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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平均粒径が０．０５～０．９μｍの範囲のシリコンとスズからなる合金粒子を活物質と
して含む負極活物質層と負極集電体から形成される負極を備えたリチウム二次電池におい
て、
　前記負極活物質層の蓄電容量が１１００～２０００ｍＡｈ／ｇの範囲であり、前記負極
活物質層の密度が０．９～１．５ｇ／ｃｍ３の範囲であることを特徴とするリチウム二次
電池。
【請求項２】
　シリコンを主体とする平均粒径が０．０５～０．９μｍの範囲の合金粒子を活物質とす
る負極活物質層と負極集電体から形成される負極、正極活物質層と正極集電体から形成さ
れる正極を備えたリチウム二次電池において、
　前記正極活物質層と前記負極活物質層が下記の関係式を満たすことを特徴とするリチウ
ム二次電池。
　　　　　（ＣＮ×ＤＮ）／（ＣＰ×ＤＰ）≦８
　　　　　ＣＮ×ＤＮ＝１２００～２５００ｍＡｈ／ｃｍ３

　　　　　ＣＮ＝１１００～２０００ｍＡｈ／ｇ
　　　　　ＤＮ＝０．９～１．５ｇ／ｃｍ３

　上記式において、
　ＣＮは負極活物質層の重量当たりの容量、
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　ＤＮは負極活物質層の密度、
　ＣＰは正極活物質層の重量当たりの容量、
　ＤＰは正極活物質層の密度
である。
【請求項３】
　前記シリコンを主体とする合金粒子がシリコンとスズからなる合金粒子であることを特
徴とする請求項２記載のリチウム二次電池。
【請求項４】
　前記正極活物質層の厚さが５０～１５０μｍの範囲であることを特徴とする請求項２又
は３記載のリチウム二次電池。
【請求項５】
　前記正極の正極集電体が、厚さ６～３０μｍの範囲であることを特徴とする請求項２乃
至４のいずれか１項に記載のリチウム二次電池。
【請求項６】
　前記負極活物質層の厚さが１０～５０μｍの範囲であることを特徴とする請求項１乃至
５のいずれか１項に記載のリチウム二次電池。
【請求項７】
　前記負極の負極集電体が、厚さ６～３０μｍの範囲であることを特徴とする請求項１乃
至６のいずれか１項に記載のリチウム二次電池。
【請求項８】
　前記負極活物質層が活物質、結着剤および導電補助材から構成されていることを特徴と
する請求項１乃至７のいずれか１項に記載のリチウム二次電池。
【請求項９】
　前記負極活物質層の結着剤として、少なくとも、ポリビニルアルコールを用いたことを
特徴とする請求項８記載のリチウムニ次電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、リチウム二次電池に関し、特にリチウム二次電池の高容量化および、サイク
ル特性の改善に関する。
【０００２】
【従来の技術】
正極に主たる活物質としてコバルト酸リチウム、負極に主たる活物質としてカーボン、お
よび有機電解液を用いた、いわゆるリチウムイオン二次電池が、１９９０年代当初より市
場に供給されはじめた。このリチウムイオン二次電池は、従来の、ニッケル・水素二次電
池等と比べて、高容量であり、サイクル特性も、充分、市場のニーズに耐えられることか
ら、その後、急激に、市場に浸透し始めた。同時に、このリチウムイオン二次電池の改良
も行なわれ、より高容量の電池の開発が精力的に行なわれてきた。
【０００３】
その結果、たとえば、直径１８ｍｍ、高さ６５ｍｍの、いわゆる１８６５０サイズと呼ば
れる円筒形電池の容量が、１９９０年代当初では約１０００ｍＡｈであったものが、最近
では、最高で２２００ｍＡｈまで改良されている。これは、活物質として用いているコバ
ルト酸リチウム、カーボン等の材料面および、設計面等、多岐にわたる改良の結果である
。
【０００４】
しかし、現在、主に用いられているコバルト酸リチウムとカーボンを主成分として構成さ
れるリチウムイオン二次電池の、高容量化はほぼ限界に近いと考えられる。このため、高
容量化への他のアプローチとして正極や負極の新しい活物質の開発が行なわれている。
【０００５】
特に、負極活物質においては、黒鉛等のカーボンに代わるものとして、リチウムと合金化
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する、例えばシリコンやスズ等の金属材料を用いることが検討されている。これは、黒鉛
の充放電可能な理論容量が３７２ｍＡｈ／ｇであるのに対し、シリコン（Ｌｉ４．４Ｓｉ
）では、理論容量が４１９９ｍＡｈ／ｇ、スズ（Ｌｉ４．４Ｓｎ）では、理論容量が９９
３ｍＡｈ／ｇというように、理論容量が黒鉛の約３～１０倍という大きな値であるからで
ある。
【０００６】
しかし、リチウムと合金化する金属材料は、合金化反応に伴い負極の体積が合金化前の体
積に比べて数倍にも膨張する場合があり、金属材料の紛化が起こりやすく、サイクル特性
に課題が残されていた。
【０００７】
そこで、この課題を解決するために、シリコンやスズ元素からなるリチウム二次電池用負
極として、米国特許６０５１３４０、米国特許５７９５６７９、米国特許６４３２５８５
、特開平１１－２８３６２７号公報、特開２０００－３１１６８１号公報、ＷＯ００／１
７９４９、が提案されている。
【０００８】
ここで、米国特許６０５１３４０ではリチウムと合金化しない金属材料の集電体上にシリ
コンやスズのリチウムと合金化する金属とニッケルや銅のリチウムと合金化しない金属か
ら形成された電極層を形成した負極を用いたリチウム二次電池が提案されている。
【０００９】
また、米国特許５７９５６７９ではニッケルや銅等の元素とスズ等の元素との合金粉末か
ら形成された負極が、米国特許６４３２５８５では電極材料層が平均粒径０．５～６０μ
ｍのシリコンやスズから成る粒子を３５重量％以上含有し空隙率が０．１０～０．８６で
密度が１．００～６．５６ｇ／ｃｍ３の負極を用いたリチウム二次電池が提案されている
。
【００１０】
特開平１１－２８３６２７号公報では非晶質相を有するシリコンやスズを有した負極を用
いたリチウム二次電池が提案されている。特開２０００－３１１６８１号公報では非化学
量論組成の非晶質スズ－遷移金属合金粒子からなる負極を用いたリチウム二次電池が提案
されている。ＷＯ００／１７９４９では非化学量論組成の非晶質シリコン－遷移金属合金
粒子からなる負極を用いたリチウム二次電池が提案されている。
【００１１】
また、上記課題を解決するため、特開２０００－２１５８８７号公報では、ベンゼン等の
熱分解の化学蒸着処理法により、リチウム合金を形成可能な金属または半金属、特にシリ
コン粒子表面に炭素層を形成して導電性を向上させることで、リチウムとの合金化時の体
積膨張を抑制して電極の破壊を防ぎ、高容量で充放電効率の高いリチウム二次電池が提案
されている。
【００１２】
ところで、このように上記各発明では、シリコンあるいはシリコン合金材料の組成や構成
材、またはそれを用いた電極の性能は検討されているが、実際にはこの負極は、正極と組
み合わせた電極群として電池缶の中に納められて、はじめて電池として本来の機能をはた
すものである。したがって所望の性能の電池を得る為には、これらリチウムと合金化する
金属材料を主体とする負極を、正極と組み合わせて電池缶の中で、有効に機能させ、高容
量で、サイクル特性の優れた電池を設計する必要がある。
【００１３】
そこで、特開２００２－３５２７９７号公報では、シリコンからなる負極の利用率を所定
量以下に制御することにより、高容量でサイクル特性の優れたリチウム二次電池が提案さ
れている。しかし、同公報において、負極材料としてはシリコンを炭素で被覆した材料し
か開示されていない。また、負極活物質層の重量当たりの蓄電容量（以下、容量という）
は１０００ｍＡｈ／ｇが良いとされているが、１０００ｍＡｈ／ｇを超えた容量において
長寿命化するための条件は示されていない。
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【００１４】
つまり、従来は負極活物質層の重量当たりの容量が１０００ｍＡｈ／ｇを超えるような高
容量の負極と、正極を組み合わせて作製した電池が、高容量・長寿命となるための最適な
電極及び電池の設計は、十分に見出されていなかった。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、高容量かつ長寿命で、かつそ
れぞれに合わせて設計されたリチウム二次電池を提供することを目的とするものである。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、平均粒径が０．０５～０．９μｍの範囲のシリコンとスズからなる合金粒子
を活物質として含む負極活物質層と負極集電体から形成される負極を備えたリチウム二次
電池において、前記負極活物質層の蓄電容量が１１００～２０００ｍＡｈ／ｇの範囲であ
り、前記負極活物質層の密度が０．９～１．５ｇ／ｃｍ３の範囲であることを特徴とする
。
【００１７】
　また、本発明は、シリコンを主体とする平均粒径が０．０５～０．９μｍの範囲の合金
粒子を活物質とする負極活物質層と負極集電体から形成される負極、正極活物質層と正極
集電体から形成される正極を備えたリチウム二次電池において、前記正極活物質層と前記
負極活物質層が下記の関係式を満たすことを特徴とする。
【００１８】
　　　　　（ＣＮ×ＤＮ）／（ＣＰ×ＤＰ）≦８
　　　　　ＣＮ×ＤＮ＝１２００～２５００ｍＡｈ／ｃｍ３

　　　　　ＣＮ＝１１００～２０００ｍＡｈ／ｇ
　　　　　ＤＮ＝０．９～１．５ｇ／ｃｍ３

　上記式において、
　ＣＮは負極活物質層の重量当たりの容量、
　ＤＮは負極活物質層の密度、
　ＣＰは正極活物質層の重量当たりの容量、
　ＤＰは正極活物質層の密度
である。
【００２０】
また本発明は、前記シリコンを主体とする合金粒子がシリコンとスズからなる合金粒子で
あることを特徴とする。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００２２】
本発明者らは、シリコンを主体とする合金粒子を活物質とすることにより、従来にない高
容量の負極を開発し、サイクル特性を含む電極性能と容量のバランスが取れた電極条件を
見出した。さらに、高容量の負極と正極と組み合わせて作製した電池が、高容量かつ長寿
命となるための最適な電極および電池の設計条件を見出した。以下、発明に係わるリチウ
ムイオン二次電池の実地の形態ついて詳細に説明する。
【００２３】
図１は、本発明の二次電池（リチウム二次電池）の１実施態様の断面を模式的に示す概念
図であり、このリチウム二次電池ではシリコンを主体とする合金粒子を活物質とする負極
活物質層１０２を負極集電体１０１上に形成してなる負極１０３、及びリチウム含有遷移
金属酸化物を活物質とする正極活物質層１０５を正極集電体１０４上に形成してなる正極
１０６がイオン伝導体１０７を介して対向し積層され、電池ケース１１２内に収容されて
いる。また、負極１０３、正極１０６は、それぞれ負極リード１１０、正極リード１１１
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を介して、負極端子１０８、正極端子１０９に接続されている。
【００２４】
本発明者らは、シリコンを主体とする合金粒子を活物質として用いて、高容量でサイクル
特性の良い性能を示す負極を開発し、電池設計に最適な容量、密度を見出した。
【００２５】
図２は、上記合金の一例として平均粒径が０．０５～２μｍの範囲のシリコンとスズを合
金化させた粉末を活物質として用いた負極活物質層１０２の、重量当たりの容量（Ｌｉ挿
入量）に対する寿命の変化と膨張率の変化を表した図である。
【００２６】
なお、この評価は、負極１０３をカソードとして、リチウム金属をアノードとして、電解
液にエチレンカーボネート（ＥＣ）とジエチルカーボネート（ＤＥＣ）とを等量混合した
溶液に六フッ化リン酸リチウム塩（ＬｉＰＦ６）を１Ｍ（ｍｏｌ／ｌ）溶解したものを用
いた充放電試験により行った。
【００２７】
また、この充放電試験の条件は、電流密度１ｍＡ／ｃｍ２でのＬｉ挿入・脱離反応と、２
０分の休止時間からなるサイクルを１サイクルとした。ここで、Ｌｉ挿入反応は、設定し
た容量もしくは０Ｖでカットオフし、Ｌｉ脱離反応は、カットオフ電圧１．２Ｖに設定し
て行った。なお、この電極は、０ＶまでＬｉ挿入反応を行なうことにより、最大２４００
ｍＡｈ／ｇの蓄電容量を示した。
【００２８】
そして、膨張率は、１サイクル目のＬｉ挿入反応後に測定し、寿命は、設定した容量の６
０％を下回ったサイクル回数により評価した。尚、同図（グラフ）に表された寿命は、設
定容量１０００ｍＡｈ／ｇのときのサイクル数を１．０として、規格化した値で表してい
る。
【００２９】
図３は、この負極活物質層１０２の重量当たり１４００ｍＡｈ／ｇの容量で充放電させた
ときの、負極活物質層１０２の密度に対する寿命の変化と膨張率の変化を表した図である
。なお、この評価は、図２と同様の方法で行った。また、同図（グラフ）に表された寿命
は、密度１．０ｇ／ｃｍ３のときのサイクル数を１．０として、規格化した値で表してい
る。
【００３０】
図２、図３より、シリコンとスズを合金化させた粉末を活物質として用いた負極活物質層
１０２は、容量が大きいほど（リチウムを挿入するほど）、また負極活物質層１０２の密
度が高いほど、膨張率が大きくなることが分かる。そのため、負極活物質層１０２に歪み
や亀裂が生じやすくなり、集電性が低下することで、サイクル特性が悪くなる傾向がある
。反対に、負極活物質層１０２の容量が小さいほど（リチウム挿入量が少ないほど）、ま
た負極活物質層１０２の密度が低いほど、膨張率は小さくなり、サイクル特性は良くなる
傾向がある。
【００３１】
これらのことより、負極活物質層１０２の重量当たりの容量は、１０００～２２００ｍＡ
ｈ／ｇの範囲で好ましく使用される。その理由は、２２００ｍＡｈ／ｇを超えると、膨張
によるサイクル特性低下が著しくなり好ましくない。また、容量をある程度犠牲にしても
サイクル特性を優先する場合もあるが、１０００ｍＡｈ／ｇ未満にしても、サイクル特性
の向上は見られない。なお、活物質の重量当たりの容量は、活物質層の組成によって変わ
ってくるが、１５００～３０００ｍＡｈ／ｇの範囲で好適に使用される。
【００３２】
一方、負極活物質層１０２の密度は、０．９～１．５ｇ／ｃｍ３の範囲が好ましい。その
理由は、１．５ｇ／ｃｍ３を超えると、膨張によるサイクル特性低下が著しくなり好まし
くない。また、密度を低くすると、必然的に電池容量は低下する。なお、電池容量をある
程度犠牲にしてもサイクル特性を優先する場合もあるが、０．９ｇ／ｃｍ３未満にしても
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、サイクル特性の向上は見られない。
【００３３】
そして、このような図２、図３から見出した結果から、重量当たりの容量と、密度の積で
表される負極活物質層１０２の体積当たりの容量は最小で９００ｍＡｈ／ｃｍ３から最大
で３３００ｍＡｈ／ｃｍ３の範囲で使用されるのが好ましく、また、１２００～２５００
ｍＡｈ／ｃｍ３の範囲で使用されるのがより好ましいことを見出した。その理由は、２５
００ｍＡｈ／ｃｍ３を超えると、膨張によるサイクル特性低下が著しくなるからであり、
容量をある程度犠牲にしてもサイクル特性を優先する場合もあるが、１２００ｍＡｈ／ｃ
ｍ３未満にしても、サイクル特性の向上は見られないからである。
【００３４】
また、図２、図３から見出した結果から、本発明の二つ目の特徴として、このような高容
量が得られるシリコンを主体とする合金粒子を活物質とする負極を、正極とを組み合わせ
て、充分に機能を発揮させるために、正極活物質層１０５と負極活物質層１０２を下記の
関係式の範囲で設計することを見出した。
【００３５】
（ＣＮ×ＤＮ）／（ＣＰ×ＤＰ）≦８
ＣＮ×ＤＮ＝１２００～２５００ｍＡｈ／ｃｍ３

ＣＮ＝１０００～２２００ｍＡｈ／ｇ
ＤＮ＝０．９～１．５ｇ／ｃｍ３

上記式において、
ＣＮは負極活物質層の重量当たりの容量、
ＤＮは負極活物質層の密度、
ＣＰは正極活物質層の重量当たりの容量、
ＤＰは正極活物質層の密度
である。
【００３６】
そして、この範囲で、正極活物質層１０５と負極活物質層１０２を組み合わせることによ
り、高容量かつサイクル特性の優れた電池を提供できる。
【００３７】
図４はこれらの範囲を詳細に説明するための図であり、境界線１～境界線３で囲まれた範
囲が高容量かつサイクル特性の優れた電池を提供できる範囲である。なお、同図において
、横軸はＣＰ×ＤＰで表される繰り返し充放電可能な正極活物質層の体積当たりの容量、
縦軸は（ＣＮ×ＤＮ）／（ＣＰ×ＤＰ）を示している。
【００３８】
ここで、繰り返し充放電可能な正極物質層１０５の体積当たりの容量とは、充放電サイク
ルが良好に行われる反応領域であり、正極活物質層１０５の重量当たりの容量と密度の積
から求められる。また、正極活物質層１０５の重量当たりの容量は、繰り返し充放電可能
な正極活物質の重量当たりの容量と、正極活物質層１０５に含まれる正極活物質の重量組
成比から求められる。
【００３９】
例えば、高電圧が得られる、コバルト系、ニッケル系、およびマンガン系のリチウム含有
遷移金属酸化物の、繰り返し充放電可能な正極物質層１０５の体積当たりの容量は２００
～７００ｍＡｈ／ｃｍ３の範囲、重量当たりの容量は８０～２００ｍＡｈ／ｇの範囲、密
度は２．５～３．５ｇ／ｃｍ３の範囲で実用的に使用される。
【００４０】
具体的には、市販電池に用いられているＬｉＣｏＯ２の活物質層重量当たりの容量は１４
０～１６０ｍＡｈ／ｇ、密度は３．０～３．５ｇ／ｃｍ３の範囲、ＬｉＣｏＯ２の理論容
量よりも大きな理論容量有するＬｉＮｉＯ２の活物質層重量当たりの容量は１７０～２０
０ｍＡｈ／ｇ、密度は２．８～３．２ｇ／ｃｍ３の範囲、ＬｉＭｎ２Ｏ４の活物質層重量
当たりの容量は８０～１２０ｍＡｈ／ｇ、密度は２．５～３．０ｇ／ｃｍ３の範囲の範囲
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で実用的に使用される。
【００４１】
境界線１は、ＣＮ×ＤＮが最小値の１２００ｍＡｈ／ｃｍ３、のときの、充放電可能な正
極物質層の体積当たりの容量ＣＰ×ＤＰに対する（ＣＮ×ＤＮ）／（ＣＰ×ＤＰ）の値で
ある。容量をある程度犠牲にしてもサイクル特性を優先する場合もあるが、この境界線未
満にしても、サイクル特性の向上は見られず、高容量負極の性能を生かせないので好まし
くない。
【００４２】
境界線２は、ＣＮ×ＤＮが最大値の２５００ｍＡｈ／ｃｍ３のときの、充放電可能な正極
物質層の体積当たりの容量ＣＰ×ＤＰに対する（ＣＮ×ＤＮ）／（ＣＰ×ＤＰ）の値であ
る。この境界線を超えると、サイクル特性が低下し好ましくない。
【００４３】
境界線３は、（ＣＮ×ＤＮ）／（ＣＰ×ＤＰ）の値が８のときである。この境界線以下で
あれば、より安定した電池を提供できるため好ましい。その理由を以下に説明する。一般
に、対向する正極活物質層１０５と負極活物質層１０２は、下記の関係を満たしているの
で、
ＣＮ×ＤＮ×ＴＮ＝ＣＰ×ＤＰ×ＴＰ　・・・式１
式１から、式２が導かれる。
【００４４】
（ＣＮ×ＤＮ）／（ＣＰ×ＤＰ）＝ＴＰ／ＴＮ　・・・式２
但し、上記式において、ＴＮは負極活物質層１０２の厚さ、ＣＮは負極活物質層１０２の
重量当たりの容量、ＤＮは負極活物質層１０２の密度、ＴＰは正極活物質層１０５の厚さ
、ＣＰは正極活物質層１０５の重量当たりの容量、ＤＰは正極活物質層１０５の密度であ
る。
【００４５】
式２から、（ＣＮ×ＤＮ）／（ＣＰ×ＤＰ）は、活物質層の厚さの比ＴＰ／ＴＮで表すこ
とができる。ここで、実用的な正極活物質層１０５の厚さは、電池特性や集電体との密着
性、生産性を考慮すると１５０μｍ以下、より好ましくは１００μｍ以下である。この正
極活物質層１０５に対して境界線３を超えると、負極活物質層１０２が薄くなりすぎてし
まうため、量産する場合、均一な塗工が困難になり生産性が低下する。さらに、スタッキ
ングや倦回などの電極群作製時にも、巻きズレなどがおこりやすくなるため、（ＣＮ×Ｄ

Ｎ）／（ＣＰ×ＤＰ）の値は８以下が好ましい。
【００４６】
このように、図４に示す本発明の範囲内であれば、ある程度の寿命は確保し高容量を重視
した電池や、寿命を重視しかつ市販の黒鉛負極を用いた電池より容量が大きい電池、とい
った使用目的に合わせた電池を安定して提供できる。
【００４７】
次に、既述した図１に示す二次電池（リチウム二次電池）の負極１０３、負極集電体１０
１、負極端子１０８、正極１０６、正極集電体１０４、正極端子１０９、イオン伝導体１
０７について説明する。
【００４８】
（負極１０３）
負極１０３は、一般に負極集電体１０１と、負極集電体１０１の両側に配置された負極活
物質層１０２とから構成される。そして、負極活物質層１０２はシリコンを主体とする合
金粒子、導電剤、その他の添加剤および、これらの活物質層同士、あるいはこれらの活物
質層を集電体に保持させるための結着剤で構成される。
【００４９】
例えば、この負極活物質層１０２は、前記シリコンを主体とする合金粒子に、適宜、導電
補助材、結着剤を加え混合し、塗布し、加圧成形して形成される。さらに容易に塗布でき
るようにするために、上記混合物に溶剤を添加してペースト状にすることも好ましい。な
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お、上記の塗布方法としては、例えば、コーター塗布方法、スクリーン印刷法が適用でき
る。
【００５０】
また、溶剤を添加することなく上記主材と導電補助材と結着剤を、あるいは結着剤を混合
せずに上記負極材料と導電補助材のみを、集電体上に加圧成形して、負極活物質層１０２
を形成することも可能である。なお、シリコンを主体とする合金粒子の負極活物質層１０
２に占める割合は、４０～９０重量％が好ましい。
【００５１】
負極１０３の活物質としては、電解液中で安定であって、リチウムの挿入・脱離が可能な
シリコンを主成分とする合金粉末が好ましい。このシリコンを主成分とする合金粉末の組
成は、シリコンがおおむね５０原子％以上で、より好ましくは５０重量％以上で構成され
ることが重要である。また、シリコン合金中のシリコン以外の構成元素としては、スズ、
アルミニウム、亜鉛、ゲルマニウム、インジウム、アンチモン、チタン、クロム、鉛、銅
、ニッケル、コバルト、鉄の群から選択される一種類以上の元素であることが好ましい。
【００５２】
これら合金粉末の結晶構造は、非晶質であることがより好ましい。また、合金粉末の粒子
径は、おおむね２μｍ以下、より好ましくは０．９μｍ以下で、０．０５μｍ以上が好ま
しい。
【００５３】
結着剤としては、電気化学的、化学的に安定で、結着力があればよく、その一例として、
非水溶性ポリマーでは、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのポリオレフィン、ポリフッ
化ビリニデン、テトラフルオロエチレンポリマー、フッ化ビリニデン－ヘキサフルオロプ
ロピレン共重合体などのフッ素樹脂、ポリエチレン－ポリビニルアルコール共重合体、ス
チレン－ブタジエンラバーなどが挙げられる。水溶性ポリマーの一例としては、ポリビニ
ルアルコール、ポリビニルブチラール、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニルエチルエ
ーテル、ポリビニルイソブチルエーテル、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチ
ルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシメチルエチルセルロース、ポ
リエチレングリコール、スチレン－ブタジエンラバーなどが挙げられる。
【００５４】
水溶性ポリマーは、ポリビニルアルコールとセルロース系ポリマーを混合して用いるのが
好ましく、セルロース系ポリマーとしてはカルボキシメチルセルロースを用いるのがより
好ましい。
【００５５】
ここで、上記結着剤の活物質層に占める割合は、充電時により多くの活物質量を保持する
ために、１～２０重量％の範囲とすることが好ましく、５～１５重量％の範囲とすること
がより好ましい。これは、合金粉末はカーボン粉末に比べて充電時の膨張が大きいため、
より結着力が必要であるからである。
【００５６】
導電剤としては、電気化学的、化学的に安定で、できるだけ電導度が高いものが望ましい
。この一例として、カーボン粉末、特に黒鉛化した粉末、銅粉末、ニッケル粉末、アルミ
ニウム粉末、チタン粉末等を用いることができる。
【００５７】
（負極集電体１０１）
負極集電体１０１の材質としては、電気化学的、化学的に安定で、導電性が高い事および
リチウムと合金化しないことが要求され、一例として、銅、ニッケル、ステンレス、チタ
ン等が挙げる。その形状としては、シート状、網状、エキスパンド状、穿孔板状、スポン
ジ状のものを用いることができる。ここで、集電体の厚さは、６～３０μｍの範囲が好ま
しい。なお、６μｍ未満の場合には、電池容量的には増大する方向ではあるが、集電体の
抵抗値が上がり、内部抵抗上昇、出力低下等の影響が現れ好ましくなく、３０μｍを越す
場合には電池容量が低下し好ましくない。
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【００５８】
（負極端子１０８）
負極端子１０８の材質としては、負極１０３の負極集電体１０１と同様、銅、ニッケル、
ステンレス等を用いることができる。なお、負極集電体１０１と負極端子１０８を電気的
に接続する方法として、レーザー溶接、抵抗溶接、超音波溶接等があり、材質により適宜
使い分けている。
【００５９】
（正極１０６）
正極１０６は、一般に正極集電体１０４と、正極集電体１０４の両側に配置された正極活
物質層１０５とから構成される。そして、この正極活物質層１０５はリチウムの挿入、脱
離が可能な活物質粉末、導電剤、その他の添加剤および、これらの活物質粉末同士、ある
いは活物質粉末と集電体を保持させるための結着剤で構成される。
【００６０】
ここで、正極集電体１０４の片面に形成される正極活物質層１０５の厚さは、５０～１５
０μｍの範囲が好ましい。なお、５０μｍ未満の場合は、負極活物質層１０２の体積当た
りの容量が正極活物質層１０５のそれより大きいため、対向する負極活物質層１０２の厚
さが薄くなりすぎて塗工が困難なため好ましくなく、１５０μｍを越す場合には、正極集
電体１０４との密着性の低下や、分極の増大による出力特性の低下がおこり好ましくない
。
【００６１】
一方、正極活物質層１０５の密度は、２．５～３．５ｇ／ｃｍ３の範囲が好ましい。２．
５ｇ／ｃｍ３未満の場合は、電池の高容量化が達成できないため好ましくなく、また、３
．５ｇ／ｃｍ３を越す場合には、電解液が十分に浸透しない、あるいは電極巻回物を製造
する時に活物質層に割れが生じて集電体から活物質が脱離するため好ましくない。
【００６２】
なお、正極１０６の活物質としては、電解液中で安定であって、リチウムの挿入、脱離が
可能であればよく、一例として、遷移金属酸化物、遷移金属硫化物、遷移金属窒化物、リ
チウム含有遷移金属酸化物、リチウム含有遷移金属硫化物、リチウム含有遷移金属窒化物
、リチウム含有遷移金属リン酸化合物などを挙げることができる。中でも、リチウム含有
遷移金属酸化物がより好ましい。遷移金属酸化物、遷移金属硫化物、遷移金属窒化物、遷
移金属リン酸化合物の遷移金属元素としては、例えば、ｄ殻あるいはｆ殻を有する金属元
素であり、Ｓｃ，Ｙ，ランタノイド，アクチノイド，Ｔｉ，Ｚｒ，Ｈｆ，Ｖ，Ｎｂ，Ｔａ
，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｗ，Ｍｎ，Ｔｃ，Ｒｅ，Ｆｅ，Ｒｕ，Ｏｓ，Ｃｏ，Ｒｈ，Ｉｒ，Ｎｉ，Ｐ
ｄ，Ｐｔ，Ｃｕ，Ａｇ，Ａｕが挙げられる。特に、第一遷移系列金属である、Ｍｎ，Ｆｅ
，Ｃｏ，Ｎｉが好適に用いられる。具体的には、ＬｉＣｏＯ２，ＬｉＮｉＯ２，ＬｉＭｎ

２Ｏ４，ＬｉＭｎＯ２，ＬｉＣｏ０．２Ｎｉ０．８Ｏ２，ＬｉＮｉ０．５Ｍｎ０．５Ｏ２

等を用いる事ができる。
【００６３】
結着剤としては、電気化学的、化学的に安定で、結着力があればよく、その一例として、
ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン等のフッ素系の樹脂がよく用いられ
るが、カルボキシメチルセルロースのようなセルロース系、ポリビニルアルコールのよう
な酢酸ビニル系のものも用いられる。
【００６４】
導電材としては、電気化学的、化学的に安定で、できるだけ導電性が高いものが望ましい
。この一例として、カーボン粉末、特に黒鉛化した粉末、アルミニウム粉末、チタン粉末
等を用いることができる。
【００６５】
（正極集電体１０４）
正極集電体１０４の材質としては、電気化学的、化学的に安定で、導電性が高い事が要求
され、一例として、アルミニウム、チタン、が挙げられる。また、集電体の形状としては
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、シート状、網状、エキスパンド状、穿孔板状、スポンジ状のものを用いる事ができる。
正極集電体１０４の厚さは、６～３０μｍの範囲が好ましい。なお、６μｍ未満の場合に
は、電池容量的には増大する方向ではあるが、正極集電体１０４の抵抗値が上がり、内部
抵抗上昇、出力低下等の影響が現れ好ましくなく、３０μｍを越す場合には電池容量が低
下し好ましくない。
【００６６】
（正極端子１０９）
正極端子１０９の材質としては、正極１０６の正極集電体１０４と同様なアルミニウム、
チタン等を用いることができる。なお、正極１０６の正極集電体１０４と正極端子１０９
を電気的に接続する方法として、レーザー溶接、抵抗溶接、超音波溶接等があり、材質に
より適宜使い分けている。
【００６７】
（イオン伝導体１０７）
本発明のリチウム二次電池のイオン伝導体１０７には、電解液（電解質を溶媒に溶解させ
て調製した電解質溶液）を保持させたセパレータ、固体電解質、電解液を高分子ゲルなど
でゲル化した固形化電解質、などのリチウムイオンの伝導体が使用できる。
【００６８】
本発明の二次電池に用いるイオン伝導体１０７の導電率は、２５℃における値として、１
×１０－３Ｓ／ｃｍ以上であることが好ましく、５×１０－３Ｓ／ｃｍ以上であることが
より好ましい。また、イオン伝導体１０７の厚さは、１０～４０μｍの範囲が好ましい。
なお、１０μｍ未満の場合は、負極１０３の膨張のストレスを吸収できず、安全性が低下
し好ましくなく、４０μｍを越す場合には容量が低下し好ましくない。
【００６９】
電解質としては、例えば、Ｈ２ＳＯ４、ＨＣｌ、ＨＮＯ３等の酸、リチウムイオン（Ｌｉ
＋）とルイス酸イオン（ＢＦ４

－、ＰＦ６
－、ＡｓＦ６

－、ＣｌＯ４
－、ＣＦ３ＳＯ３

－

、ＢＰｈ４
－（Ｐｈ：フェニル基））からなる塩、及びこれらの混合塩、が挙げられる。

上記塩は、減圧下で加熱したりして、十分な脱水と脱酸素を行なっておくことが望ましい
。
【００７０】
上記電解質の溶媒としては、例えば、アセトニトリル、ベンゾニトリル、プロピレンカー
ボネート、エチレンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、エチ
ルメチルカーボネート、ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、ニトロベンゼン、
ジクロロエタン、ジエトキシエタン、１，２－ジメトキシエタン、クロロベンゼン、γ－
ブチロラクトン、ジオキソラン、スルホラン、ニトロメタン、ジメチルサルファイド、ジ
メチルサルオキシド、ギ酸メチル、３－メチル－２－オキダゾリジノン、２－メチルテト
ラヒドロフラン、３－プロピルシドノン、二酸化イオウ、塩化ホスホリル、塩化チオニル
、塩化スルフリル、又は、これらの混合液が使用できる。
【００７１】
なお、上記溶媒は、例えば、活性アルミナ、モレキュラーシーブ、五酸化リン、塩化カル
シウムなどで脱水するか、溶媒によっては、不活性ガス中でアルカリ金属共存下で蒸留し
て不純物除去と脱水をも行なうのがよい。
【００７２】
また、電解液の漏洩を防止するために、固体電解質もしくは固形化電解質を使用するのが
好ましい。ここで、固体電解質としては、リチウム元素とケイ素元素と酸素元素とリン元
素もしくはイオウ元素から成る酸化物などのガラス、エーテル構造を有する有機高分子の
高分子錯体、などが挙げられる。また、固形化電解質としては、前記電解液をゲル化剤で
ゲル化して固形化したものが好ましい。ゲル化剤としては電解液の溶媒を吸収して膨潤す
るようなポリマー、シリカゲルなどの吸液量の多い多孔質材料を用いるのが望ましい。
【００７３】
上記ポリマーとしては、ポリエチレンオキサイド、ポリビニルアルコール、ポリアクリロ
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ニトリル、ポリメチルメタクリレート、ビニリデンフルオライド－ヘキサフルオロプロピ
レンコポリマーなどが用いられる。さらに、上記ポリマーは架橋構造のものがより好まし
い。
【００７４】
なお、二次電池内で負極１０３と正極１０６の短絡を防ぐ役割を果たすセパレータを構成
するイオン伝導体２０２は、電解液を保持する役割を有する場合もあるため、リチウムイ
オンが移動できる細孔を多数有し、かつ、電解液に不溶で安定である必要がある。
【００７５】
したがって、セパレータとしては、例えば、ガラス、ポリプロピレンやポリエチレンなど
のポリオレフィン、フッ素樹脂、などの不織布あるいはミクロポア構造の材料が好適に用
いられる。また、微細孔を有する金属酸化物フィルム、又は、金属酸化物を複合化した樹
脂フィルムも使用できる。
【００７６】
次に、リチウム二次電池の形状と構造について説明する。
【００７７】
本発明の二次電池の具体的な形状としては、例えば、扁平形、円筒形、直方体形、シート
形などがある。又、電池の構造としては、例えば、単層式、多層式、スパイラル式などが
ある。その中でも、スパイラル式円筒形の電池は、負極と正極の間にセパレータを挟んで
巻くことによって、電極面積を大きくすることができ、充放電時に大電流を流すことがで
きるという特徴を有する。また、直方体形やシート形の電池は、複数の電池を収納して構
成する機器の収納スペースを有効に利用することができる特徴を有する。
【００７８】
次に、図５を参照して、電池の形状と構造についてより詳細な説明を行なう。図５はスパ
イラル式円筒型電池の断面図を表している。なお、この形状のリチウム二次電池は、基本
的には図１と同様な構成で、負極、正極、イオン伝導体、電池ケース、出力端子を有する
。
【００７９】
図５において、５０２は負極活物質層、５０３は負極、５０６は正極、５０８は負極端子
（負極缶）、５０９は正極端子（正極キャップ）、５０７はイオン伝導体、５１０はガス
ケット、５０１は負極集電体、５０４は正極集電体、５１１は絶縁板、５１２は負極リー
ド、５１３は正極リード、５１４は安全弁である。
【００８０】
ここで、このスパイラル式円筒型の二次電池では、正極集電体５０４上に形成された正極
活物質層５０５を有する正極５０６と、負極集電体５０１上に形成された負極活物質層５
０２を有した負極５０３が、例えば少なくとも電解液を保持したセパレータで形成された
イオン伝導体５０７を介して対向し、多重に巻回された円筒状構造の積層体を形成してい
る。そして、当該円筒状構造の積層体が、負極端子としての負極缶５０８内に収容されて
いる。
【００８１】
また、当該負極缶５０８の開口部側には正極端子としての正極キャップ５０９が設けられ
ており、負極缶５０８内の他の部分においてガスケット５１０が配置されている。これに
より、円筒状構造の電極の積層体は絶縁板５１１を介して正極キャップ５０９側と隔てら
れている。
【００８２】
なお、正極５０６については正極リード５１３を介して正極キャップ５０９に接続されて
いる。また負極５０３については負極リード５１２を介して負極缶５０８と接続されてい
る。さらに、正極キャップ５０９側には電池内部の内圧を調整するための安全弁５１４が
設けられている。
【００８３】
次に、図５に示した電池の組み立て方法の一例を説明する。
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【００８４】
（１）負極５０３と成形した正極５０６の間に、セパレータとしてのイオン伝導体５０７
を挟んで、負極缶５０８に組み込む。
【００８５】
（２）電解液を注入した後、正極キャップ５０９とガスケット５１０を組み立てる。
【００８６】
（３）上記（２）をかしめる。
【００８７】
これにより、電池は完成する。なお、上述したリチウム二次電池の材料調製、及び電池の
組立は、水分が十分除去された乾燥空気中、又は乾燥不活性ガス中で行なうのが望ましい
。
【００８８】
次に、上述のようなリチウム二次電池を構成するガスケット５１０、外缶、安全弁５１４
について説明する。
【００８９】
（ガスケット５１０）
ガスケット５１０の材料としては、例えば、フッ素樹脂、ポリオレフィン樹脂、ポリアミ
ド樹脂、ポリスルフォン樹脂、各種ゴムが使用できる。なお、電池の封口方法としては、
図５のようにガスケット５１０を用いた「かしめ」以外にも、ガラス封管、接着剤、溶接
、半田付けなどの方法が用いられる。また、絶縁板５１１の材料としては、各種有機樹脂
材料やセラミックスが用いられる。
【００９０】
（外缶）
電池の外缶として、電池の負極缶５０８、及び正極キャップ５０９から構成される。外缶
の材料としては、ステンレススチールが好適に用いられる。特に、チタンクラッドステン
レス板や銅クラッドステンレス板、ニッケルメッキ鋼板などが多用される。
【００９１】
図５では負極缶５０８が電池ケースと端子を兼ねているため、上記のステンレススチール
が好ましい。ただし、負極缶５０８が電池ケースと端子を兼用しない場合には、電池ケー
スの材質としては、ステンレススチール以外にも亜鉛などの金属、ポリプロピレンなどの
プラスチック、または、金属もしくはガラス繊維とプラスチックの複合材を用いることが
できる。
【００９２】
（安全弁５１４）
安全弁４１４は電池の内圧が高まった時の安全対策としてリチウム二次電池に備えられる
ものであり、このような安全弁５１４としては、例えば、ゴム、スプリング、金属ボール
、破裂箔などが使用できる。
【００９３】
【実施例】
以下、実施例に沿って本発明を更に詳細に説明する。
【００９４】
本発明の実施例１～実施例４として、また各実施例の比較例として比較例１～比較例５を
図５に示した断面構造の１８６５０サイズ（φ１８ｍｍ×６５ｍｍ）のリチウム二次電池
をそれぞれ作製した。なお、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。
【００９５】
（実施例１）
本実施例では、以下のようにしてリチウム二次電池を作製した。
【００９６】
（１）負極５０３の作製
負極５０３の活物質として、平均粒径が０．５μｍのＳｉ－Ｓｎ－Ｃｕ合金（重量比で８
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０－１５－５）の粉末７０重量部、平均粒径が５μｍの天然黒鉛１５重量部、アセチレン
ブラック３重量部、カルボキシメチルセルロース３重量部（２重量％の水溶液で使用）、
ポリビニルアルコール９重量部（１０重量％の水溶液で使用）を混練して、ペースト状に
調製した。
【００９７】
次に、このペーストを１５μｍ厚の銅箔の負極集電体５０１の両側に塗布し乾燥の後、ロ
ールプレス機で加圧成形し、負極活物質層５０２の体積当たりの容量が２４００ｍＡｈ／
ｃｍ３（重量当たりの容量２０００ｍＡｈ／ｇ、密度１．２ｇ／ｃｍ３）、厚さが１６μ
ｍの電極を作製した。この後、作製した電極を所定の大きさに切断した後、ニッケル線の
リードをスポット溶接で上記電極に接続し、負極５０３を得た。
【００９８】
（２）正極５０６の作製
コバルト酸リチウムを９０重量部、導電材として天然黒鉛を５重量部、ポリフッ化ビリニ
デン粉５重量％を混合した後、Ｎ－メチル－２－ピロリドンを添加してペースト状に調製
した。次に、得られたペーストを、厚み２０μｍのアルミニウム箔の正極集電体５０４の
両面に塗布し乾燥の後、ロールプレス機で加圧成形し、正極活物質層５０５の体積当たり
の容量が４８０ｍＡｈ／ｃｍ３　（１５０ｍＡｈ／ｇ、密度３．２ｇ／ｃｍ３）、厚さが
８０μｍの電極を作製した。この後、作製した電極を所定の大きさに切断した後、アルミ
ニウムのリードを超音波溶接機で接続し、１５０℃で減圧乾燥して正極５０６を得た。
【００９９】
（３）電解液の作製
▲１▼　十分に水分を除去したエチレンカーボネートとジエチルカーボネートとを、体積
比３：７で混合した溶媒を調製した。
【０１００】
▲２▼　上記▲１▼で得られた溶媒に、四フッ化ホウ酸リチウム塩（ＬｉＰＦ６）を１Ｍ
（ｍｏｌ／ｌ）溶解したものを電解液として用いた。
【０１０１】
（４）電池の組み立て
組み立ては、露点－５０℃以下の水分を管理した乾燥雰囲気下で全て行なった。
【０１０２】
▲１▼　負極５０３と正極５０６の間にセパレータとしてイオン伝導体５０７を挟み、セ
パレータ／正極／セパレータ／負極／セパレータの構成になるようにうず巻き状に巻いて
、チタンクラッドのステンレススチール材の負極缶５０８に挿入した。なお、イオン伝導
体５０７として、厚み２０μｍのポリエチレンの微孔セパレータを用いた。
【０１０３】
▲２▼　次いで、負極リード５１２を負極缶５０８の底部にスポット溶接で接続した。ま
た、負極缶５０８の上部にネッキング装置でくびれを形成し、ポリプロピレン製のガスケ
ット５１０付の正極キャップ５０９に正極リード５１３をスポット溶接機で溶接した。
【０１０４】
▲３▼　次に、電解液を注入した後、正極キャップ５０９をかぶせ、かしめ機で正極キャ
ップ５０９と負極缶５０８をかしめて密閉し電池を作製した。
【０１０５】
（実施例２）
本実施例では、負極活物質層５０２の体積当たりの容量が１３２０ｍＡｈ／ｃｍ３（重量
当たりの容量１１００ｍＡｈ／ｇ、密度１．２ｇ／ｃｍ３）、厚さが２９μｍの負極５０
３を作製した以外は実施例１と全く同じ操作を行って電池を作製した。
【０１０６】
（実施例３）
本実施例では、負極活物質層５０２の体積当たりの容量が１９２０ｍＡｈ／ｃｍ３　（重
量当たりの容量１６００ｍＡｈ／ｇ、密度１．２ｇ／ｃｍ３）、厚さが１２μｍの負極５
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０３を作製し、ＬｉＭｎ２Ｏ４を８５重量部、導電材としてカーボンブラックを１０重量
部、ポリフッ化ビリニデン粉５重量部の組成で、正極活物質層５０５の体積当たりの容量
が２７０ｍＡｈ／ｃｍ３　（１００ｍＡｈ／ｇ、密度２．７ｇ／ｃｍ３）、厚さが８０μ
ｍの正極５０６を作製した以外は実施例１と全く同じ操作を行って電池を作製した。
【０１０７】
（実施例４）
本実施例では、負極活物質層５０２の体積当たりの容量が２４００ｍＡｈ／ｃｍ３（重量
当たりの容量２０００ｍＡｈ／ｇ、密度１．２ｇ／ｃｍ３）、厚さが９μｍの負極５０３
を作製し、ＬｉＭｎ２Ｏ４を８５重量部、導電材としてカーボンブラックを１０重量部、
ポリフッ化ビリニデン粉５重量部の組成で、正極活物質層５０５の体積当たりの容量が２
７０ｍＡｈ／ｃｍ３　（１００ｍＡｈ／ｇ、密度２．７ｇ／ｃｍ３）、厚さが８０μｍの
正極５０６を作製した以外は実施例１と全く同じ操作を行って電池を作製した。
【０１０８】
（比較例１）
本比較例では、負極活物質層５０２の体積当たりの容量が２７００ｍＡｈ／ｃｍ３（重量
当たりの容量２２５０ｍＡｈ／ｇ、密度１．２ｇ／ｃｍ３）、厚さが１４μｍの負極５０
３を作製した以外は実施例１と全く同じ操作を行って電池を作製した。
【０１０９】
（比較例２）
本比較例では、負極活物質層５０２の体積当たりの容量が２７２０ｍＡｈ／ｃｍ３（重量
当たりの容量１６００ｍＡｈ／ｇ、密度１．７ｇ／ｃｍ３）、厚さが１４μｍの負極５０
３を作製した以外は実施例１と全く同じ操作を行って電池を作製した。
【０１１０】
（比較例３）
本比較例では、負極活物質層５０２の体積当たりの容量が１０４０ｍＡｈ／ｃｍ３（重量
当たりの容量１３００ｍＡｈ／ｇ、密度０．８ｇ／ｃｍ３）、厚さが３７μｍの負極５０
３を作製した以外は実施例１と全く同じ操作を行って電池を作製した。
【０１１１】
（比較例４）
本比較例では、負極活物質層５０２の体積当たりの容量が１０８０ｍＡｈ／ｃｍ３（重量
当たりの容量９００ｍＡｈ／ｇ、密度１．２ｇ／ｃｍ３）、厚さが３６μｍの負極５０３
を作製した以外は実施例１と全く同じ操作を行って電池を作製した。
【０１１２】
（比較例５）
本比較例では、負極活物質層５０２の体積当たりの容量が２７００ｍＡｈ／ｃｍ３（重量
当たりの容量２２５０ｍＡｈ／ｇ、密度１．２ｇ／ｃｍ３）、厚さが８μｍの負極５０３
を作製し、ＬｉＭｎ２Ｏ４を８５重量部、導電材としてカーボンブラックを１０重量部、
ポリフッ化ビリニデン粉５重量部の組成で、正極活物質層５０５の体積当たりの容量が２
７０ｍＡｈ／ｃｍ３（１００ｍＡｈ／ｇ、密度２．７ｇ／ｃｍ３）、厚さが８０μｍの正
極５０６を作製した以外は実施例１と全く同じ操作を行って電池を作製した。
【０１１３】
（電池の性能評価）
電池の性能評価を、以下のようにして行った。
【０１１４】
充電は正極活物質から計算される電気容量を基準として得た０．１Ｃ（容量／時間の０．
１倍の電流）値の定電流にて行い電池電圧が４．２Ｖに達した時点で４．２Ｖの定電圧充
電に切り換えて計１０時間行い、１０分の休止の後、放電を行った。この放電は０．１Ｃ
（容量／時間の０．１倍の電流）値の定電流で電池電圧が２．５Ｖに到達するまで行った
。このときの放電電気量から求めた値を、電池容量とした。
【０１１５】
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更に、サイクル寿命は、０．５Ｃ（電池容量／時間の０．５倍の電流）の充放電と、２０
分の休憩時間からなるサイクルを１サイクルとして行い、電池容量の６０％を下回ったサ
イクル回数により評価した。尚、充電のカットオフ電圧は４．２Ｖ、放電のカットオフ電
圧を２．７Ｖに設定した。
【０１１６】
下記表１に実施例１～２、及び比較例１～４で作製した電池の電池容量、充放電サイクル
寿命の結果をまとめた。実施例１及び比較例１～４のサイクル寿命は、実施例２のサイク
ル寿命を１．０として規格化して表した。
【０１１７】
下記表２には、実施例３～４、及び比較例５で作製した電池の電池容量、充放電サイクル
寿命の結果をまとめた。さらに表２には、負極塗工不良、電極の巻回時の巻きズレ、短絡
などの不良サンプル発生量を示した。なお、実施例４、比較例５のサイクル寿命と不良サ
ンプル発生量は、実施例３のサイクル寿命と不良サンプル発生量を１．０として規格化し
て表した。
【０１１８】
表１から、本発明の範囲内（図４参照）で電池を作製することにより、実施例２のように
ある程度の寿命は確保し高容量を重視した電池や、実施例３のように寿命を重視しかつ市
販の黒鉛負極を用いた電池より容量が大きい電池、といった使用目的に合わせた電池を安
定して提供できることが明らかになった。
【０１１９】
しかし、実施例１に対して、境界線２を越えた比較例１、比較例２は、負極の劣化による
サイクル特性低下がみられる。また、実施例２に対して、境界線１未満の比較例３、比較
例４は、サイクル特性はあまり変わらないものの、電池容量が小さくなっていることが分
かる。
【０１２０】
表２から、実施例３および実施例４に対して、境界線２を越えた比較例５は、負極の劣化
によるサイクル特性低下がみられる。また、境界線３を越えた実施例４は、負極活物質層
５０２の厚さが１０μｍ以下と薄くなったために、実施例３に比べて不良サンプルの発生
量が若干増えていることが分かる。
【０１２１】
【表１】
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【０１２２】
【表２】

【０１２３】
上記の実施例では、本発明を円筒型電池に適用する場合を例に挙げて説明したが、本発明
は電池形状や構造に特に制限はなく、種々の形状のリチウムイオン二次電池に適用し得る
ものである。
【０１２４】
また、上記の実施例では、負極活物質にＳｉ－Ｓｎ－Ｃｕ合金（重量比で８０－１５－５
）の粉末を用いた場合を示したが、シリコンを主体とする合金粒子であれば他のものでも
同様の効果が期待できる。
【０１２５】
【発明の効果】
以上説明したように本発明のように、平均粒径が０．０５～２μｍの範囲のシリコンとス
ズからなる合金粒子を活物質として含む負極活物質層と集電体から形成される負極を備え
たリチウム二次電池において、負極活物質層の蓄電容量が１０００～２２００ｍＡｈ／ｇ
の範囲であり、負極活物質層の密度が０．９～１．５ｇ／ｃｍ３の範囲であることにより
、高容量かつ長寿命なリチウム二次電池を提供することができる。
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【０１２６】
またシリコンを主体とする合金粒子を活物質とする負極活物質層と集電体から形成される
負極、正極活物質層と集電体から形成される正極を備えたリチウム二次電池において、正
極活物質層と負極活物質層が下記の関係式を満たすことにより、さらに、主に高容量を目
的とする場合、もしくは、長寿命を目的とする場合の、それぞれに合わせた設計のリチウ
ム二次電池を提供することができる。
【０１２７】
（ＣＮ×ＤＮ）／（ＣＰ×ＤＰ）≦８
ＣＮ×ＤＮ＝１２００～２５００ｍＡｈ／ｃｍ３

ＣＮ＝１０００～２２００ｍＡｈ／ｇ
ＤＮ＝０．９～１．５ｇ／ｃｍ３

上記式において、
ＣＮは負極活物質層の重量当たりの容量、
ＤＮは負極活物質層の密度、
ＣＰは正極活物質層の重量当たりの容量、
ＤＰは正極活物質層の密度
である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の二次電池（リチウム二次電池）の１実施態様の断面を模式的に示す概念
図。
【図２】上記二次電池のシリコンとスズを合金化させた粉末を活物質として用いた負極活
物質層の、重量当たりの容量（Ｌｉ挿入量）に対する寿命の変化と膨張率の変化を示す図
。
【図３】上記二次電池のシリコンとスズからなる合金粒子を活物質とする負極活物質層の
密度に対する寿命の変化と膨張率の変化を示す図。
【図４】上記二次電池の正極活物質層と負極活物質層の設計範囲を示す図。
【図５】上記二次電池の一例であるスパイラル式円筒型電池の構造を示す断面図。
【符号の説明】
１０１　負極集電体
１０２　負極活物質層
１０３　負極
１０４　正極集電体
１０５　正極活物質層
１０６　正極
１０７　イオン伝導体
１０８　負極端子
１０９　正極端子
１１０　負極リード
１１１　正極リード
１１２　電池ケース
５０１　負極集電体
５０２　負極活物質層
５０３　負極
５０４　正極集電体
５０５　正極活物質層
５０６　正極
５０７　イオン伝導体
５０８　負極缶（負極端子）
５０９　正極キャップ（正極端子）
５１０　ガスケット
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５１１　絶縁板
５１２　負極リード
５１３　正極リード
５１４　安全弁

【図１】 【図２】
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【図５】
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