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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
‐　１μｍ以下の直径を有する凝集していないチタンリチウム酸化物の微粒子（１）から
なる第一の群と、
‐　１μｍ以下の直径を有する複数の前記チタンリチウム酸化物の微粒子（１）の凝集に
より形成され、かつそれぞれが１００μｍ以下の直径を有する粒状体（２）からなる第二
の群とからなる、混合されたチタンリチウム酸化物の粉末状化合物であって、前記第二の
群が前記粉末状化合物の総体積に対して１０～５０体積％含まれ、
前記混合されたチタンリチウム酸化物の粉末状化合物が１ｇ／ｃｍ３以上の充填密度を有
することを特徴とする、混合されたチタンリチウム酸化物の粉末状化合物。
【請求項２】
　凝集により形成される前記粒状体（２）の比率が、前記化合物の総体積に対して３０～
５０体積％である、請求項１に記載の化合物。
【請求項３】
　前記微粒子（１）の直径が０．１μｍ～０．５μｍである、請求項１または２に記載の
化合物。
【請求項４】
　前記化合物の不純物の割合が、チタン１モルあたり１％以下である、請求項１～３のい
ずれか一項に記載の化合物。
【請求項５】
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　前記化合物の実験式がＬｉ４Ｔｉ５Ｏ１２およびその誘導体から選択される、請求項１
～４のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項６】
　前記Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２の誘導体が、Ｌｉ（４－ｘ）ＭｘＴｉ５Ｏ１２およびＬｉ４Ｔ
ｉ（５－ｙ）ＮｙＯ１２から選択され、ここでｘおよびｙが、それぞれ０～０．２であり
、ＭおよびＮが、それぞれＮａ、Ｋ、Ｍｇ、Ｎｂ、Ａｌ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｚｒ、Ｃｒ、Ｍｎ
、Ｆｅ、Ｃｕ、Ｚｎ、ＳｉおよびＭｏから選択された化学元素である、請求項５に記載の
化合物。
【請求項７】
　比表面積が５～３０ｍ２／ｇである、請求項１～６のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の混合されたチタンリチウム酸化物の粉末状化合物
を製造する方法であって、少なくとも下記の連続的な工程、すなわち
－　粉末状の混合されたチタンリチウム酸化物を合成する工程、
－　前記酸化物を、遊星ミルで２４時間～４８時間粉砕し、１μｍ以下の直径を有する微
粒子（１）と、前記微粒子（１）の凝集により形成され、かつ１００μｍ以下の直径を有
する、少なくとも１０体積％の粒状体（２）とを形成する工程、および
－　温度４５０℃～６００℃で熱処理する工程
を含んでなる、方法。
【請求項９】
　前記酸化物を粉砕する工程が、混合されたチタンリチウム酸化物の総体積に対して５体
積％未満の有機溶剤と共に行われる、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記混合されたチタンリチウム酸化物の合成工程が、少なくとも
－　前記混合されたチタンリチウム酸化物の前駆物質を１～２時間粉砕する工程、
－　９００℃に達する温度で熱処理する工程
を含んでなる、請求項８または９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記混合されたチタンリチウム酸化物の前駆物質がＴｉＯ２およびＬｉ２ＣＯ３である
、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記粉砕工程の際に、Ｎａ、Ｋ、Ｍｇ、Ｎｂ、Ａｌ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｚｒ、Ｃｒ、Ｍｎ、
Ｆｅ、Ｃｕ、Ｚｎ、ＳｉおよびＭｏから選択された化学元素の前駆物質が、混合されたチ
タンリチウム酸化物の前駆物質に加えられる、請求項１０または１１に記載の方法。
【請求項１３】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の混合されたチタンリチウム酸化物の粉末状化合物
を少なくとも含んでなる、電気化学的エネルギー貯蔵装置用の電極。
【請求項１４】
　前記粉末状化合物の、少なくとも一種の導電性添加剤および／または重合体結合剤との
ナノ－分散物からなる、請求項１３に記載の電極。
【発明の詳細な説明】
【発明の背景】
【０００１】
　本発明は、混合されたチタンリチウム酸化物の粉末状化合物、そのような化合物の製造
方法およびそのような化合物を含んでなる、電気化学的エネルギー貯蔵装置用の電極に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　電気化学的エネルギー貯蔵装置は、とりわけ、リチウムで作動するエネルギー貯蔵装置
を含んでなる。その場合、そのような装置は、リチウムを含む少なくとも一個の電極を含
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む。より詳しくは、リチウム貯蔵バッテリーと呼ばれる装置は、リチウムを包含する２個
の電極を備えてなる。リチウムを包含する単一の電極だけを含んでなるハイブリッド装置
も存在する。
【０００３】
　リチウム貯蔵バッテリーまたはリチウムバッテリーは、特に携帯用製品における独立し
たエネルギー供給源としての再充電可能なニッケル－カドミウム（Ｎｉ－Ｃｄ）またはニ
ッケル－水素化物（Ｎｉ－ＭＨ）貯蔵バッテリーに取って代わる傾向がますます強くなっ
ている。事実、リチウム貯蔵バッテリーは、Ｎｉ－ＣｄやＮｉ－ＭＨ貯蔵バッテリーの性
能より優れた性能を発揮し、特に質量エネルギー密度がより高い。
【０００４】
　リチウム貯蔵バッテリーは、正電極におけるＬｉ＋イオンの挿入および脱離(deinserti
on)の原理に基づいている。正電極は、実際、その構造中に特定数のＬｉ＋陽イオンを挿
入できる少なくとも一種の材料を含む。例えば、正電極の活性材料として使用される材料
は、一般的にＴｉＳ２、ＮｂＳｅ３、Ｖ２Ｏ５、ＬｉＣｏＯ２、ＬｉＮｉＯ２、ＬｉＭｎ

２Ｏ４、ＬｉＶ３Ｏ８および、より最近では、ＬｉＦｅＰＯ４から選択される。そのよう
なリチウム貯蔵バッテリーの負電極は、Ｌｉ＋イオン発生装置でよく、活性リチウム挿入
(intercalation)材料を含むこともできる。従って、負電極の活性材料は、一般的に金属
リチウム、リチウム合金、リチウム合金の酸化リチウム中ナノメートル級混合物、リチウ
ムおよび遷移金属窒化物、リチウム層間または挿入材料、例えばリチウムおよびチタンを
含んでなる、グラファイト形態の炭素またはスピネル構造材料Ｌｉ１＋ｘＴｉ（２－ｙ）

／４Ｏ４から選択され、ここでｘおよびｙは、それぞれ、負電極の活性材料を達成するよ
うな０～１である。
【０００５】
　特開２００３－１３７５４７号は、二次リチウム貯蔵バッテリーの正または負電極の活
性材料として混合されたチタンおよびリチウム酸化物Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２の使用を提案し
ている。このＬｉ４Ｔｉ５Ｏ１２酸化物は、前駆物質を水中で混合し、次いでその混合物
を乾燥させてから、温度７００℃～１０００℃で熱処理することにより、得られる。次い
で、この混合物を粉砕し、平均微粒子径０．５～１．５μｍ、最大直径２５μｍの、均質
な粒度分布を有する粉末形態にある化合物を形成する。このようにして、に製造されたＬ
ｉ４Ｔｉ５Ｏ１２酸化物は、良好な電力性能を示すリチウム貯蔵バッテリーを製造できる
が、その密度は０．８５ｇ／ｍｌを超えない。この低密度により、電極のかさが大きくな
り、従って、リチウム貯蔵バッテリーの寸法が大きくなる、という欠点が生じる。
【０００６】
　米国特許出願２００３／００１７１０４号では、Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２酸化物を合成し、
調整された、均質な微粒子径５ｎｍ～２０００ｎｍ、比表面積１～４００ｍ２／ｇを得て
いる。この酸化物の合成は、混合されたチタンおよびリチウム酸化物供給源を水溶液中で
粉砕し、最終的な酸化物に必要な微粒子径よりも小さな、予め決められた微粒子径を得る
。次いで、この溶液を噴霧乾燥させ、例えば温度２５０℃～９００℃で熱的に再処理する
。この乾燥および熱処理工程により、微粒子径の直径を増加させ、狭い粒度分布および調
整された比表面積を得ることができる。熱処理工程の後、生成物を水中に再分散させ、熱
処理の際に形成された凝集物を分離する。
【発明の目的】
【０００７】
　本発明の目的は、密度が高く、電気化学的性能が良好であり、好ましくは不純物および
構造的欠陥レベルが低い、混合されたチタンリチウム酸化物の粉末状化合物を得ることで
ある。
【０００８】
　本発明により、この目的は、請求項により達成される。
【０００９】
　より詳しくは、この目的は、該粉末状化合物が、１μｍ以下の直径を有する微粒子と、
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該微粒子の凝集により形成され、かつ１００μｍ以下の直径を有する、少なくとも１０体
積％の粒状体とによって形成されるとの事実により達成される。
【００１０】
　 本発明の第一の態様では、凝集により形成される粒状体の比率が、該化合物の総体積
に対して３０～５０体積％である。
【００１１】
　本発明の第二の態様では、微粒子の直径が０．１μｍ～０．５μｍである。
【００１２】
　本発明の別の目的は、容易に実行でき、化合物の電気化学的性能を損なわずに、緻密な
化合物を得ることができる、混合されたチタンリチウム酸化物の粉末状化合物を製造する
方法を提供することである。
【００１３】
　本発明により、この目的は、少なくとも下記の連続的な工程、すなわち
－　粉末状の混合されたチタンリチウム酸化物を合成する工程、
－　該酸化物を、遊星ミルで２４時間～４８時間粉砕し、１μｍ以下の直径を有する微粒
子と、該微粒子の凝集により形成され、１００μｍ以下の直径を有する、少なくとも１０
体積％の粒状体とを形成する工程、
－　温度４５０℃～６００℃で熱処理する工程
を含んでなる方法により、達成される。
【００１４】
　本発明の一態様では、該酸化物を粉砕する工程が、混合されたチタンリチウム酸化物の
総体積に対して５体積％未満の有機溶剤と共に行われる。
【００１５】
　本発明の別の態様では、混合されたチタンリチウム酸化物の合成工程が、少なくとも
－　混合されたチタンリチウム酸化物の前駆物質を１～２時間粉砕する工程、
－　９００℃に達する温度で熱処理する工程
を含んでなる。
【００１６】
　本発明の別の目的は、混合されたチタンリチウム酸化物の粉末状化合物を含んでなり、
良好な電力性能を有し、体積が小さい電気化学的エネルギー貯蔵装置を得ることができる
電極を得ることである。
【００１７】
　本発明により、この目的は、電極が少なくとも、混合されたチタンリチウム酸化物の粉
末状化合物を含んでなり、該粉末状化合物が、１μｍ以下の直径を有する微粒子から構成
され、該微粒子の凝集により形成される粒状体の少なくとも１０体積％が１００μｍ以下
の直径を有することにより、達成される。
【００１８】
　他の優位性および特徴は、以下に、添付の図面を参照しながら、非限定的な例としての
み記載する、本発明の特別な実施態様の説明から明らかである。
【特別な実施態様の説明】
【００１９】
　本発明により、混合されたチタンリチウム酸化物の粉末状化合物、より詳しくは、実験
式Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２を有する化合物またはＬｉ４Ｔｉ５Ｏ１２の誘導体は、
－　Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２またはＬｉ４Ｔｉ５Ｏ１２の誘導体の単一微粒子(unitary parti
cle)により形成された第一の粒度群、および
－　特定数の該単一微粒子が凝集して形成された粒状体により形成された第二の粒度群
からなる。
【００２０】
　Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２の誘導体の中で、粉末状化合物は、例えばＬｉ（４－ｘ）ＭｘＴｉ

５Ｏ１２およびＬｉ４Ｔｉ（５－ｙ）ＮｙＯ１２から選択することができ、ここでｘおよ
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びｙは、それぞれ０～０．２であり、ＭおよびＮは、それぞれＮａ、Ｋ、Ｍｇ、Ｎｂ、Ａ
ｌ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｚｒ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｕ、Ｚｎ、ＳｉおよびＭｏから選択された
化学元素である。
【００２１】
　単一微粒子とは、直径が１μｍ以下、好ましくは０．１～０．５μｍの、互いに結合さ
れていない微粒子を意味する。単一微粒子の凝集により形成された粒状体は、凝集した微
粒子とも呼ばれ、１００μｍ以下の直径を有する。
【００２２】
　さらに、凝集により形成された粒状体の比率は、粉末状化合物の総体積に対して少なく
とも１０体積％である。好ましくは、粒状体の比率は、該化合物の総体積に対して３０～
５０体積％である。実験式Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２の粉末状化合物は、各粒状体が、各微粒子
の直径よりはるかに大きな直径を有するように、例えば６０体積％の単一微粒子および４
０体積％の、該微粒子の凝集により形成された粒状体を含んでなることができる。
【００２３】
　そのような粒度分布により、好ましくは１ｇ／ｃｍ３以上の高い充填密度を有する混合
されたチタンリチウム酸化物化合物を得ることができる。さらに、ＢＥＴ（Brunauer-Emm
ett-Teller）技術により測定した比表面積が、好ましくは５～３０ｍ２／ｇ、より好まし
くは約１０ｍ２／ｇである。
【００２４】
　そのような粉末状化合物は、いずれかの種類の公知の手段により、前駆物質または反応
物から、混合されたチタンリチウム酸化物Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２またはその誘導体の一種の
予備合成(prior synthsis)を行うことにより、得るのが好ましい。例えば、Ｌｉ４Ｔｉ５

Ｏ１２は、乾燥製法により、炭酸リチウム（Ｌｉ２ＣＯ３）をチタンまたはルチル混合酸
化物（ＴｉＯ２）と、下記の反応により反応させることにより、形成される。
２．０６Ｌｉ２ＣＯ３＋５ＴｉＯ２→Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２＋２．０６ＣＯ２＋０．０６Ｌ
ｉ２Ｏ
【００２５】
　この反応物の反応中の蒸発を抑制するように、僅かに過剰のＬｉ２ＣＯ３が配合される
。
【００２６】
　合成は、遊星ミルで、反応物を溶剤、例えばヘプタン、と共に、１～２時間十分に混合
することにより行う。次いで、混合物を乾燥させ、アルミナるつぼ中に入れ、９００℃に
達する温度で熱処理を行う。熱処理は、例えば毎分１℃～３℃の昇温速度で、４５０℃～
５５０℃および６５０℃～７００℃の２度の温度保持期間を置いて１０～２０時間、ゆっ
くり行うのが好ましい。次いで、混合を、必要であれば中間粉砕を行って、毎分０．５℃
～２℃の冷却速度でさらに熱処理する。このような合成工程により、平均直径が一般的に
１μｍを超え、狭い粒度分布を有する、純粋で粉末状の混合されたチタンリチウム酸化物
Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２が得られる。
【００２７】
　Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２の誘導体、例えばＬｉ（４－ｘ）ＭｘＴｉ５Ｏ１２およびＬｉ４Ｔ
ｉ（５－ｙ）ＮｙＯ１２を得るには、熱処理の前に元素Ｍまたは元素Ｎの前駆物質を酸化
物の反応物に加える。
【００２８】
　次いで、粉末状の混合されたチタンリチウム酸化物を、遠心ミルとも呼ばれる遊星ミル
中に入れ、２４～４８時間の強力粉砕にかける。例えば、回転速度４００ｒｐｍで回転す
るように設計され、直径２０ｍｍのボール１０個を含んでなる２５０ｍｌのめのうボウル
を使用し、粉末状化合物１００ｇを粉砕する。粉砕は、例えばヘプタンおよびヘキサンか
ら選択された、５体積％未満の有機溶剤と共に行うのが好ましい。特に、この粉砕は、乾
燥状態で、すなわち単一微粒子の凝集を促進する溶剤を使用せずに、行う。
【００２９】
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　この強力粉砕工程中、Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２微粒子のサイズが小さくなり、直径が１μｍ
以下の微粒子が得られる。さらに、ボールにより特定の微粒子がボウルの縁部に押し付け
られることにより、粉砕が完了した時に、互いに結合した微粒子のクラスターが形成され
る。次いで、これらのクラスターは、最大直径が１００μｍである粒状体を、化合物の総
体積に対して少なくとも１０体積％の比率で形成する。
【００３０】
　従って、強力粉砕工程により、２つの異なった粒度群を含んでなる粉末状化合物が得ら
れるが、この強力粉砕工程は、リチウムバッテリー電極用途に、より詳しくは、化合物の
電気化学的性能に有害であることがある応力および構造的欠陥を粉末状化合物中に誘発す
る。
【００３１】
　この欠点を克服するために、粉末状化合物を、不活性雰囲気、例えばアルゴン、中で石
英管の中に入れる。次いで、この石英管を密封し、酸化物の合成を行った時の熱処理の温
度より低い温度に予備加熱した炉の中に１０～３０分間入れる。より詳しくは、炉の温度
は４５０℃～６００℃、好ましくは５００℃である。この熱処理工程により、強力粉砕工
程工程中に混合されたチタンリチウム酸化物の結晶中に発生した応力および欠陥が無くな
る。
【００３２】
　そのような製造方法は、実行が容易であり、緻密な粉末状化合物を、その電気化学的性
能を損なわずに、を得ることができる。実際、そのような方法により、体積の、Ｌｉ４Ｔ
ｉ５Ｏ１２結晶により占有されていた部分が凝集によって少なくなり、それによって、化
合物の充填密度が増加している、特別な粒度分布を示す化合物を得ることができる。その
上、その化合物は、凝集により形成された粒状体がリチウム挿入可能なままになっている
ので、粒度分布が均質で狭いＬｉ４Ｔｉ５Ｏ１２化合物の電気化学的性能と同等の電気化
学的性能を示す。
【００３３】
　さらに、粉末状化合物は、不純物の割合がチタン１モルあたり１％以下であり、構造的
欠陥および応力比が低く、それによって、電気化学的性能を改良するのが有利である。
【００３４】
　特別な実施態様では、Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２酸化物が、ＴｉＯ２２０１．５グラムをＬｉ

２ＣＯ３７６．１１グラムと、遊星ミルでヘプタンと共に１～２時間混合することにより
、合成される。次いで、得られた混合物を６０℃で１２時間乾燥させ、次いで２５０ｍｌ
のアルミナるつぼ中に入れる。次いで、このるつぼをマッフル炉に入れ、下記の工程を含
んでなる熱処理により酸化物を合成する。
－　第一温度増加を毎分２℃の処理速度で行い、５００℃の第一の一定温度域に達した後
、１５時間保持し、
－　第二温度増加を毎分２℃の処理速度で行い、６８０℃の第二の一定温度域に達した後
、１５時間保持し、
－　第三温度増加を毎分２℃の処理速度で行い、９００℃の最終的な一定温度域に達した
後、５時間保持する。
【００３５】
　次いで、得られた粉末を、遊星ミル中、ヘプタン中で１時間均質化させた後、追加の熱
処理を行う。この追加熱処理では、処理速度毎分５℃で９００℃まで昇温させ、次いで温
度を９００℃で５時間保持し、次いで毎分２５℃で常温に達するまで降下させる。
【００３６】
　次いで、こうして得られたＬｉ４Ｔｉ５Ｏ１２１９０グラムを、遊星ミルで、２４時間
～４８時間の間、ミルから伝えられる最大速度で、特に４００ｒｐｍで、混合する。次い
で、混合物２０～３０グラムを石英管中の不活性雰囲気中に入れ、温度５００℃に予め加
熱した炉中で１５分間熱処理する。
【００３７】



(7) JP 5295564 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

　こうして得られた粉末状化合物は、充填密度が１．４ｇ／ｃｍ３である。図１に示すレ
ーザー粒度測定(granulometry)分析から、この化合物が主として２種類の微粒子群Ａおよ
びＢから形成されていることが分かる。群Ａは、微粒子径０．１μｍ～１μｍ、平均微粒
子径約０．５μｍの狭い粒度分布を示すのに対し、群Ｂは、１μｍ～１００μｍの広い粒
度分布を有する。その上、群ＡおよびＢのそれぞれの比率は、約６０体積％および４０体
積％である。図２の画像に示す走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）で観察することにより、粉末状
化合物の、サイズが異なった微粒子１および２を含む特別な形態も確認される。微粒子１
は、直径が１μｍ未満の群Ａの微粒子を代表するのに対し、微粒子２は、より大きな粒状
体の群Ｂを代表する。その上、図２の画像は、粒状体２が、凝集により得られる微粒子１
のクラスターにより形成されていることを示す。
【００３８】
　こうして得られた粉末状化合物の密度により、体積が小さい高性能電気化学的エネルギ
ー貯蔵装置、例えばリチウムバッテリー、に使用する電極を形成することができる。電極
は、例えば、少なくとも混合されたチタンリチウム酸化物の粉末状化合物を、少なくとも
一種の導電性添加剤および／または重合体結合剤と共に含んでなるナノ－分散物により形
成することができる。特別な実施態様では、電極は、アルミニウム集電装置の上に、緻密
な酸化物Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２８０重量％、導電性添加剤、例えばカーボンブラック、８重
量％、および重合体有機結合剤１２重量％を含んでなる混合物を堆積させることにより、
製造する。重合体有機結合剤は、例えばポリエーテル、ポリエステルまたはメチルメタク
リレート系、アクリロニトリル系またはフッ化ビニリデン系重合体から選択する。
【００３９】
　そのような電極は、例えばリチウム貯蔵バッテリーにおける正電極として使用でき、該
バッテリーは、金属リチウムおよび液体電解質を染み込ませたセパレータから製造された
負電極をさらに含んでなる。液体電解質は、リチウム貯蔵バッテリーの分野で公知の、ど
のような種類の液体電解質からでも形成することができる。例えば、この電解質は、非プ
ロトン性溶剤、例えば炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ジメチル、炭酸ジエチルおよ
び／または炭酸メチルエチル、に溶解させたリチウム塩、例えばＬｉＣｌＯ４、ＬｉＡｓ
Ｆ６、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４またはＬｉＣＨ３ＳＯ３、から形成される。
【００４０】
　ベースとして粉末状化合物Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２を有する正電極、金属リチウム電極およ
びＬｉＰＦ６１Ｍを炭酸プロピレン溶液中に含む液体電解質を染み込ませたセパレータを
含んでなるリチウム貯蔵バッテリーを試験した。この正電極は、アルミニウム集電装置を
含んでなり、その上に、緻密なＬｉ４Ｔｉ５Ｏ１２８０重量％、カーボンブラック８重量
％、およびポリビニリデンヘキサフルオライド１２重量％を含んでなる混合物を堆積させ
てある。この場合、Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２は、負電極から来るリチウムを挿入し、脱離させ
る材料として作用し、３個のリチウムイオンを交換することができ、リチウムに対して１
．５５Ｖで一定域を有する。
【００４１】
　図３は、リチウム貯蔵バッテリーの容量と、サイクル数の関係を、様々な電流条件下Ｃ
／Ｎで示しており、ここでＮは、バッテリーの１充電および１放電あたりの、すなわちＬ
ｉ４Ｔｉ５Ｏ１２材料におけるリチウムの１挿入および１脱離あたりの、時間数である。
従って、
－　Ｎが小さい程、電流は強く、充電および放電サイクルが速いこと、
－　弱い条件、例えばＣ／１０、では、バッテリーは公称容量１６０ｍＡｈ／ｇに達する
こと、
－　すべての電流条件（Ｃ／１０～２０Ｃ）に対して、リチウムバッテリーの挙動は安定
していること、
－　強い条件、例えば２０Ｃ、でも、リチウム貯蔵バッテリーの容量は、なお約６０ｍＡ
ｈ／ｇ、すなわち弱い条件下で得られる公称容量の４０％であること
が分かる。
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【００４２】
　従って、この貯蔵バッテリーは、優れた電気化学的特性、より詳しくは、低条件（Ｃ／
１０）および高条件（２０Ｃ）の両方で高い容量、を発揮する。その上、公称容量が高く
、すなわち活性材料１グラムあたりの容量が高く、粉末状化合物が高い密度を有するので
、体積あたりの容量も高い。
【００４３】
　本発明は、上記の実施態様に限定されるものではない。例えば、この粉末状化合物は、
リチウム貯蔵バッテリー用の負電極における活性材料としても使用できる。この場合、正
電極は、リチウム貯蔵バッテリーの分野で公知の、あらゆる種類の活性材料を含んでなる
。正電極は、例えばＬｉＦｅＰＯ４、ＬｉＭｎ２Ｏ４またはＬｉＮｉ０．５Ｍｎ１．５Ｏ

４を含んでなることができる。例えば、リチウムバッテリーは、本発明のＬｉ４Ｔｉ５Ｏ

１２を含む負電極、Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２を含む正電極およびＬｉＰＦ６１Ｍを炭酸プロピ
レン溶液により形成された液体電解質を染み込ませたセパレータを含んでなることができ
る。次いで、これらの正および負電極を、負電極の活性材料の貯蔵容量を１００％活用す
るために、３ＬｉＦｅＰＯ４が１Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２に面するように配置する。そのよう
な貯蔵バッテリーは、リチウムに対して１．９Ｖの電位で作動する。
【００４４】
　ハイブリッド電気化学的エネルギー貯蔵装置には、第二電極、すなわち正電極を、例え
ば比表面積が高いカーボンブラックにより形成する。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】レーザー粒度測定法により得た本発明の粉末状化合物の粒度分布を示す。
【図２】走査電子顕微鏡により得た本発明の粉末状化合物の写真を示す。
【図３】本発明の粉末状化合物によりベースを形成した正電極を含んでなるリチウム貯蔵
バッテリーの容量と、サイクル数の関係を、様々な電流条件下で示す。
【図１】

【図２】

【図３】
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