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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
正極、負極、セパレータ及び有機溶媒を含む非水電解液を有するリチウムイオン二次電池
において、
前記負極は、黒鉛化度０．８以上の黒鉛質炭素粉末をポリアクリル酸（ＰＡＡ）とポリア
リルアミン塩酸塩（ＰＡＨ）との脱水重縮合物を含む水溶性ポリアクリル酸、
又はポリアクリル酸（ＰＡＡ）とポリアクリルアミド（ＰＡＡｄ）の脱水重縮合物を含む
水溶性ポリアクリル酸、
をバインダーとして負極集電体に結着されたものからなり、前記有機溶媒はプロピレンカ
ーボネートを５０容積％以上含有することを特徴とするリチウムイオン二次電池。
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【請求項２】
前記有機溶媒はプロピレンカーボネート９０〜１００容積％からなることを特徴とする請
求項１記載のリチウムイオン二次電池。
【請求項３】
前記黒鉛質炭素粉末は天然黒鉛であることを特徴とする請求項１記載のリチウムイオン二
次電池。
【請求項４】
黒鉛化度０．８以上の黒鉛質炭素粉末とポリアクリル酸（ＰＡＡ）を蒸留水によりスラリ
ー状にした後、ＰＡＡ量に対する重量％で０．１〜５．０％のポリアリルアミン塩酸塩（
ＰＡＨ）を添加して脱水重縮合物を形成したスラリーを集電体に塗布、乾燥させることを
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特徴とする請求項１記載のリチウムイオン二次電池に用いる負極の製造方法。
【請求項５】
黒鉛化度０．８以上の黒鉛質炭素粉末とポリアクリル酸（ＰＡＡ）を蒸留水によりスラリ
ー状にした後、ＰＡＡ量に対する重量％で０．１〜５．０％のポリアクリルアミド（ＰＡ
Ａｄ）を添加して脱水重縮合物を形成したスラリーを集電体に塗布、乾燥させることを特
徴とする請求項１記載のリチウムイオン二次電池に用いる負極の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、黒鉛質炭素を負極活物質として含有する負極と、溶媒としてプロピレンカー
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ボネート（ＰＣ）を主成分として含有する非水電解液を用いた、安定した充放電能を有す
るリチウムイオン二次電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
リチウムイオン二次電池は、正極の活物質として主にリチウムコバルト複合酸化物等の
リチウム含有複合金属酸化物が用いられ、負極の活物質としてはリチウムイオンの層間へ
の挿入及び層間からのリチウムイオンの放出が可能な多層構造を有する天然黒鉛、人造黒
鉛などの炭素材料が主に用いられている。
【０００３】
リチウムイオン二次電池の正極及び負極の極板は、活物質とポリフッ化ビニリデン（以
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下、「ＰＶＤＦ」と略す）等のバインダー樹脂とをＮ−メチル−２−ピロリドン又は水等
の溶剤に分散させてスラリーとしたものを集電体である銅やニッケルなどの金属箔上に両
面塗布し、溶剤を乾燥除去して合剤層を形成後、これをロールプレス機で圧縮成形して作
製されている。
【０００４】
リチウムイオン二次電池に使用される有機溶媒は、電解質を電離させるために誘電率が
高い必要があること、及び、広い使用温度範囲でイオン伝導度が高い必要があるというこ
とから、プロピレンカーボネート（ＰＣ）、エチレンカーボネート（ＥＣ）等のカーボネ
ート類、γ−ブチロラクトン等のラクトン類、その他、エーテル類、ケトン類、エステル
類などが使用されている。特に、ＥＣにジメチルカーボネート（ＤＭＣ）、ジエチルカー
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ボネート（ＤＥＣ）、メチルエチルカーボネート（ＭＥＣ）等の粘度の低い非環状炭酸エ
ステルを加えた混合溶媒は広く使用されているが、これらの有機化合物は蒸気圧が低いた
めに高温状態で電池を放置すると電池が膨れやすいという問題点を有していた。
【０００５】
一方、ＥＣと比較してＰＣは、蒸気圧が高く、また酸化電位も高くなるために分解し難
いので、ガスの発生量が少なく、電池が膨れ難いという優れた効果を奏すると共に、凝固
点が低いために低温特性も優れ、コストが低いというメリットがある。そのため、ＰＣを
主溶媒とする電解液を用いたリチウムイオン二次電池についての数多くの研究が行われて
いる。
【０００６】
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負極活物質として黒鉛、非晶質炭素などの炭素質材料を用いた負極は、材料コストが安
価であり、サイクル寿命に優れていることからリチウムイオン二次電池の負極として広く
用いられている。しかし、バインダーとしてＰＶＤＦを用いて炭素材料を集電体に塗布し
て形成した負極を用い、かつ、ＰＣを主成分とする非水溶媒系電解液を用いた場合、充電
時のＰＣの還元分解により電池の容量低下が発生する。特に、黒鉛化が進んだ高容量の炭
素質物質（天然黒鉛、人造黒鉛）では、ＰＣがより激しく分解してしまい、充電が良好に
進行しないという問題点が存在していた。
【０００７】
この問題に対処する一つの手段として、様々な化合物を非水溶媒系電解液に添加して、
負極表面に被膜（ＳＥＩ：Solid Electrolyte Interface. ＳＥＩ表面被膜）を形成し、
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負極活物質が有機溶媒と直接反応しないようにする手段が採用されている（非特許文献１
）。このＳＥＩ表面被膜は、不働態化層とも称される。
【０００８】
また、負極活物質として用いる炭素質粉末を他の物質で被覆する方法が数多く提案され
ている。例えば、リチウムイオンの透過が可能で電子伝導度の低いナイロン、ポリアクリ
ロニトリル、ポリカプロラクトン、ポニフェニレンオキシドなどの材料を黒鉛粉末のバイ
ンダーとして使用するか、炭素負極表面に被覆すること（特許文献１）、イオン導電性高
分子、水溶性高分子、アルカリ金属塩、アルカリ金属酸化物、アルカリ金属水酸化物など
の被覆層を炭素負極表面に設けること（特許文献２）などが知られている。
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【０００９】
また、黒鉛粒子自体を他の物質で被覆したものをＰＤＶＦ等のバインダーと混合して炭
素負極を形成したもの（特許文献３〜８、非特許文献２）が知られている。
【００１０】
活物質を集電体に接合するためのバインダー樹脂としては、正極、負極の両極ともＰＶ
ＤＦが主に使用されてきた。しかし、ＰＶＤＦは、電池使用時に温度が上昇した場合の安
全性に問題があり、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）やポリアクリル酸（ＰＡＡ）系樹脂
（特許文献９〜１４）、ポリアクリルアミド（ＰＡＡｄ）系樹脂（特許文献１５）などの
使用が提案されている。
【００１１】
【特許文献１】特開平０７−２０１３５７号公報
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【特許文献２】特開平１１−１２０９９２号公報
【特許文献３】特開２００２−１３４１７１号公報
【特許文献４】特開２００２−２３１２４１号公報
【特許文献５】特開２００２−２４１１１７号公報
【特許文献６】特開２００２−２４６０２０号公報
【特許文献７】特開２００３−１６３００５号公報
【特許文献８】特開２００３−３０８８３８号公報
【特許文献９】特開平１１−１３５１２９号公報
【特許文献１０】特開平１１−２３８５０５号公報
【特許文献１１】特開平１１−３５４１２５号公報
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【特許文献１２】特開平１１−３５４１２６号公報
【特許文献１３】特開２００２−３７３７０１号公報
【特許文献１４】特開２００４−２８１０５５号公報
【特許文献１５】特開２００５−２０３３７０号公報
【非特許文献１】中村

博吉他「アセテート類を含む電解液を用いるリチウムイオン電池

用電解液の分解抑制」、電気化学および工業物理化学、Ｖｏｌ．７３，Ｎｏ．９、ｐｐ．
７８８−７９０（２００５年９月）
【非特許文献２】江口

邦彦他「リチウムイオン二次電池負極用黒鉛へのアミン系高分子

被覆による不可逆容量の低減」、電気化学および工業物理化学、Ｖｏｌ．７３，Ｎｏ．６
、ｐｐ．４２９−４３４（２００５年６月）

40

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
携帯型電子機器の電源などに使われているリチウムイオン二次電池の負極材料として、
従来、炭素粉末が使用されている。小型電池の高容量化の要求から負極材料も高容量化が
図られ、現在では黒鉛化度の発達した人造黒鉛が負極材料として使われている。
【００１３】
一方、負極材料には低コスト化も求められ、特に、自動車用途向けなどの大型電池では
、多量の負極材料を使うことから、低コスト化の要求が一段と強くなっている。そこで、
高価な人造黒鉛の代わりに、安価で黒鉛化度がより高い天然黒鉛を使うことが試みられて
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いる。
【００１４】
しかし、黒鉛質炭素の黒鉛化度が高くなると、電解液との反応性が高くなり、電解液の
分解に伴う不可逆容量が大きくなったり、保存特性や安全性などの電池性能が損なわれた
りする。特に、屋外で使用される自動車用途などでは、電池が低温に曝される可能性があ
る。そのため、融点がエチレンカーボネート (39℃前後) やジメチルカーボネート (0.5
℃) より格段に低いプロピレンカーボネート (−49℃) を電解液に使う必要性が高まるが
、天然黒鉛のような黒鉛化度の高い黒鉛質炭素粉末はプロピレンカーボネートを分解して
しまうので、負極活物質材料として使うことができなかった。
【００１５】
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そこで、黒鉛化度の高い黒鉛質炭素粉末の表面を黒鉛化度の低い炭素質物質で被覆した
複層構造の炭素粉末を用いることで、ＰＣとの反応性を抑制しようという試みが盛んに行
われている。また、ＰＣの分解反応を抑制するために、電解液に特別な添加剤を加えたり
、炭素材料の粒子に予めポリマーの被覆処理を行ったり、炭素負極を形成した後に、さら
に表面被覆処理を行ったりする手段も採用されている。このように、高黒鉛化度の黒鉛を
負極活物質として用い、非水溶媒の主成分としてＰＣを用いる場合には、種々の工夫が必
要とされ、製造コストを上昇させる要因となっていた。
【００１６】
一方、リチウムイオン二次電池の負極板の製造に用いられるバインダーの主な役割は、
活物質である炭素粒子相互間、及び炭素粒子と集電体の金属箔との接合であるが、水溶性
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樹脂は電気絶縁性の物質であるため過剰量を使用すると、導電性が悪くなって炭素負極へ
のリチウムイオンの挿入、脱離がうまくいかない。そこで、バインダーとして用いられる
樹脂は、少量で十分な接合力を有するとともに、電解液に溶解しない耐電解液性を有し、
リチウムイオンの透過、脱離が可能な樹脂である必要がある。また、バインダーで炭素粒
子が均一に被覆されるとＰＣとの接触反応は避けられるが、リチウムイオンの透過、脱離
が困難となる。
【００１７】
本発明は、黒鉛質炭素粉末として炭素六角網面構造が発達した高結晶性炭素材料を用い
て、該黒鉛質炭素粉末に予め被覆処理を施すことなく、黒鉛質炭素粉末をそのままバイン
ダーと混合して塗布、乾燥して負極とした場合、黒鉛質炭素粉末が樹脂で均一に被覆され
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てＰＣの分解反応を抑制することができるとともにリチウムイオンの透過、脱離が可能な
新規なバインダーを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
本発明者は、従来バインダーとして知られているアニオン系水溶性ポリマーであるポリ
アクリル酸を用い、これを架橋剤で脱水重縮合することにより高黒鉛化度の黒鉛を負極と
して用いた場合でもＰＣの分解を抑制できることを見出した。
【００１９】
すなわち、本発明は、（１）正極、負極、セパレータ及び有機溶媒を含む非水電解液を
有するリチウムイオン二次電池において、前記負極は、黒鉛化度０．８以上の黒鉛質炭素

40

粉末をポリアクリル酸（ＰＡＡ）とポリアリルアミン塩酸塩（ＰＡＨ）との脱水重縮合物
を含む水溶性ポリアクリル酸、又はポリアクリル酸（ＰＡＡ）とポリアクリルアミド（Ｐ
ＡＡｄ）の脱水重縮合物を含む水溶性ポリアクリル酸、をバインダーとして負極集電体に
結着されたものからなり、前記有機溶媒はプロピレンカーボネートを５０容積％以上含有
することを特徴とするリチウムイオン二次電池、である。
【００２０】
また、本発明は、（２）前記有機溶媒はプロピレンカーボネート９０〜１００容積％か
らなることを特徴とする上記（１）のリチウムイオン二次電池、である。
【００２１】
また、本発明は、（３）前記黒鉛質炭素粉末は天然黒鉛であることを特徴とする上記（
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１）のリチウムイオン二次電池、である。
【００２２】
また、本発明は、（４）黒鉛化度０．８以上の黒鉛質炭素粉末とポリアクリル酸（ＰＡ
Ａ）を蒸留水によりスラリー状にした後、ＰＡＡ量に対する重量％で０．１〜５．０％の
ポリアリルアミン塩酸塩（ＰＡＨ）を添加して脱水重縮合物を形成したスラリーを集電体
に塗布、乾燥させることを特徴とする上記（１）のリチウムイオン二次電池に用いる負極
の製造方法、である。
【００２３】
また、本発明は、（５）黒鉛化度０．８以上の黒鉛質炭素粉末とポリアクリル酸（ＰＡ
Ａ）を蒸留水によりスラリー状にした後、ＰＡＡ量に対する重量％で０．１〜５．０％の
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ポリアクリルアミド（ＰＡＡｄ）を添加して脱水重縮合物を形成したスラリーを集電体に
塗布、乾燥させることを特徴とする上記（１）のリチウムイオン二次電池に用いる負極の
製造方法、である。
【００２４】
ＰＡＡをバインダーとして用いることは、前記従来の技術に記載したように既に知られ
ているところであるが、ＰＡＡのみをバインダーとして用いた場合のサイクル維持特性が
１０サイクルであるのと比較して、ＰＡＡとポリアリルアミン塩酸塩（ＰＡＨ）との脱水
重縮合物を少量含有するＰＡＡをバインダーとすることにより約３０サイクルまで向上す
る効果が得られる。また、ＰＡＡのみをバインダーとして用いた場合と比較して、ＰＡＡ
とポリアクリルアミド（ＰＡＡｄ）との脱水重縮合物を少量含有するＰＡＡをバインダー
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とすることにより約５０サイクルまで向上する効果が得られる。
【００２５】
これらのＰＡＨ又はＰＡＡｄによる脱水重縮合物を少量含有させることによる効果の要
因としては、ＰＡＡのカルボキシル基とＰＡＨのアミノ基、又はＰＡＡｄのアミド基との
脱水重縮合反応プロセスにより、下記の式に示すように、それぞれアミド結合、イミド結
合を作り、そのポリマー層で黒鉛質炭素粉末の表面の被覆が強固になり、ＳＥＩを薄く均
一なものとすることによって溶媒のＰＣと負極活物質の黒鉛質炭素粉末との接触反応を抑
制できるためであると推測できる。
【００２６】
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脱水重縮合プロセスは下記の式によって表すことができる。
PAA−PHA（アミド結合）；R‑COOH

＋

PAA‑PAAｄ（イミド結合）；R‑COOH

＋

R‑NH２
R‑CONH2

→
→

R‑CONH‑R

＋

R‑CONHCO‑R

H2O
＋

H2O

（R = ポリマーの主鎖）
【００２７】
一方、ＰＶＤＦをバインダーとして用いた場合は、黒鉛質炭素粉末全体をネットワーク
状に包み込む形をとるために、図１に溶媒和分子の挙動を模式的に示すように、溶媒和分
子の共挿入によりグラファイトのグラフェン層(Graphene layer)が破壊(exfoliation)さ
れ、充放電反応は不可能である。これに対して、アミド結合又はイミド結合を有するＰＡ
Ａの方は、同様に、図１に示すように、選択的に黒鉛質炭素粉末のグラファイトエッジ部
を被覆するように不働態化層(Passivation film)を形成するために、溶媒和分子の挿入を
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抑制した安定な充放電が可能になったと推測される。
【発明の効果】
【００２８】
本発明により、ＰＣを溶媒の主成分として含有する非水電解液を用いるリチウムイオン
二次電池の負極活物質に結晶性の高い黒鉛材料を使用することができ、高容量で安全性の
高い電池負極を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
本発明のリチウムイオン二次電池では、負極活物質として黒鉛化度０．８以上の黒鉛質
炭素粉末が用いられる。黒鉛質炭素粉末の黒鉛化度は０．８５以上であることがより好ま

50

(6)

JP 4852700 B2 2012.1.11

しい。黒鉛には、天然黒鉛、人造黒鉛、キッシュ黒鉛があるが、実用電池において放電容
量を高くするには、できるだけ黒鉛化度が高い方が有利である。但し、少量 (黒鉛質炭素
粉末全体の30質量％以下、好ましくは10質量％以下) であれば、人造黒鉛やキッシュ黒鉛
の粉末を天然黒鉛粉末と併用することができる。これらの黒鉛質炭素粉末は、その平均粒
径は、３〜100μm程度であり、より好ましくは5〜50μm程度である。粒径が小さすぎると
比表面積が大きくなり、電解液との反応が増加し、不可逆容量が大きくなってしまう恐れ
がある。
【００３０】
なお、黒鉛質炭素粉末の黒鉛化度は、Ｘ線回折の００２面などの回折図形から測定され
る。黒鉛化度が０．８未満であると電池の充電所要時間が増大し、レート特性が低下する
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。黒鉛化度が０．８以上の炭素質材料の具体例としては、２，０００℃以上で焼成された
人造黒鉛、グラファイト、天然黒鉛、ＭＣＭＢ、ピッチ系炭素繊維などが挙げられ、これ
らの中では天然黒鉛が好ましい。ここで「黒鉛化度」とは数値(numerical value)０〜１
．０を有した炭素質材料の微細構造を示すパラメータを指すものである。一般に、黒鉛化
度の高い炭素は高ければ高い程黒鉛に近い微細構造を有しており、黒鉛化度の低い炭素は
低ければ低い程コークに近い微細構造を有している。
【００３１】
また、本発明において、負極活物質として用いるのに好適な黒鉛質炭素粉末は、電気容
量で表示すると、充放電レートを０．２ｍＡ／ｃｍ2とした半電池による電気容量にして
２７０ｍＡｈｒ／ｇ以上のものである。この電気容量が３００ｍＡｈｒ／ｇ以上、特に３
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３０ｍＡｈｒ／ｇ以上であれば更に好ましい。電気容量がこのように大きいことは、炭素
六角網面構造が発達した高結晶性炭素材料であることを示している。最も好ましいのはリ
チウムイオンがインターカレーションした際に、Ｃ6Ｌｉで示される組成、すなわち炭素
６原子に対してリチウム１原子を収容するステージ１構造を形成できるものである。
【００３２】
本発明の二次電池を製作するには、前記黒鉛質炭素粉末とＰＡＡを蒸留水によりスラリ
ー状にした後、ＰＡＡ量に対するＰＡＨの重量％で（ＰＡＨ／ＰＡＡ）０．１〜１．０％
のＰＡＨ 又はＰＡＡ量に対するＰＡＡｄの重量％で（ＰＡＨ／ＰＡＡｄ）０．１〜１．
０％のＰＡＡｄを添加して得られるスラリーを集電体に塗布、乾燥させる。ＰＡＡにＰＡ
Ｈ又はＰＡＡｄを添加することで自発的に重縮合反応が進行し、さらに、加熱処理するこ
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とで、この結合反応が促進されるものと考えられる。加熱処理は、１００〜２００℃程度
で１〜２時間程度が好ましい。
【００３３】
ＰＡＡ量に対するＰＡＨ又はＰＡＡｄの量が０．１ｗｔ％未満では、脱水重縮合物が十
分に形成されず、１．０ｗｔ％を超えると 、ＰＡＡとＰＡＨ又はＰＡＡｄとが重合し、
適正なスラリーが得られず電極を作製することができない。サイクル特性の点からはＰＡ
Ａ量に対するＰＡＨ又はＰＡＡｄの重量％は０．３〜０．５％がより好ましい。
【００３４】
スラリーの形成は室温〜６０℃程度が好ましい。スラリーは適当な集電体 (圧延銅箔、
銅電析銅箔など)にドクターブレード法等を用いて塗工し、乾燥した後、ロール圧延等で
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圧密化させると、負極が製造される。スラリーに必要に応じて導電性向上のために適当な
導電剤を混合してもよい。
【００３５】
黒鉛質炭素粉末とＰＡＡとの混合割合は、黒鉛質炭素粉末の量に対して、ＰＡＡが０．
１〜３０重量％、特に、０．５〜１０重量％であるのが好ましい。ＰＡＡが多過ぎると、
電極の内部抵抗が大きくなり好ましくなく、逆にＰＡＡが少なすぎると、集電体と黒鉛質
炭素粉末とが一体にかつ強固に結着した電極とするのが困難となる。ＰＡＡの溶媒はＮ−
メチルピロリドン、蒸留水などでよい。
【００３６】
非水電解液中のプロピレンカーボネートの占める比率は５０容量％以上、より好ましく
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は９０容量％以上であり、１００容量％であってもＰＣの分解は抑制できる。プロピレン
カーボネートと併用される非水溶媒としては、エチレンカーボネート、クロロエチレンカ
ーボネート、トリフルオロプロピレンカーボネート、ブチレンカーボネート、ジエチルカ
ーボネート、ジメチルカーボネート、エチルメチルカーボネート、メチルプロピルカーボ
ネート、イソプロピルメチルカーボネート、エチルプロピルカーボネート、イソプロピル
エチルカーボネート、ブチルメチルカーボネート、ブチルエチルカーボネート、ジプロピ
ルカーボネート、１，２−ジメトキシエタン、γ−ブチロラクトン、テトラヒドロフラン
、２−メチルテトラヒドロフラン、スルホラン、３−メチルスルホラン、２，４−ジメチ
ルスルホラン、１，３−ジオキソラン、酢酸メチル、酢酸エチル、ギ酸メチル、ギ酸エチ
10

ルなどが挙げられる。
【００３７】
電解質のリチウム塩としては、ＬｉＣｌＯ4 、ＬｉＰＦ6 、ＬｉＢＦ4 、ＬｉＡｓＦ6
、ＬｉＣｌ、ＬｉＢｒ等の無機塩や、ＬｉＣＦ3ＳＯ3 、ＬｉＮ（ＳＯ2ＣＦ3）2、ＬｉＮ
（ＳＯ2Ｃ2Ｆ5）2 、ＬｉＣ（ＳＯ2ＣＦ3）3、ＬｉＮ（ＳＯ3ＣＦ3）2 等の有機塩など、
非水電解液の電解質として常用されているものを用いればよい。これらのなかでもＬｉＰ
Ｆ6 、ＬｉＢＦ4 又はＬｉＣｌＯ4 を用いるのが好ましい。電解質は非水溶媒中に０．５
〜２．０モル／Ｌとなるように溶解するのが好ましい。また、電解質は通常は１種類を用
いるが、所望ならば２種以上を併用することもできる。
【００３８】
本発明に係るリチウム二次電池は、上述の負極及び非水電解液以外は、常用の部材で構
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成することができる。正極活物質としては、リチウムイオンを吸蔵・放出できるＬｉＣｏ
Ｏ2，ＬｉＮｉＯ2，ＬｉＭｎＯ2，ＬｉＭｎ2Ｏ4などのリチウム含有複合金属酸化物など
を用いて製造される。
【００３９】
これらの正極活物質で正極を製作するには、負極の場合と同じく、正極活物質にバイン
ダー及びカーボンブラックなどを加えたものを集電体上に塗布すればよい。電解液を保持
するセパレータとしては、ポリオレフィンの不織布や多孔性フィルムなどを用いればよい
。また、電池の形状も特に制限されず、円筒型、角形、コイン型、シート型等何れでも良
い。
30

【実施例１】
【００４０】
乳鉢に天然黒鉛粉末(平均粒径３μｍ)０．９ｇ及びＰＡＡ(重量平均分子量 1,000,000)
０．１ｇ（黒鉛量に対して約１０ｗｔ％）を入れて蒸留水によりスラリー状にした。その
後、室温、空気中で、１０−３ＭのＰＡＨ（重量平均分子量15,000）水溶液を０．５ｍｌ
（ＰＡＡ量に対して約０．４ｗｔ％)添加し、さらに撹拌することでスラリーを作製した
。得られたスラリーを集電体であるＮｉメッシュ(100mesh)に塗布した。その後、電極乾
燥機にて真空中、８０℃で一昼夜乾燥させることで電極を作製した。電池作製の際は、ア
ルゴンガスで満たされたグローブボックス内（露点‑100℃以下）で行った。
【００４１】
電気化学的測定は三極式ビーカーセルを用い、作用極には作製したグラファイト電極、
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−３

対極及び参照極にリチウム金属、電解液として１ｍｏｌｄｍ

ＬｉＣｌＯ４を含むＰＣ

溶媒を用いた。定電流充放電試験は電流密度１７５ｍＡｇ−１ (Ｃ /２)、 電位範囲０〜
２Ｖ（ｖｓ．Ｌｉ/Ｌｉ＋）で行った。
【００４２】
図２に、初期充放電曲線を示す。図２中の数字１は、初回サイクルの充放電曲線、数字
２は２サイクル目の充放電曲線を示す。初回充電時において文献で報告されているような
、0.8Ｖ付近での電位平坦部（溶媒和分子の共挿入反応）は確認されず、黒鉛層間へのイ
ンターカレーションに起因する電位平坦部（0.2Ｖ以下）が明瞭に確認できる。また、次
サイクルの充放電挙動も安定していることが分かる。
【実施例２】
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【００４３】
ＰＡＨに代えてＰＡＡｄ（重量平均分子量6,000,000）水溶液を用いた以外は実施例１
と同じ条件で電池を作製した。図３に、初期充放電曲線を示す。図３中の数字１は、初回
サイクルの充放電曲線、数字２は２サイクル目の充放電曲線を示す。初回充電時において
文献で報告されているような、0.8Ｖ付近での電位平坦部（溶媒和分子の共挿入反応）は
確認されず、黒鉛層間へのインターカレーションに起因する電位平坦部（0.2Ｖ以下）が
明瞭に確認できる。また、次サイクルの充放電挙動も安定していることが分かる。
【００４４】
比較例１
バインダーとしてアニオン系水溶性ポリマーであるポリアクリル酸(PAA)(重量平均分子
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量 1,000,000)を天然黒鉛に対して、３．５ｗｔ％，８．５ｗｔ％，１０ｗｔ％，２０ｗ
ｔ％それぞれ加えて調製したスラリーを用いた以外は実施例１の方法と同様にして負極を
作製した。
【００４５】
比較例２
バインダーとしてＰＶＤＦを天然黒鉛量に対して１０ｗｔ％加えて調製したスラリーを
用いた以外は実施例１の方法と同様にして負極を作製した。
【００４６】
図４は、定電流充放電試験から得られた実施例１、実施例２及び比較例１の各電極にお
ける放電特性を示した。ＰＡＡ単独では、サイクルに伴うリチウム挿入・脱離によりグラ
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ファイト粒子のエッジ部に存在するＳＥＩ被覆層が劣化し、欠落するために１０サイクル
以降は急激に特性が悪化している。一方、ＰＡＨ又はＰＡＡｄを添加した電極においては
前者ではアミド結合、後者ではイミド結合の構築が示唆され、この結合によりＳＥＩ被覆
層の劣化が抑制されたため、サイクル維持が向上したものと考えられる。
【００４７】
図５は、１ｍｏｌｄｍ−３ＬｉＣｌＯ４/ＰＣを電解液とし、ＰＡＡをバインダーとし
て用いた負極を用いた比較例１及びＰＶＤＦをバインダーとして用いた負極を用いた比較
例２の場合の初期充放電曲線を示している。この結果から、ＰＶＤＦ電極ではＰＣ電解液
中において放電容量をほとんど示していないのに対し、ＰＡＡで被覆した電極では、ＥＣ
系電解液中で試験した性能とほぼ同等であった。
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【００４８】
バインダーとしてＰＡＡを使用した場合（比較例１）、その共挿入は起こらず、ＥＣ＋
ＤＥＣ系電解液を使用した際の充放電曲線と酷似しているが、以前から報告されているよ
うに、バインダーとしてＰＶＤＦを用いた場合（比較例２）、充電時約０．８Ｖ（ｖｓ．
Ｌｉ/Ｌｉ＋）に電位平坦部が確認され、ＰＣの分解反応が起こっているものと推測され
る。さらに、ＰＣ共挿入によりグラファイト層が破壊され、放電反応もほとんど示してい
ないことが確認できる。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
高黒鉛化度の黒鉛質炭素粉末を負極活物質として用い、非水溶媒の主成分としてＰＣを
用いることにより
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低コストで安定した充放電能を有するリチウムイオン二次電池を提供

することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】バインダーとしてＰＶＤＦを用いた場合と本発明の脱水重縮合物を含む水溶性ポ
リアクリル酸を用いた場合の溶媒和分子の挙動を模式的に示す図である。
【図２】実施例１の二次電池の充放電曲線を示すグラフである。
【図３】実施例２の二次電池の充放電曲線を示すグラフである。
【図４】実施例１、実施例２及び比較例１の放電特性を示すグラフである。
【図５】比較例１及び比較例２の二次電池の初期充放電曲線を示すグラフである。
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【図２】

【図４】

【図５】
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