレート材料のうち十分な量を完全焼成するためには、少なくとも約１時間、より
具体的には、少なくとも約４時間かかるとしてよい。所定の実施形態によると、テンプレ
ート（例えば、金属テンプレート）は化学エッチングで除去する。例えば、酸化シリコン
のコアテンプレートは、フッ化水素（ＨＦ）酸溶液を用いたエッチングで除去されるとし
てよい。一般的に、酸性溶液を用いたエッチングで、初期テンプレートとして用いられて
いるさまざまな金属ファイバまたはシリサイドファイバを除去することができる。
【００７２】
　所定の実施形態によると、略全てのテンプレート材料をナノチューブ構造から除去する
。他の実施形態では、テンプレート材料の一部を残す。尚、このように残った材料は最初
のテンプレート材料とは組成が異なる場合がある（例えば、ポリマーは炭素に変化し得る
等）。同じ実施形態または他の実施形態では、残ったテンプレート材料またはその派生物
は、電極層の重量の約２５％未満、より具体的には、約１０％未満を占めている。このよ
うな残った材料は、電極層の導電率および電気化学的容量の改善、望ましくないＳＥＩ層
形成からの保護、構造変化（例えば、体積膨張）の抑制、および、その他の目的で利用さ
れるとしてよい。
【００７３】
　プロセス１００は続いて、処理１１０において、相互接続された複数の中空ナノ構造の
上に第２のコーティングを形成するとしてよい。第２のコーティングは、ナノ構造の外側
表面上に形成されるとしてよく、このために外側コーティングと呼ぶとしてよい。一般的
に、第２のコーティングは、炭素、金属（例えば、銅、チタン）、金属酸化物（例えば、
酸化チタン、酸化シリコン）、および、金属窒化物、および、金属炭化物を含むとしてよ
い。所定の実施形態によると、外側コーティングの炭素含有率は、少なくとも約５０％で
あり、より具体的な実施形態では、少なくとも約９０％または少なくとも約９９％である
。所定の実施形態によると、外側コーティングは、グラファイト、グラフェン、酸化グラ
フェン、金属酸化物（例えば、酸化チタン）、および／またはその他の材料を含むとして
よい。外側コーティングは、相互接続された複数の中空ナノ構造の露出面（例えば、外側
表面全体、または、内側表面および外側表面の両方）を略全面にわたってコーティングす
るとしてよい。所定の実施形態によると、外側コーティングの厚みは、約１ナノメートル
と１００ナノメートルとの間であり、より具体的な実施形態では約２ナノメートルと５０
ナノメートルとの間である。具体的に説明すると、外側コーティングは、高容量のコーテ
ィングが電解質溶液と直接接触しないように（そして、問題となるＳＥＩ層を形成しない
ように）抑制しつつも、電気活性イオンは高容量のコーティングとの間で輸送されるよう
にするために用いられ得る。
【００７４】
　外側コーティングを形成する方法では、炭素をベースとする小分子（例えば、糖類）ま
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たはポリマーを成膜した後にアニーリングを実行するとしてよい。別の方法では、炭素を
ベースとする気体の熱分解を実行するとしてよい（例えば、アセチレンを用いる）。例え
ば、炭素含有外側コーティングは、メタン、エタン、または、任意のその他の適切な炭素
含有前躯体を、ニッケル、クロム、モリブデンまたは任意のその他の適切な触媒（または
、全く触媒を用いないとしてもよい）の上を通過させて、ナノ構造上に炭素の層を成膜す
ることによって、形成するとしてよい。他の方法としては、ナノ構造を有機媒体でコーテ
ィングして、有機媒体を後で焼成して炭素残留物を残す方法が挙げられる。例えば、相互
接続された複数のナノ構造を、グルコース溶液またはポリマー溶液に浸漬するとしてよい
。当該溶液をナノワイヤメッシュに入り込ませた後で、当該溶液から引き出して焼成する
。グルコースの場合、ナノ構造上に炭素残留物が残る。酸化チタン等の酸化物を含む外側
コーティングの形成は、ベース材料（例えば、チタン）を溶液から成膜することから開始
されるとしてよい。この場合、原子層堆積（ＡＬＤ）法または金属メッキ法を用いるとし
てよい。その後、例えば、高温で成膜物を酸化剤に暴露することによって、ベース材料の
酸化物を形成する。酸化シリコンは、例えば、ＣＶＤ、ＡＬＤ、またはその他の成膜方法
を利用する処理１０８および／またはその他のコーティング処理において、形成すること
ができる。
【００７５】
　図１に具体的に図示されているプロセス１００が含むその他の処理は、電極層を押圧す
る処理、電極層を機能化する処理、および、電極層から電池用電極を形成する処理を含む
としてよい。さらに下流の処理を、電極および電池の構成に関連付けて以下で説明する。
【００７６】
　＜電極層の例＞
　上述したプロセスを利用して、高容量の活物質を含む相互接続された複数の中空ナノ構
造の電極層を用意することが出来る。中空ナノ構造は、中空の球体、管、またはその他の
形状を持つとしてよく、左右対称および左右非対称のどちらであってもよい。中空ナノ構
造の空隙の最大内側断面寸法（例えば、円形構造の内径）は、約１ナノメートルと１００
０ナノメートルとの間であってよく、より具体的には、約５ナノメートルと５００ナノメ
ートルとの間であってよく、または約１０ナノメートルと１００ナノメートルとの間であ
ってよい。空隙によって、活物質が膨張した際に入り込む空間が得られ、他のナノ構造に
とって大きな障害となったり（例えば、押しのけたり）当該ナノ構造自体を粉状化させた
りという事態を回避する。具体的な実施形態によると、中空のナノ構造のうち一部または
全て（例えば、少なくとも約５０％）は、断面寸法および／または空隙の開口サイズが小
さ過ぎて、当該電極層を電池に組み込んでも電解質が入り込まず、空隙を充填することも
ない。このため、中空ナノ構造の空隙は、少なくとも通常の電池動作の間は、実質的に電
解質が無い状態を維持するとしてよい。
【００７７】
　所定の実施形態によると、中空ナノ構造は、シェルの厚みが所定の値を取る。ナノ構造
の他の寸法は十分に大きく（例えば、数マイクロメートルおよびミリメートルであっても
よい）してよいが、シェルの厚みは一般的に、約１０００ナノメートル未満である。上述
したように、シェルを薄くすることによって、サイクル中の高容量の活物質の粉状化を最
小限に抑え得る。所定の実施形態によると、シェルの厚みは、平均して約５ナノメートル
と１０００ナノメートルとの間であってよく、より具体的には約１０ナノメートルと５０
０ナノメートルとの間であってよく、さらに約５０ナノメートルと２５０ナノメートルと
の間であってもよい。電極層の孔隙率は、ナノ構造の空隙も含めて、約２０％と９０％と
の間であってよい。より具体的な実施形態では、孔隙率は約４０％と８０％との間である
。
【００７８】
　所定の実施形態によると、ナノ構造の形状は略管状である。このようなナノチューブは
、長さが少なくとも約１００ナノメートルであってよく、より具体的には少なくとも約１
マイクロメートルであってよく、さらに、少なくとも約５０マイクロメートルであってよ
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い。ナノチューブは、長さ方向に沿って、結合構造を持つとしてよい。結合構造は、隣接
するナノ構造同士を物理的または金属で結合する。結合構造は通常、隣接するナノ構造同
士の間に直接電子をやり取りする経路を提供し、隣接するナノ構造同士の間に導電経路を
設けるための外部導電部（例えば、カーボンブラック）を必要としない。
【００７９】
　電極層は、導電基板に固定されるとしてもよい。所定の実施形態によると、導電基板の
各面に２つの電極層が設けられている。さまざまな基板の例を上述している。電極層は、
活性層と呼ばれることもあり、電池の正極または負極として、または、固体電解質として
利用可能である。この構成については以下でさらに説明する。
【００８０】
　このような新型の電極層が組み込まれた蓄電池は、少なくとも約２０００ｍＡｈ／ｇと
いう安定した電気化学容量を、（電極層の活物質の総重量に応じて変わるが）少なくとも
１００サイクルにわたって、維持することが可能である。同じ実施形態または他の実施形
態によると、電池は、少なくとも約７００ｍＡｈ／ｇという安定した電気化学容量を少な
くとも約１００サイクルにわたって維持することが可能である。
【００８１】
　＜電極および電池の構成＞
　上述した電極層は、電池用の正極および／または負極を形成するために利用することが
できる。電池用電極から通常、積層体またはジェリーロール型部材が形成される。図５Ａ
は、所定の実施形態に係る、正極５０２と、負極５０４と、２個のシート状のセパレータ
５０６ａおよび５０６ｂとを備える整列積層体を示す側面図である。正極５０２は、正極
層５０２ａおよび正極用非コーティング基板部分５０２ｂを有するとしてよい。同様に、
負極５０４も、負極層５０４ａおよび負極用非コーティング基板部分５０４ｂを有すると
してよい。多くの実施形態によると、負極層５０４ａの露出領域は、正極層５０２ａの露
出領域よりわずかに大きくなっている。これは、負極層５０４ａの挿入材料によって正極
層５０２ａから放出されるリチウムイオンを捕獲するためである。一実施形態によると、
負極層５０４ａは、１以上の方向（通常は全方向）において、正極層５０２ａよりも、少
なくとも約０．２５ｍｍと５ｍｍとの間の長さ分だけ大きくなる。より具体的な実施形態
によると、負極層は、１以上の方向において、約１ｍｍと２ｍｍとの間の長さ分だけ正極
層よりも大きくなる。所定の実施形態によると、シート状のセパレータ５０６ａおよび５
０６ｂの端縁は、少なくとも負極層５０４ａの外縁を超えて延在しており、電極を他の電
池構成要素から絶縁する。正極用非コーティング部分５０２ｂは、正極への接続を構築す
るために用いられるとしてよく、負極５０４および／またはシート状のセパレータ５０６
ａおよび５０６ｂを超えて延在するとしてよい。同様に、負極用非コーティング部分５０
４ｂは、負極への接続を構築するために用いられるとしてよく、正極５０２および／また
はシート状のセパレータ５０６ａおよび５０６ｂを超えて延在するとしてよい。
【００８２】
　図５Ｂは、整列積層体の上面図である。正極５０２は、２つの正極層５１２ａおよび５
１２ｂが平坦な正極電流コレクタ５０２ｂの互いに対向する面に設けられているものとし
て図示されている。同様に、負極５０４は、２つの負極層５１４ａおよび５１４ｂが平坦
な負極電流コレクタの互いに対向する面に設けられているものとして図示されている。正
極層５１２ａ、対応するシート状セパレータ５０６ａ、および、対応する負極層５１４ａ
の間に間隙がある場合には通常、特に蓄電池の最初のサイクルの後は、最小限から存在し
ない程度の大きさである。電極およびセパレータは、ジェリーロール型部材としてきつく
巻回されているか、または、積層体を構成している。積層体は、ぴったりとした筐体に挿
入される。電極およびセパレータは、電解質が導入された後に筐体内で膨張する傾向があ
り、初期のサイクルで、リチウムイオンが２つの電極の間をセパレータを貫通して循環す
ることによって、間隙または乾燥領域が無くなる。
【００８３】
　巻回式が一般的な構成である。複数の細長い電極を２枚のシート状のセパレータと共に
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巻回して、ジェリーロール体とも呼ばれる中間組立体を形成する。中間組立体は、曲線状
の筐体、通常は円筒状の筐体の内側寸法に合った形状およびサイズを持つ。図６Ａは、正
極６０６および負極６０４を備えるジェリーロール体を示す上面図である。電極間の白い
部分はシート状のセパレータを表すジェリーロール体は筐体６０２に挿入される。一部の
実施形態によると、ジェリーロール体は、中心にマンドレル６０８が挿入されているとし
てよく、マンドレル６０８によって最初に巻回する際の直径を画定して、内側の巻きが中
央軸領域を形成しないようにする。マンドレル６０８は、導電材料を材料とするとしてよ
く、一部の実施形態では、電池端子の一部であってよい。図６Ｂは、正極用タブ６１２お
よび負極用タブ６１４が延伸しているジェリーロール体を示す斜視図である。これらのタ
ブは、電極基板のうち非コーティング部分に溶接されているとしてよい。
【００８４】
　電極の長さおよび幅は、蓄電池全体の寸法、ならびに、電極層および電流コレクタの厚
みに応じて決まる。例えば、直径が１８ｍｍで長さが６５ｍｍである従来の１８６５０電
池は、電極の長さが約３００ｍｍと１０００ｍｍとの間であるとしてよい。低レート／高
容量の目的に合わせて短くした電極では、厚みが大きく、巻き数が少なくなる。
【００８５】
　電極がサイクル時に膨張して筐体に圧力をかけるので、一部のリチウムイオン電池では
円筒形状が望ましいとしてよい。円形の筐体は、十分な圧力を維持しつつも十分に薄くす
るとしてよい。角柱形状の電池も同様に巻回するとしてよいが、この場合は筐体が内圧か
ら長辺に沿って屈曲してしまう場合がある。また、電池の各部分で圧力が一定にならない
場合があり、角柱形状の電池では角が空いたままとなる場合もある。リチウムイオン電池
で空いた部分があるのは望ましくない。これは、電極が膨張するとこの空いた部分に不均
一に押し込まれてしまうためである。また、電解質が集まって電極間の空いた部分に乾燥
領域が出来てしまい、電極間のリチウムイオンの輸送に悪影響が出てしまう場合がある。
しかし、矩形形状因子が支配的な所定の用途では、角柱形状の電池が適切である。一部の
実施形態によると、角柱形状の電池は、矩形の電極およびシート状セパレータの積層体を
利用して、巻回型の角柱形状の電池が持つ問題の一部を回避する。
【００８６】
　図７は、巻回型の角柱形状のジェリーロール体を示す上面図である。ジェリーロール体
は、正極７０４および「負極７０６を備える。電極間の白い部分は、シート状のセパレー
タを表している。ジェリーロール体は、矩形角柱形状の筐体に挿入されている。図６Ａお
よび図６Ｂに示す円筒形状のジェリーロール体とは違って、角柱形状のジェリーロール体
は、ジェリーロール体の中央にある平坦幅広部分から巻回を開始している。一実施形態に
よると、ジェリーロール体は、中央にマンドレル（不図示）が配置され、マンドレルに電
極およびセパレータを巻きつけるとしてもよい。
【００８７】
　図８Ａは、正極および負極が交互に設けられると共に電極間にはセパレータが設けられ
ているセットを複数（８０１ａ、８０１ｂ、および８０１ｃ）備える積層型電池を示す側
面図である。積層型電池の利点の１つとして、積層体をどのような形状にも出来るという
点が挙げられ、特に角柱形状の電池に適している。しかし、積層型電池は通常、正極及び
負極の電極群を複数設けることが必要となり、電極のアラインメントが複雑になる。電流
コレクタタブは通常、各電極から延伸して電池端子につながる総合電流コレクタに接続さ
れる。
【００８８】
　上述したように電極を配置すると、電池に電解質を充填する。リチウムイオン電池の電
解質は、液体、固体、またはゲルであってよい。電解質が固体であるリチウムイオン電池
は、リチウムポリマー電池とも呼ばれる。
【００８９】
　通常の液体の電解質は、１以上の溶媒および１以上の塩を含み、そのうち少なくとも１
つがリチウムを含む。最初の充電サイクル（形成サイクルとも呼ばれる）において、電解
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質に含まれる有機溶媒が部分的に負極表面上で分解されて、固体電解質界面（ｓｏｌｉｄ
　ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ　ｉｎｔｅｒｐｈａｓｅ：ＳＥＩ）層が形成される。この界面
は通常、電気絶縁性であるがイオン伝導性は持ち、リチウムイオンは通過させることがで
きる。この界面はさらに、その後の充電サブサイクルにおいて電解質が分解しないように
抑制する。
【００９０】
　一部のリチウムイオン電池に適した非水系の溶媒の例を幾つか挙げると、環状カーボネ
ート（例えば、エチレンカーボネート（ＥＣ）、プロピレンカーボネート（ＰＣ）、ブチ
レンカーボネート（ＢＣ）およびビニルエチレンカーボネート（ＶＥＣ）、ビニレンカー
ボネート（ＶＣ））、ラクトン（例えば、γ－ブチロラクトン（ＧＢＬ）、γ－バレロラ
クトン（ＧＶＬ）およびα－アンゲリカラクトン（ＡＧＬ））、直鎖カーボネート（例え
ば、ジメチルカーボネート（ＤＭＣ）、メチルエチルカーボネート（ＭＥＣ）、ジエチル
カーボネート（ＤＥＣ）、メチルプロピルカーボネート（ＭＰＣ）、ジプロピルカーボネ
ート（ＤＰＣ）、メチルブチルカーボネート（ＮＢＣ）、および、ジブチルカーボネート
（ＤＢＣ））、エーテル（例えば、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、２－メチルテトラヒ
ドロフラン、１，４－ジオキサン、１，２－ジメトキシエタン（ＤＭＥ）、１，２－ジエ
トキシエタン、および、１，２－ジブトキシエタン）、亜硝酸塩（例えば、アセトニトリ
ルおよびアジポニトリル）、直鎖エステル（例えば、プロピオン酸メチル、ピバル酸メチ
ル、ピバル酸ブチル、ピバル酸オクチル）、アミド（例えば、ジメチルホルムアミド）、
有機リン酸塩（例えば、リン酸トリメチルおよびリン酸トリオクチル）、および、Ｓ＝Ｏ
基を含む有機化合物（例えば、ジメチルスルホンおよびジビニルスルホン）、ならびに、
これらの組み合わせがある。
【００９１】
　非水系の溶媒は、組み合わせて利用することができる。組み合わせの例を挙げると、環
状カーボネート－直鎖カーボネート、環状カーボネート－ラクトン、環状カーボネート－
ラクトン－直鎖カーボネート、環状カーボネート－直鎖カーボネート－ラクトン、環状カ
ーボネート－直鎖カーボネート－エーテル、および、環状カーボネート－直鎖カーボネー
ト－直鎖エステルといった組み合わせがある。一実施形態によると、環状カーボネートと
直鎖エステルとを組み合わせるとしてよい。さらに、環状カーボネートと、ラクトンおよ
び直鎖エステルとを組み合わせるとしてよい。具体的な実施形態によると、環状カーボネ
ートと直鎖エステルとの体積比率は、約１：９と１０：０との間であり、２：８から７：
３の間であることが好ましい。
【００９２】
　液体状の電解質に用いられる塩は、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＡｓ
Ｆ６、ＬｉＮ（ＣＦ３ＳＯ２）２、ＬｉＮ（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）２、ＬｉＣＦ３ＳＯ３、Ｌ
ｉＣ（ＣＦ３ＳＯ２）３、ＬｉＰＦ４（ＣＦ３）２、ＬｉＰＦ３（Ｃ２Ｆ５）３、ＬｉＰ
Ｆ３（ＣＦ３）３、ＬｉＰＦ３（ｉｓｏ－Ｃ３Ｆ７）３、ＬｉＰＦ５（ｉｓｏ－Ｃ３Ｆ７

）、環状アルキル基を含むリチウム塩（例えば、（ＣＦ２）２（ＳＯ２）２ｘＬｉおよび
（ＣＦ２）３（ＳＯ２）２ｘＬｉ））、ならびに、これらの組み合わせのうち１以上を含
むとしてよい。一般的な組み合わせとしては、ＬｉＰＦ６およびＬｉＢＦ４、ＬｉＰＦ６

およびＬｉＮ（ＣＦ３ＳＯ２）２、ＬｉＢＦ４およびＬｉＮ（ＣＦ３ＳＯ２）２が挙げら
れる。
【００９３】
　一実施形態によると、非水系溶媒（１種類または複数種類の組み合わせ）における塩の
総濃度は、少なくとも約０．３Ｍであり、より具体的な実施形態では、少なくとも約０．
７Ｍである。濃度の上限は、溶解度の上限によって決まるとしてよいが、約２．５Ｍ以下
になるとしてよい。より具体的な実施形態では、約１．５Ｍ以下である。
【００９４】
　固体状の電解質は通常、セパレータとしても機能するので、セパレータを省略する。固
体状の電解質は、電気絶縁性およびイオン伝導性を持ち、電気化学的に安定している。固
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体状の電解質を用いる構成の場合、上述した液体状の電解質を用いる電池と同様に、リチ
ウム含有塩を用いるが、有機溶媒に溶解されるのではなく、固体ポリマー複合体の内部に
保持される。固体ポリマー電解質の例としては、電解質の塩のリチウムイオンが結合可能
で伝導時に移動する孤立電子対を持つ原子を含むモノマーから用意されるイオン伝導性ポ
リマーが挙げられるとしてよく、例えば、フッ化ポリビニリデン（ＰＶＤＦ）または塩化
ポリビニリデンまたはその派生物のコポリマー、ポリ（クロロトリフルオロエチレン）、
ポリ（エチレン－クロロトリフルオロ－エチレン）、または、ポリ（フッ素化エチレン－
プロピレン）、酸化ポリエチレン（ＰＥＯ）およびオキシメチレンが結合されたＰＥＯ、
三官能性ウレタンで架橋されたＰＥＯ－ＰＰＯ－ＰＥＯ、ポリ（ビス（メトキシ－エトキ
シ－エトキシド））－ホスファゼン（ＭＥＥＰ）、二官能基ウレタンで架橋されたトリオ
ール型ＰＥＯ、ポリ（（オリゴ）オキシエチレン）メタクリレート－コ－アルカリ金属メ
タクリレート、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＮＭＡ
）、ポリメチルアクリロニトリル（ＰＭＡＮ）、ポリシロキサンおよびこれらのコポリマ
ーおよび派生物、アクリレートをベースにするポリマー、その他の同様の無溶媒ポリマー
、上記のポリマーを凝縮または架橋して組み合わせて形成した別のポリマー、および、上
記のポリマーのうち任意のものを物理的に混合したものが挙げられるとしてよい。これ以
外にも比較的低導電性のポリマーを上記のポリマーと組み合わせて用いて、薄型積層体の
強度を上げるとしてもよい。例えば、ポリエステル（ＰＥＴ）、ポリプロピレン（ＰＰ）
、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、フッ化ポリビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリカー
ボネート（ＰＣ）、硫化ポリフェニレン（ＰＰＳ）、および、ポリテトラフルオロエチレ
ン（ＰＴＦＥ）がある。
【００９５】
　図９は、一実施形態に係る巻回型で円筒形状の電池を示す断面図である。ジェリーロー
ル体は、らせん状に巻き回した正極９０２と、負極９０４と、２つのシート状のセパレー
タ９０６とを備える。ジェリーロール体は電池筐体９１６に挿入されており、キャップ９
１８およびガスケット９２０を用いて電池を封止している。尚、所定の実施形態では、後
続の処理（つまり、処理２０８）を完了するまでは電池を封止しないことに留意されたい
。キャップ９１２または筐体９１６が安全装置を有する場合がある。例えば、電池内で圧
力が過剰な水準まで高まると壊れて開く安全弁または破裂弁を用いるとしてよい。所定の
実施形態によると、一方向気体放出弁を設けて、正極材料が活性化される際に放出される
酸素を放出する。また、正温度係数（ＰＴＣ）装置をキャップ９１８の導電経路に組み込
んで、電池で短絡が発生した場合の損傷を低減するとしてよい。キャップ９１８の外面を
正の端子として利用するとしてよく、電池筐体９１６の外面を負の端子として利用すると
してよい。別の実施形態によると、電池の極性を逆にして、キャップ９１８の外面を負の
端子として利用し、電池筐体９１６の外面を正の端子として利用するとしてよい。タブ９
０８および９１０は、正極および負極と、対応する端子との間を接続するために用いられ
るとしてよい。内部短絡が発生しないように抑制するべく、適切な絶縁性を持つガスケッ
ト９１４および９１２を挿入するとしてよい。例えば、内部絶縁のためにＫａｐｔｏｎ（
登録商標）膜を用いるとしてよい。製造時には、キャップ９１８を筐体９１６に圧着して
電池を封止するとしてよい。しかし、この処理を実行する前に、電解質（不図示）を追加
してジェリーロール体の多孔質空間を充填する。
【００９６】
　リチウムイオン電池では剛性が高い筐体を必要とするのが普通であるが、リチウムポリ
マー電池は可撓性の箔（ポリマー積層体）のような筐体にパッケージングするとしてよい
。この筐体の材料としてはさまざまな材料を選択し得る。リチウムイオン電池の場合、Ｔ
ｉ－６－４、その他のＴｉ合金、Ａｌ、Ａｌ合金、および、３００シリーズのステンレス
スチールが正側の導電筐体部分および終端キャップに適した材料であるとしてよく、市販
の純チタン、Ｔｉ合金、Ｃｕ、Ａｌ、Ａｌ合金、Ｎｉ、Ｐｂおよびステンレススチールが
負側の導電筐体部分および終端キャップに適した材料であるとしてよい。
【００９７】
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　金属シリサイドは、上述した電池での利用に加えて、燃料電池（例えば、負極、正極、
および、電解質）、ヘテロ接合太陽電池用活物質、さまざまな形態の電流コレクタ、およ
び／または、吸収性コーティングでも利用され得る。これらの用途には、金属シリサイド
構造の広い表面積、シリサイド材料の高い導電率、および、高速且つ低コストの成膜技術
といった特徴から利点を得るものもある。
【００９８】
　＜エレクトロスピニング法＞
　電気化学電池を製造する通常のプロセス１０００を図１０に示す。当該プロセスでは、
２種類の電極を用意するための複数の処理が実行された後、２種類の電極を組み合わせて
電池を完成させる。製造プロセスのうち電極準備段階１２００は特に、労働集約的な段階
である。通常、当該プロセスは、活物質を混合してスラリーを形成すること（ブロック１
００２および１１０２）から開始され、このスラリーを対応する基板にコーティングする
（ブロック１００４および１１０４）。コーティングされたスラリーを焼成して、溶媒を
蒸発させて、固体コーティングを形成する（ブロック１００６および１１０６）。コーテ
ィング処理および焼成処理を、各電極の他方の面について繰り返す。この後、電極に対し
て押圧処理（ブロック１００８および１１０８）およびスリット形成処理（ブロック１１
００および１２００）を実行するとしてよい。その後、正極および負極を積層または巻回
して（ブロック１２０２）、電気接続部を取着して、電極組立体を筐体内に配置すること
によって、動作可能な電池を製造し（ブロック１２０４）、その後で電解質を充填し、封
止を行い、形成用の充電／放電サイクルを実行する（つまり、電池を形成する）（ブロッ
ク１２０６）。
【００９９】
　図示したプロセスには、活物質を用意するための上流処理、例えば、所望のサイズおよ
び組成を持つ構造（例えば、粒子、ファイバ）を形成する処理は含んでいない。このよう
な処理のために、電池製造プロセスの電極用意段階１２００がさらに複雑になってしまう
。また、所定の材料および形状（例えば、長いファイバ）は、従来の加工技術では加工が
容易ではない。
【０１００】
　所定の例では、図１０に図示した処理以外の処理を用いて電極を用意する。例えば、基
板に根付いたナノワイヤは、前躯体材料から、基板に直接成膜するとしてよい。このよう
な処理の一部は、米国特許出願第１２／４３７，５２９号（出願日：２００９年５月７日
）、米国特許出願第６１／１８１，６３７号（出願日：２００９年５月２７日）に記載し
ている。両特許文献の内容は、活物質および電極構造、ならびに、対応する製造プロセス
を説明するために、参照により本願に組み込まれる。
【０１０１】
　ナノ構造、より具体的には、ナノファイバとして形成される活物質は、独特な予想外の
電気化学特性を示し、所定の電極での利用が非常に望ましいとしてよい。例えば、シリコ
ンナノワイヤは、繰り返し特性が良好な高容量のアノードへのリチウム挿入時にシリコン
破壊限界を超える応力レベルが加えられることなく形成することができる。また、粒子に
代えて長尺状構造（１つの寸法が、他の２つの寸法よりも大幅に大きい構造）を利用する
ことで、所定の電気的特性および機械的特性を始めとする他の特性を改善することができ
る。
【０１０２】
　＜エレクトロスピニング装置＞
　エレクトロスピニング技術を適宜変更することによって電気化学電池用の活物質および
電極の製造に利用できることは予想外の発見であった。エレクトロスピニング処理では、
電荷を利用して、粘性材料または粘弾性材料等の液体状前躯体の液体流を薄く形成する。
液体状前躯体は後に、固化してファイバとなる。エレクトロスピニング処理は、エレクト
ロスプレー処理および従来の解決方法である乾式紡糸（ドライスピニング）と、所定の特
徴が共通している。エレクトロスピニングでは、溶解した前躯体および融解した前躯体の
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両方を利用するとしてよい。
【０１０３】
　図１１は、所定の実施形態に係るエレクトロスピニングデバイス２０００の一例を示す
図である。当該エレクトロスピニングデバイスは、液体状前躯体２００４を保持するため
の容器２００２を備えるとしてよい。容器２００２は、シリンジ、供給管、または、その
他の任意の適切な容器であってよい。容器２００２には、液体状前躯体が補充される。所
与の機構（不図示）を用いて、液体状前躯体２００４の組成、濃度、粘度およびその他の
パラメータを適切な値にするとしてよい。容器２００２は、容器２００２から液体流を薄
く出すための１以上のノズル２００６を有しているとしてよい。各ノズル２００６は、固
化するとファイバになる液体状前躯体の液体流をそれぞれ別個に出す。所定の実施形態に
よると、さらに以下で説明するが、液体流および結果的に生成されるファイバは、複数の
材料がさまざまに組み合わせられているとしてよい。例えば、コアシェル構造を含むとし
てよい。このようなプロセスでは特別な複合型の同軸ノズルを利用する。
【０１０４】
　ノズルの構成は、放出する液体流および結果的に得られるファイバの寸法、断面プロフ
ィール、および、その他のパラメータを左右する。エレクトロスピニング処理で制御され
得るノズルの構成以外の処理パラメータとしては、ポリマー分子の重量、分子の重量分布
および構造、ポリマー溶液特性（例えば、粘度、伝導率、誘電率、表面張力）、電位、流
量、濃度、針と基板との間の距離、外囲温度、および、湿度等が挙げられる。上記のパラ
メータのうち一部については、さらに後述する。
【０１０５】
　一部の実施形態によると、ファイバは、コレクタプレートに当たる際の衝撃による平坦
化、または、屈曲可能なポリマー皮膜を形成することによって、平坦化構造／帯状構造を
形成するとしてよい。平坦化形状の場合のポリマーおよび溶媒の例として、ポリビニルア
ルコールおよび水、ポリエーテルイミドおよびヘキサフルオロ－２－プロパノール、ナイ
ロン－６およびヘキサフルオロ－２－プロパノール、ポリスチレンおよびジメチル－ホル
ムアミドまたはテトラヒドロフランが挙げられる。さらに所定のポリマー（例えば、フッ
化ポリビニリデン、ポリ２－ヒドロキシエチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリエー
テルイミド）は、液体流が不安定なので、分岐状構造を形成することが可能である。
【０１０６】
　ノズル数を始めとするさまざまな要因によって、成膜速度が決まる。可動ウェブ全体に
わたって設けられた複数のノズルを用いて、適切な成膜速度を実現すると共にウェブ全体
でのナノファイバの分布を均一化するとしてよい。所定の実施形態によると、ノズル数は
、約１個と１０００個との間であってよく、より具体的には１０個と２００個との間であ
ってよく、より具体的には５０個と１５０個との間であってよい。ノズル数を多くすると
（直径が同じと仮定する場合）出力が増加し、高速ウェブ成膜処理で求められる要件を満
たすが、一部の実施形態によると、ファイバの数が多くなると各ファイバの配置が難しく
なるという問題があるとしてよい。例えば、後述する電池用ファイバの実施形態では、各
ファイバを成膜後に別個に取り扱うが、このために並行処理で利用するノズル数に制限が
課されてしまう。
【０１０７】
　所定の実施形態によると、ノズル２００６は、金属針である。ノズルは一般的に、導電
材料から形成されている。ノズルの内径は通常、所望されるファイバ直径および上記の所
定の処理パラメータ（例えば、粘度、表面張力、印加電圧、距離）に応じて決まる。ノズ
ル構成の他のパラメータとして、先端形状が挙げられる。例えば、平坦な先端であってよ
い。上記のパラメータは、先端の終端において液体流が形成するテイラーコーンが、結果
的に得られるファイバが途切れないような円滑な液体流を提供できるように、選択されて
組み合わせられる。
【０１０８】
　ノズル２００６は、電源２００８（例えば、５－５０ｋV）に接続されている。電源２
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００８はさらに、導電材料から形成されているコレクタプレート２１００に接続されてい
る。コレクタプレート２１００は、回転ドラム、可動ウェブ、またはその他の形状を持つ
としてよい。ノズル２００６に対してコレクタプレート２１００を移動させることによっ
て、ファイバの分布および回収を均一化する。所定の実施形態によると、ノズル２００６
およびコレクタプレート２１００は両方を移動させるとしてもよい。
【０１０９】
　所定の実施形態によると、ノズルアレイのうち１以上のノズルは、残りのノズルがそれ
ぞれ液体流を出していても、液体流を止める（つまり、オフにする）としてよい。このた
めには、オフに制御する必要がある所定のノズルに印加される電圧をオフに制御するとし
てよい。ノズルアレイにおいて、面上のファイバの分布を所望の値とするためには、液体
流を適宜オン／オフ制御するとしてよい。
【０１１０】
　コレクタプレート２１００とノズル２００６との間に印加される電圧が十分に高くなる
と、液体状前躯体２００４の液体流がノズル２００６から引き出されるとしてよい（つま
り、静電力が表面張力を上回ることになる）。最初に、液滴がノズルに形成される。この
液滴が延びて最終的に臨界点で噴出して液体流が形成される。噴出時点での液体の形状は
、テイラーコーンと呼ばれることもある。
【０１１１】
　電圧は、ノズル先端において液体状前躯体の表面張力を克服するために、且つ、液体を
引き出して液体流を形成するために十分高いレベルでなければならない。同時に、コレク
タプレートに対して液体流が途切れず出て行くように、移動中の液体流内では静電力が表
面張力を上回らないことが一般的には好ましい。前躯体の液体流はプレートに向かって加
速されることによって、延びて薄くなるとしてよい。また、液体流は、液体流内の静電反
発力によって生じる「泡立て」処理によって延伸されるとしてよい。液体流内の静電反発
力は、最初は少し屈曲させる程度であるが、コレクタに向かうにつれて大きくなる。
【０１１２】
　エレクトロスピニング処理で一般的に考慮されるパラメータを以下に列挙する。液体状
前躯体に含まれるポリマーの平均分子重量（ポリマーの分子重量の分布および構造特性を
含む）、溶液特性（例えば、粘度、伝導率および表面張力）、電位、流量、ノズルとコレ
クタプレートとの間の距離、外囲条件（温度、湿度および気流）、コレクタの動き等を考
慮する。
【０１１３】
　図１２は、移動中のウェブ基板上に電極材料の層を１以上エレクトロスピニング法で成
膜する装置２２００の一例を示す図である。装置２２００は、基板ウェブ２２０６を成膜
領域に供給する巻き出しロール２２０２と、層が成膜された後の基板を回収する巻き取り
ロール２２０４とを備える。基板ウェブ２２０６は、システムコントローラ２２０８に制
御される所定の速度で成膜領域を通過するように移動する。所定の実施形態によると、基
板ウェブの速度は、約１メートル／分と１００メートル／分との間であり、より具体的に
は約２メートル／分と３０メートル／分との間である。
【０１１４】
　装置２２００は、１以上のエレクトロスピニング部（構成要素２２０８および２３０２
）と、１以上の成膜後処理部（構成要素２３００および２３０４）とを備えるとしてよい
。図２では、基板の互いに対向する面上にファイバを成膜する２つのエレクトロスピニン
グ部と、２つの成膜後処理部とを備える装置を図示しているが、両構成要素の数および構
成は任意であると理解されたい。さらに詳細な内容については図１３を参照しつつ後述す
る。
【０１１５】
　エレクトロスピニング部（構成要素２２０８および２３０２）は、１以上のファイバを
基板２２０６に成膜する。所定の実施形態によると、成膜されたファイバは、電極と共に
活性層を形成する。エレクトロスピニング部は、基板のウェブ全体にわたって、且つ、基
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板のウェブに沿って、層が均一になるように構成されている。例えば、エレクトロスピニ
ング部は、基板の幅方向に移動するノズルを有するとしてよい。また、同図に示す装置は
、基板上に成膜したファイバの量を測定する（例えば、レーザ後方散乱、ベータ線貫通、
ガンマ線後方散乱）センサが、基板上のさまざまな箇所に備えられているとしてよく、こ
れに応じて成膜パラメータを調整するとしてよい。
【０１１６】
　成膜後処理部（構成要素２３００および２３０４）は、成膜されたファイバを新しい物
質に変換するために用いられるとしてよく、成膜されたファイバの形状および／または機
能を変化させるとしてよい。例えば、成膜後処理部は、成膜されたポリマー状のファイバ
をセラミックファイバに変換し、残りの溶媒を蒸発させ、成膜された層の分布を変化させ
、および／または、成膜された層を押圧し、その他の効果を得るための焼結を実行するた
めに用いられるとしてよい。成膜後処理のさらに詳細については、図１３を参照しつつ後
述する。
【０１１７】
　基板２２０６は、金属箔であってよい。この場合、図１２に図示しているシステムコン
トローラ２３０６の一部である電源の一の接点は、基板２２０６に電気的に結合される。
例えば、成膜領域と対応するノズルとの間に十分な電圧勾配が形成されるように、成膜領
域の下方に電気ブラシが設けられる。一部の実施形態では、ロールのうち一方を用いて電
源に対して接触するとしてよい。複数のエレクトロスピニング部をサポートするための基
板に対する接触点は１つで十分であるとしてよい。
【０１１８】
　他の実施形態によると、基板２２０６は絶縁材料である。例えば、電源は、基板２２０
６の後方に配置されている導電部材（例えば、プレート、ロール）に取着されているとし
てよい。
【０１１９】
　エレクトロスピニング法は通常、ファイバがランダムに配向されている不織布としてフ
ァイバを成膜する。所定の実施形態によると、エレクトロスピニング装置のコレクタは、
成膜されたファイバを一軸方向に整列させるための、絶縁間隙等の特別なフィーチャを含
む。
【０１２０】
　システムコントローラ２３０６はさらに、成膜処理を行うエレクトロスピニング部の処
理パラメータを制御するために利用されるとしてよい。このような処理パラメータの一部
は、図１１に関連付けて上述している。エレクトロスピニング処理およびエレクトロスピ
ニング装置のさらに詳細な内容については、米国特許第６，７１３，０１１号（発行日：
２００４年３月３０日、Ｃｈｕ，Ｂ他）、Ｒａｍａｋｒｉｓｈｎａ，Ｓ．、「Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ　ａｎｄ　Ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ（エレクトロスピニングおよびナ
ノファイバ）」、２００５年出版、ワールド・サイエンティフィック・パブリッシング社
（Ｗｏｒｌｄ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．）、および、Ａｎ
ｄｒａｄｙ，Ａ．、「Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ　Ｐｏｌｙ
ｍｅｒ　Ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ（ポリマーナノファイバの科学技術）」、２００８年出版
、ジョン・ワイリー・アンド・サンズ社（Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ）に記載され
ている。これらの文献は、上記の詳細な内容を説明するために参照により本願に組み込ま
れる。
【０１２１】
　＜プロセス＞
　図１３は、所定の実施形態に係る、１以上の層（例えば、アノード－セパレータ－カソ
ード等の複数の電極層、１層の複合層、または、これら２つの組み合わせ）を成膜する一
般的なプロセスの一例を示す図である。当該プロセスは、基板を成膜領域に供給すること
から開始されるとしてよい（ブロック３００２）。成膜領域は通常、コレクタによって画
定される。コレクタは、基板自体であってもよいし、または、基板の下方に位置するエレ
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クトロスピニング装置の別の構成要素であってもよい（後者の場合、基板は絶縁材料で形
成される）。基板がコレクタとして機能する場合（つまり、基板とノズルとの間に電圧が
印加される場合）、成膜領域は、機械的な止め具（例えば、ファイバが成膜領域外に成膜
されないようにするための壁）または電気的なシールド（例えば、ノズルと基板との間の
電界を整形し直すためのバイアスリング）によって、画定されるとしてよい。
【０１２２】
　基板は、独立したプレートまたは連続したウェブであってよい。所定の実施形態による
と、基板は中間担体である（例えば、箔であって、当該箔に成膜したファイバを後で除去
する）。他の実施形態によると、基板は、成膜されたファイバを取り外し不能に取着する
電極の一部である。例えば、活性層間に配置されている電極の電流コレクタ、既に成膜さ
れた活性層、または、任意のその他の構成要素である。基板は、金属箔（例えば、銅箔、
ステンレススチール箔、アルミニウム箔、チタン箔）、ポリマー箔（例えば、Ｍｙｌａｒ
（登録商標）フィルム）、ポリマー紙（仮焼後に炭素に変換され得る）、カーボンファイ
バ紙、カーボンファイバメッシュ等であってよい。基板の厚みは、約１μｍと１０００μ
ｍとの間であってよく、より具体的な実施形態では、約５μｍと１００μｍとの間である
。
【０１２３】
　当該プロセスでは続いて、基板表面にエレクトロスピニング法でファイバを形成して、
１以上の電極層を形成する（ブロック３００４）。エレクトロスピニング法の具体的な詳
細については、図１１に関連して上述している。一実施形態によると、ファイバの層を基
板上に成膜すると、当該プロセスでは続いて、ファイバの層にのみ実行される別の処理を
行う。別の実施形態によると、次の処理に進む前に、基板の互いに対向する面にそれぞれ
ファイバの層を成膜して、ファイバの層を２層成膜する。これら２層のうち、例えば、一
方の層は、アノード活物質層であってよく、他方の層は、カソード活物質層であってよい
。成膜された層は、アニーリング等の後処理が必要な場合がある。一例を挙げると、一方
の面に成膜された層は、他方の面に層を成膜する前にアニーリング等の処理を実行すると
してよい。別の例を挙げると、両方の層を成膜した後で、一緒に処理する。アニーリング
の具体的な詳細については、処理３００６に関連付けて説明する。基板の同じ面に、２つ
の別個の層を成膜する場合がある。これは、例えば、第１の層がアノード層またはカソー
ド層であって、第２の層がセパレータ層である場合である。
【０１２４】
　一般的に、一の電池層（例えば、セパレータ層、アノード層、または、カソード層）を
成膜してから、別の層を成膜する処理に進む。例えば、アノード層を成膜した後で、セパ
レータ層を成膜して、その後にカソード層を成膜する。このように成膜することで、アノ
ードとカソードとの間で電気的短絡が発生しないように抑制する。所定の実施形態は、本
明細書では「電池用ファイバ」と呼び、上記または下記で説明しているが、ファイバから
成るある構成要素（つまり、セパレータコア）が絶縁体として機能するので、上記の成膜
方法は一般的には利用されないとしてよい。
【０１２５】
　所定の実施形態によると、電池は、構成要素が異なるファイバをさらに２種類含むとし
てよく、これらのファイバによって複合電極層と呼ばれるものが形成される。これらの複
数種類のファイバは、１回の処理で成膜するとしてもよいし、または、一連の逐次処理で
成膜するとしてもよい。例えば、一の成膜領域の上方に設けられている複数のノズルは、
複数の異なる材料を射出する複数のノズルを含むとしてよい。層の組成は、所与のノズル
をオフに制御することで、または、上述した手順に従って制御するとしてよい。例えば、
アノード層は、１回の処理で成膜されるシリコンナノファイバおよびカーボンナノファイ
バを含むとしてよい。
【０１２６】
　基板上に成膜されるファイバの配向は、電界を利用して制御するとしてよい。例えば、
印加電圧を変更することで、バイアスリング、および、電界を変更するためのその他のエ
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レクトロスピニング装置の構成要素に電圧を印加することで制御するとしてよい。成膜処
理中のファイバの配向によって、成膜される層の密度、孔隙率、架橋およびその他のパラ
メータが決まる。所定の実施形態によると、これらのパラメータは１以上の成膜後処理で
変更される。
【０１２７】
　当該プロセスは、処理３００４で１以上の層が成膜された後、成膜した層をさらに処理
するための処理を任意で行うとしてもよい（処理３００６）。例えば、成膜した層を、ア
ニーリング、仮焼、焼結、冷却等により、新しい材料に変換するとしてよい。セラミック
ファイバを生成するために用いられる一例を挙げると、約摂氏３００度と摂氏７００度と
の間の温度で、約１時間と２４時間との間の期間にわたって、焼結を実行する。他の実施
形態によると、成膜後処理（ブロック３００６）は、例えば、ローラ型プレス機を通過さ
せることによって、または、所定期間にわたって２枚のプレートの間に載置することによ
って、成膜した層を押圧する処理を含むとしてよい。所定の実施形態によると、プレス機
は、約摂氏３０度と摂氏３００度との間の温度、より具体的には、約摂氏５０度と摂氏１
５０度との間の温度まで加熱されるとしてよい。
【０１２８】
　他の実施形態によると、成膜後処理（ブロック３００６）は、エレクトロスピニング法
で形成されたファイバの上に別の材料を成膜する処理を含む。例えば、処理３００４にお
いてエレクトロスピニング法で形成されたカーボンファイバに、アモルファスシリコンを
コーティングして、「コアシェル」構造を形成するとしてよい。コアシェル構造のさらに
詳細な内容については、上述した米国特許出願第６１／１８１，６３７号に記載されてい
る。尚、この参考文献に記載されている多くのコア材料はエレクトロスピニング法を用い
て成膜されることに留意されたい。所定の実施形態によると、１以上のシェル材料は、コ
アと共に、エレクトロスピニング法を用いて形成するとしてよい。成膜後処理は、エレク
トロスピニング法で利用する材料に応じて決まる。そのような材料については、対応する
成膜後処理と共にさらに後述する。
【０１２９】
　処理３００４および、任意で、処理３００６は、さらに成膜する必要がある層があれば
、繰り返し実行されるとしてよい（判断ブロック３００８）。例えば、第１のサイクル（
処理３００４および、任意で、処理３００６を含む）は、セパレータの層を成膜するため
に用いられるとしてよい。このサイクルはこの後、繰り返し実行してアノード材料層、別
のセパレータ層、および、カソード材料層を成膜するとしてよい。これらの層もまた、電
池層と呼ぶ。この処理において成膜されたこれら４つの電池層によって、セパレータ－ア
ノード－セパレータ－カソード積層体が形成され、この後でジェリーロール体または積層
体に加工されるとしてよい。
【０１３０】
　一実施形態によると、上述したサイクルを繰り返し実行することで、積層可能な電池（
アノード－セパレータ－カソード積層体を１以上含む）を製造するとしてよい。電池を構
成する層は、所望の数に到達するまで成膜されるとしてよい。このような構成とすること
によって、一意的な形状因子が定義されている電池を作成することが出来ると共に、積層
体を配置する際および取り扱う際に通常用いられる所与の機械的処理を省略することが可
能になる。
【０１３１】
　所定の実施形態によると、一の電池層を、１回の成膜処理ではなく、多段階プロセスま
たは周期的プロセスで成膜するとしてもよい。例えば、サブ層を成膜すると、成膜処理を
続行する前に、中間処理（例えば、アニーリング、別の材料をファイバにコーティング、
押圧）を行う必要がある場合がある。
【０１３２】
　基板上に全てのエレクトロスピニング層を成膜すると、所定の実施形態では１層のみか
ら構成される、積層体全体に成膜後処理を実行するとしてよい（ブロック３０１０）。こ
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の処理は、任意であり、一部の実施形態では、処理３００４および、任意で、処理３００
６が完了した直後から積層体を電池用電極として利用可能であるとしてよい。この処理の
形態は、一部を処理３００６に関連して既に上述している。この処理によって、エレクト
ロスピニング層同士の間の機械的接触および電気的接触を高めるとしてよい。
【０１３３】
　所定の実施形態によると、積層体は、複数の電池層を備え、例えば、アノード－セパレ
ータ、カソード－セパレータ、アノード－セパレータ－カソード、アノード－セパレータ
－カソード－セパレータという構造を持つとしてよい。積層体全体に対して、アニーリン
グ等の１以上の成膜後処理を実行する。アニーリングは、約摂氏３００度と摂氏７００度
との間の温度で実行され、積層体を構成する材料を電池としての利用に望ましい材料に変
換するとしてよい。例えば、セパレータ層を、セラミック等の無機材料に変換するとして
よい。
【０１３４】
　一部の実施形態によると、基板を積層体から除去するとしてよい（ブロック３０１２）
。この処理は、任意であり、一部の実施形態によると、積層体は基板と共に電極材料とし
て利用するとしてよい。例えば、金属箔を基板として利用して、活物質を金属箔の表面上
に成膜する。金属箔は、再生品である電極に電極コレクタとして残るとしてよい。
【０１３５】
　＜電池層の例＞
　材料は、液体状でエレクトロスピニング装置に供給される。例えば、ベースであるポリ
マーおよび溶媒を含む溶液、または、融液として供給される。ポリマーの例としては、ナ
イロン４，６、ナイロン６、ナイロン６，６、ナイロン１２、ポリアクリル酸、ポリアク
リロニトリル、ポリアミド－６、ポリ（ベンズイミダゾール）、ポリカーボネート、ポリ
（エーテルイミド）、ポリ（エチレンオキサイド）、ポリ（エチレンテレフタレート）、
ポリスチレン、ポリ（スチレン－ブタジエン－スチレン）トリブロックコポリマー、ポリ
スルホン、ビスフェノールＡ、ポリ（トリメチレンテレフタレート）、ポリ（ウレタン）
、ポリ（ウレタン尿素）、ポリ（ビニルアルコール）、ポリ（ビニルカルバゾール）、ポ
リ（塩化ビニル）、ポリ（ビニルピロリドン）、ポリ（フッ化ビニリデン）、ポリ（フッ
化ビニリデン－コ－ヘキサフルオロプロピレン）、分解性ポリエステルウレタン、ポリ（
ε－カプロラクトン）、ポリジオキサノン、ポリグリコリド、ポリ（Ｌ－乳酸）、ポリ（
Ｄ，Ｌ－ラクチド－コ－グリコリド）、ポリ（Ｌ－ラクチド－コ－グリコリド）、ポリ（
乳酸－コ－グリコール酸）、ポリ（Ｌ－乳酸－コ－グリコール酸）、フィブリノゲン分角
、ゼラチン、小麦グルテンが挙げられる。溶媒の例としては、ギ酸、ヘキサフルオロ－－
２－プロパノール、エタノール、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジクロ
ロメタン、クロロホルム、テトラヒドロフラン、トリクロロエタン、水、トリフルオロ酢
酸、ｔ－ブチル酢酸、クロロベンゼン、エチル酢酸、メチルエチルケトン、テトラヒドロ
フラン、塩化メチレン、イソプロピルアルコール、ヘキサフルオロ－２－プロパノール、
ヘキサフルオロイソプロパノール、含水トリエタノールアミン、塩化メチレン、トリフル
オロエタノールが挙げられる。
【０１３６】
　一実施形態によると、エレクトロスピニングで利用される液体状の前駆体は、ベースと
なるポリマーおよび棒状または長尺状の小さい粒子を含むスラリーである。この粒子は、
エレクトロスピニング装置のノズルを通過するために十分小さくなければならない。例え
ば、円形の粒子は、約１μｍ未満、より具体的には、約１００ｎｍ未満であるとしてよい
。長尺状の粒子（例えば、ナノワイヤ）の直径は、約５ｎｍと１０００ｎｍとの間であっ
てよく、より具体的には、約１０ｎｍと３００ｎｍとの間であってよい。長尺状の粒子の
長さは、約１０μｍ未満であってよく、より具体的には約５μｍ未満であってよく、さら
に約１μｍ未満であってよい。所定の実施形態では、長尺状の粒子は、米国特許出願第１
２／４３７，５２９号（出願日：２００９年５月７日）および米国特許出願第６１／１８
１，６３７号（出願日：２００９年５月２７日）に記載しているようなナノ構造および／
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またはナノワイヤである。両出願は、説明のために参照により本願に組み込まれる。これ
らの材料は、ポリマー基材と組み合わせるとしてよい。ポリマー基材の例は上記の通りで
ある。具体例では、ナノワイヤは、ポリマー基材と組み合わせる前に、炭素でコーティン
グされるとしてよい。
【０１３７】
　別の例では、コアおよび１以上のシェルを、１回のエレクトロスピニング処理で形成す
るとしてよい。例えば、２種類以上の異なる材料を一の特殊なノズルを用いて同時にスピ
ニング法で形成して、ノズルが退避すると同時にコアシェル構造が形成されるとしてよい
。このような実施形態の具体例は、「電池ファイバ」と呼ばれ、以下で説明する。他の例
は、活物質のコア（例えば、シリコン）および炭素のシェル、炭素のコアおよび活物質の
シェル、および、炭素のコア－活物質の内側シェル－炭素の外側シェルを含むとしてよい
。このような構造の一部では、コアの直径が約２００ｎｍ未満であるとしてよい。炭素の
外側シェルの厚みは、約５０ｎｍ未満であってよい。このような構造の具体例は、米国特
許出願第６１／１８１，６３７号（出願日：２００９年５月２７日）に記載されている。
当該特許文献の内容は全て、このような多層構造を説明するために、参照により本願に組
み込まれる。上記のようなファイバは、エレクトロスピニング処理を１回行った後、上述
した１以上の成膜後処理（例えば、仮焼、焼結、アニーリング、冷却、または、炭化）を
実行することによって生成されるとしてよい。
【０１３８】
　所定の実施形態によると、均質なファイバをエレクトロスピニング法で形成した後、当
該ファイバの材料の一部のみが変換されて、組成、形状構造等の特性が異なるコアおよび
シェルを形成するように処理されるとしてよい。
【０１３９】
　正極活物質層のエレクトロスピニングに用いられる材料の例としては、ＬｉＣｏＯ－Ｍ
ｇＯ、チタン酸リチウム（ＬＴＯ）等が挙げられる。例えば、ＬＴＯファイバは、ポリマ
ー混合物においてチタンテトライソプロポキシドおよび水酸化リチウムを前駆体として用
いることで生成され得る。この結果得られるポリマーファイバを、仮焼または焼結して、
カーボンファイバの骨格を生成するとしてよい。ファイバにおいて、チタン前駆体は、水
酸化リチウムと反応して、ＬＴＯナノ粒子を生成する。この方法を用いて、酸化リチウム
コバルト、酸化リチウムマンガン等の他のカソード用酸化物、および、酸化アルミニウム
および二酸化シリコン等の無機セパレータ用酸化物を生成することができる。さらに、エ
レクトロスピニング法を利用して、ＬｉＦｅＰＯ４ファイバを生成するとしてよい。尚、
Ａ１２３・コーポレーション社が推進しているようなさまざまなドープされたＬｉＦｅＰ
Ｏ４ファイバを含むとしてよい。例えば、ナノ粒子またはナノワイヤを用いた合成前の活
物質を、ポリマー溶液と混合させて、ナノ材料／ポリマー懸濁液（スラリーまたはペース
トとも呼ぶ）を形成することができる。このような混合溶液を用いてエレクトロスピニン
グ法を実行することで、ナノ粒子またはナノワイヤが埋め込まれているポリマーファイバ
が生成され得る。炭化工程は、有機ポリマーを炭素に変換するために必要な工程であると
してよい。
【０１４０】
　負極活物質層をエレクトロスピニング法で形成する場合に用いられる材料の例としては
、シリコン、炭素、ゲルマニウム、スズ、アルミニウム、酸化スズ、Ｓｉ前駆体としての
アルコキシシラン等が挙げられる。所定の実施形態によると、このような材料を、シリコ
ンのコア／炭素のシェル、炭素のコア／シリコンのシェル、または、炭素のコア／シリコ
ンの内側シェル／炭素の外側シェルといったコアシェル構造に編成する。同じ実施形態ま
たは他の実施形態では、層（例えば、コア、シェル）の全体または一部が、炭素およびシ
リコン等、複数の材料を混合させた材料で形成されているとしてよい。例えば、炭素と酸
化チタンとを混合させるとしてよい。
【０１４１】
　正極活物質および負極活物質の他の例は、米国特許出願第１２／４３７，５２９号（出
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願日：２００９年５月７日）および米国特許出願第６１／１８１，６３７号（出願日：２
００９年５月２７日）に記載されている。両出願の内容は全て、正極活物質および負極活
物質を説明するために、参照により本願に組み込まれる。
【０１４２】
　エレクトロスピニング法でセパレータ層を形成する際に利用される材料の例としては、
ＰＶＤＦ、ポリプロピレン、無機材料（ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２）、有機修飾セ
ラミック（シリコーンおよび有機ポリマーで修飾されたＡｌ、Ｓｉ、ＴｉおよびＺｒの酸
化物を含む）等が挙げられる。セパレータの材料として無機材料を用いることで、セパレ
ータの材料と他の層（例えば、カソードおよびアノード）の材料とを組み合わせることが
可能となり、積層体全体を共に処理することが可能となる。これは、このような無機材料
が、仮焼、焼結、アニーリング、および、炭化の際の高温に暴露されても、（ある程度ま
では）イオン伝導性を取得および保持し続けるためである。
【０１４３】
　エレクトロスピニング法を利用して成膜が可能な材料および成膜後に行われる処理の例
を幾つか以下の表１に示す。
【表１】

【０１４４】
　所定の実施形態によると、エレクトロスピニング法で形成されるファイバは、直径がナ
ノスケールである（例えば、約１０００ナノメートル未満、または、約５００ナノメート
ル未満、または約１００ナノメートル未満である）。同じ実施形態または他の実施形態に
よると、エレクトロスピニング法で形成されるファイバは、比較的長い（例えば、少なく
とも約１０ミリメートル、または少なくとも約１センチメートル、または少なくとも約１
メートル）。
【０１４５】
　＜電池用ファイバ＞
　電池用ファイバは、複数のシェルおよび、可能であれば、コアを含むファイバであって
、少なくとも２つの構成要素（一のコアおよび一のシェル、または、２つのシェル）がコ
アによって互いから電気的に分離されている。電気的に分離するために用いられるコアは
、セパレータとして機能し、分離の対象となった２つの構成要素の間でイオンが移動でき
るように構成されている必要がある。分離されている構成要素のうち一方は、アノード活
物質を含み、他方は、カソード活物質を含む。所定の実施形態によると、（分離されてい
る２つの構成要素のうち）内側の構成要素がアノード活物質を含み、他の例では、外側の
構成要素がアノード活物質を含む。
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【０１４６】
　分離されている構成要素は、電流コレクタにファイバの長さ方向に沿って電子を渡すた
めに十分な導電性を持つ。ファイバのアノード部に一の電流コレクタが取り付けられてお
り、別の電流コレクタがカソード部に取り付けられている。これらの構成要素を含む内側
シェルまたは延長コアにまたは外側シェルに接続が形成されるとしてよい。ファイバは、
ノズルの対応する部分をオンまたはオフに制御するによって、所定の長さに形成されると
してよい（例えば、１００μｍから１００ｍｍ、より具体的には１ｍｍと５０ｍｍとの間
の長さ）。これについては、さらに後述する。さらに、一の電気接続を構築するために必
要な延長コアまたは内側シェルは、ノズルの複数の異なる部分を同期させることによって
形成されるとしてよい。
【０１４７】
　図１４Ａは、エレクトロスピニングノズル４０１０から射出された電池用ファイバ４０
１６を示す図である。ノズル４０１０は、コア、および、このコアの周囲に少なくとも２
つのシェルを射出液体流で形成する。例えば、ノズル４０１０は、一組となっている３つ
の同心菅を有するとしてよい。内側の菅は、電池用ファイバのコアを形成するための材料
４０１１を供給するとしてよい。所定の実施形態によると、コアは、溶媒を乾燥させて成
膜後処理を実行した後は、中空の円筒になるとしてよい。他の実施形態によると、内側の
菅は、材料を供給せず、結果的に得られる電池用ファイバはコアが無いものとなるとして
もよい。ノズル４０１０の内側から２番目の管は、電池用ファイバ４０１６の最も内側の
シェルの材料４０１２を搬送する。次の管は、次のシェルの材料４０１４を搬送する。ノ
ズルはさらに多くの管を有する構成であってもよいと理解されたい。所定の管、通常は外
側の管は、複数の材料（例えば、４０１１、４０１２、４０１４）の噴流が組み合わせら
れると、ファイバの外側の境界を形成するために内側の管よりも大きく突出しているとし
てよい（不図示）。さらに、管は、長くなるほど、複数の材料の噴流をまとめるために、
開放端に向かうにつれてわずかにテーパー状になっているとしてよい。同じ実施形態また
は他の実施形態によると、複数の層を組み合わせて１つの部材を形成するべく、所望の特
性（表面張力、粘度）を持つポリマーを複数選択して、複数の材料がいっしょに「壊れる
」ように乾燥プロセスを制御して、ノズル４０１０の複数の管の間で電圧勾配を構築する
。
【０１４８】
　図１４Ｂは、所定の実施形態に係る電池用ファイバの例を２つ示す図である。電池用フ
ァイバ４０３０は、一組の同心円状の円形の円筒を形成しているコア４０３２、内側シェ
ル４０３４、および、外側シェル４０３６を備えるものとして図示している。同心円状の
円形ではなく、または、完全に閉じた形状を形成している他の形状も可能であると理解さ
れたい。例えば、コアシェル構造では、コアのうち１以上が必ずしも内側のコアまたはシ
ェルを被覆していないとしてもよい。コアシェル構造の他の形状および形態は、米国特許
出願第６１／１８１，６３７号（出願日：２００９年５月２７日）に記載されている。
【０１４９】
　上述したように、電池用ファイバでは、少なくとも２つの構成要素が電気的に分離して
いる。例えば、電池用ファイバ４０３０は、アノード材料のコア４０３２、セパレータ材
料の内側シェル４０３４、および、カソード材料の外側シェル４０３６を備えるとしてよ
い。こういった材料の多くについては上述している。さらに、より多くのシェルを追加で
設けているとしてもよく、コアシェル構造の他の構成要素は、アノード材料、セパレータ
材料、およびカソード材料を含む。所定の実施形態によると、電池用ファイバは、アノー
ド層－セパレータ層－カソード層の組み合わせを複数備えるとしてよく、例えば、アノー
ドのコア－セパレータのシェル１－カソードのシェル２－セパレータのシェル３－アノー
ドのシェル４を備えるとしてよい。
【０１５０】
　所定の実施形態によると、ファイバのうち１以上の内側の層は、電気接続および機械的
接続を形成するために延伸しており、層間を絶縁する。例えば、図１４Ｂに、シェル４０
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３４が一端においてシェル４０３６を超えて延伸している電池用ファイバを図示している
。コア４０３２はさらに延伸している。ファイバの両端でこのような構成をとる同様の例
もあると留意されたい。コア４０３２がアノード材料を含み、内側シェル４０３４がセパ
レータ材料を含み、外側シェルがカソード材料を含む例では、コアの延長部分を用いてコ
ア４０３２（およびアノード）に対する電気接続を形成するとしてよい。さらに、セパレ
ータ（内側シェル４０３４）がカソード（外側シェル４０３６）を超えて延伸しているこ
とによって、ナノワイヤのカソードとアノードとの間の電気的絶縁を確実なものとなる。
【０１５１】
　所定の例では、電池用ファイバは平坦部分を含むとしてよく、例えば、図１４Ｂに示す
矩形のコアシェル型ファイバ４０４０がその例である。この種の電池用ファイバの平坦部
分は、液体流（例えば、ノズルで画定される液体流）を形成する際に形成されるか、コレ
クタで回収される際に平坦化されるか（例えば、衝撃または回収後に押圧することによっ
て平坦化）、または、続いて成膜後処理を行う際に平坦化されるとしてよい。所定の実施
形態によると（不図示）、平坦な電池用ナノファイバは、巻回してジェリーロール体とす
るか、または、積層することができる。
【０１５２】
　＜パッチ状の成膜＞
　図１５Ａおよび図１５Ｂは、所定の実施形態に係る、基板５００２と、４つの電池層（
５００４、５００６、５００７および５００８）とを有するパッチを示す上面図および側
面図である。このようなパッチは、上述したエレクトロスピニング処理を用いて基板上に
電池層を成膜する際に形成するとしてよい。各電池層は、電極層であってよい。例えば、
電池層５００８がカソード材料を含み、電池層５００４および５００７がセパレータ材料
を含み、電池層５００６がカソード材料を含むとしてよい。パッチは、基板上に形成され
るとしてよいが、スリットを形成して基板５００２を除去すると、その他の電極構成要素
またはセパレータ構成要素をさらに形成することなく、長尺状部材をすぐに巻回してジェ
リーロール体を形成するように形成するとしてよい。その他の実施形態によると、セパレ
ータの層等の他の材料を巻回プロセスに追加するとしてよい。
【０１５３】
　図１５Ａおよび図１５Ｂに示すような多層電極構造では、カソード材料を含む層および
アノード材料を含む層は、電気化学電池の端子と電気接続を形成する必要がある。このよ
うな電気接続を形成するためには、各層が、積層体を越えて延伸している延長部分を持つ
必要がある。図１５Ａおよび図１５Ｂに示すように、電池層５００８は延長部分５０１０
を持ち、電池層５００６は延長部分５０１２を持つ。このような延長部分は、積層体の他
の層を対応する領域に成膜しないことによって、形成し得る。例えば、連続ウェブ成膜プ
ロセスでは、他の層のファイバがこの領域に入ってこないようにエレクトロスピニング処
理を制御しなければならない。上述したように、エレクトロスピニング処理は、対応する
ノズルに対する電圧をオフに制御することによって、または、他の方法で停止させるとし
てよい。複数の異なる層を成膜する複数のノズルの動作は、所望の構造を得るために（そ
して、所定の層については開放延長端を得るために）同期させる。また、さまざまなセン
サを利用して、既に成膜された層の端縁を検出して、端縁の位置に基づいて次の層を成膜
するためのノズルを駆動するとしてもよい。
【０１５４】
　＜結論＞
　上記の本発明の説明では分かりやすいようにある程度詳細な内容を記載したが、特許請
求の範囲において変更および変形を実施し得ることは明らかである。尚、本発明に係るプ
ロセス、システムおよび装置を実現する方法は他にも多く存在する。したがって、上述し
た実施形態は、本発明を限定するものではなく例示するものと考えられたく、本発明は本
明細書に記載した詳細な内容に限定されるものではない。
　［項目１］
　高容量の電気化学的活物質を含む相互接続された複数の中空ナノ構造の電極層を用意す
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る方法であって、
　複数のテンプレート構造を有するテンプレートを受け取る段階と、
　上記複数のテンプレート構造の周囲に上記高容量の電気化学的活物質のナノスケールテ
ンプレートコーティングを形成する段階と、
　上記テンプレートの少なくとも一部の除去および縮小の少なくとも一方を行って、上記
高容量の電気化学的活物質を含む上記相互接続された複数の中空ナノ構造の上記電極層を
形成する段階とを備える方法。
　［項目２］
　上記テンプレートを受け取る段階は、ポリマー材料をエレクトロスピニング法で形成し
て、長さが少なくとも約５マイクロメートルである複数のテンプレートナノファイバを形
成する段階を有する項目１に記載の方法。
　［項目３］
　上記テンプレートは、ポリアクリルナイトライド（ＰＡＮ）、ナイロン、ポリエチレン
、ポリエチレンオキサイド、ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレン、および、ポリ
ビニルから成る群から選択される１以上のポリマー材料を含む項目１に記載の方法。
　［項目４］
　上記テンプレートは、厚みが約１０マイクロメートルと１５０マイクロメートルとの間
であり、孔隙率が約２０％と８０％との間である層として形成される項目１に記載の方法
。
　［項目５］
　上記テンプレートを押圧すること、上記テンプレートを熱的に安定化させること、およ
び上記テンプレートを炭化させることの少なくとも１つによって、上記テンプレートを前
処理する段階をさらに備える項目１に記載の方法。
　［項目６］
　上記テンプレートを熱的に安定化させることは、上記テンプレートを、アルゴン雰囲気
において、約摂氏１５０度と摂氏２５０度との間の温度まで、少なくとも約２時間にわた
って、加熱することを含む項目５に記載の方法。
　［項目７］
　上記テンプレートに隣接した導電基板の表面に上記高容量の電気化学的活物質のナノス
ケール基板コーティングを形成する段階をさらに備え、
　上記ナノスケールテンプレートコーティングおよび上記ナノスケール基板コーティング
は、部分的に重複することによって、上記導電基板と、上記相互接続された複数の中空ナ
ノ構造とを互いに相互接続している項目１に記載の方法。
　［項目８］
　上記複数のテンプレート構造の周囲に上記高容量の電気化学的活物質の上記ナノスケー
ルテンプレートコーティングを形成する段階は、
　初期処理条件で実行される初期成膜段階と、
　上記初期処理条件とは異なるバルク処理条件で実行されるバルク成膜段階とを有し、
　上記初期成膜段階では、上記テンプレートの形状が大きく歪むことは回避され、
　上記バルク処理条件は、上記バルク成膜段階の方が上記ナノスケールテンプレートコー
ティングの成膜速度が速くなるように設定されている項目１に記載の方法。
　［項目９］
　上記テンプレートの少なくとも一部の除去または縮小は、上記複数のテンプレート構造
の周囲に上記高容量の電気化学的活物質の上記ナノスケールテンプレートコーティングを
形成する間に行われる項目１に記載の方法。
　［項目１０］
　上記テンプレートの一部の除去または縮小は、少なくとも約摂氏３００度の温度で酸化
剤が存在する中での上記テンプレートの焼成、上記テンプレートの化学エッチング、およ
び、上記テンプレートのアニーリングから成る群から選択される１以上の処理を実行する
ことを含む項目１に記載の方法。
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　［項目１１］
　上記相互接続された複数の中空ナノ構造の上方に第２のコーティングを形成する段階を
さらに備え、
　上記第２のコーティングは、上記電極層の導電率を高める、上記電極層の固体電解質界
面（ＳＥＩ）特性の改善、および上記相互接続された複数の中空ナノ構造の構造変化の制
限の少なくとも一方を行う項目１に記載の方法。
　［項目１２］
　蓄電池で利用される電極層であって、
　アスペクト比が少なくとも約４であり、長さが少なくとも約５マイクロメートルであり
、シェルの厚みが約１００ナノメートル未満であり、高容量の電気化学的活物質を含む相
互接続された複数の中空ナノ構造を備え、
　上記相互接続された複数の中空ナノ構造は、上記高容量の電気化学的活物質が上記蓄電
池のサイクルにおいて膨張して入り込むための空間を提供する複数の内部空隙を形成する
電極層。
　［項目１３］
　上記複数の内部空隙は実質的に、上記蓄電池の電解質には到達不可能である項目１２に
記載の電極層。
　［項目１４］
　上記電極層は、上記高容量の電気化学的活物質の重量に応じて、少なくとも１００サイ
クル経過した後でも、少なくとも約２０００ｍＡｈ／ｇという安定したエネルギー容量を
実現する項目１２に記載の電極層。
　［項目１５］
　２つ以上の相互接続された中空ナノ構造を相互接続する複数の結合構造をさらに備え、
　上記複数の結合構造は、上記高容量の電気化学的活物質、金属、および、ポリマーバイ
ンダから成る群から選択される１以上の材料を含む項目１２に記載の電極層。
　［項目１６］
　導電基板をさらに備え、
　追加で設けられる結合構造が、１以上の相互接続された中空ナノ構造と、上記導電基板
とを相互接続する項目１５に記載の電極層。
　［項目１７］
　上記高容量の電気化学的活物質は、シリコン、スズ、および、ゲルマニウムから成る群
から選択される１以上の材料を含む項目１２に記載の電極層。
　［項目１８］
　上記相互接続された複数の中空ナノ構造の外側表面を実質的に被覆する外側層をさらに
備え、
　上記外側層は、炭素、チタン、シリコン、アルミニウム、および、銅から成る群から選
択される１以上の材料を含む項目１２に記載の電極層。
　［項目１９］
　上記電極層は、孔隙率が約２０％と８０％との間である項目１２に記載の電極層。
　［項目２０］
　上記蓄電池は、リチウムイオン電池であり、上記高容量の電気化学的活物質は負極活物
質である項目１２に記載の電極層。
　［項目２１］
　アスペクト比が少なくとも約４であり、長さが少なくとも約５マイクロメートルであり
、シェルの厚みが約１００ナノメートル未満であり、高容量電気化学的活物質を含む相互
接続された複数の中空ナノ構造を有する電極層を備え、
　上記相互接続された複数の中空ナノ構造は、上記高容量電気化学的活物質が蓄電池のサ
イクルにおいて膨張して入り込むための空間を提供する複数の内部空隙を形成するリチウ
ムイオン電池。
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