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(57)【要約】
【課題】リチウム二次電池における正極を構成する正極
材料として好適に用いられ、リチウム二次電池を優れた
サイクル特性を有するものとすることのできる正極材料
を容易に製造する方法およびその製造方法によって得ら
れる正極材料、リチウム二次電池を優れたサイクル特性
を有するものとすることのできる正極、および優れたサ
イクル特性を有するリチウム二次電池を提供すること。
【解決手段】正極材料の製造方法は、スピネル構造を有
するマンガン酸リチウム粉末を酢酸亜鉛水溶液に浸漬し
、超音波処理した後、熱処理する工程を有することを特
徴とし、正極材料は、上記の方法によって製造されるこ
とを特徴とし、正極は、上記の製造方法によって得られ
た正極材料を正極活物質としてなることを特徴とし、リ
チウム二次電池は、上記の正極を備えてなることを特徴
とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
スピネル構造を有するマンガン酸リチウム粉末を酢酸亜鉛水溶液に浸漬し、超音波処理
した後、熱処理する工程を有することを特徴とする正極材料の製造方法。
【請求項２】
超音波処理が発振周波数２８〜９５０ｋＨｚ、超音波照射時間１０〜１５分間の条件で
行われ、かつ熱処理が温度５００〜６５０℃の条件で行われることを特徴とする請求項１
に記載の正極材料の製造方法。
【請求項３】
酢酸亜鉛水溶液は、亜鉛濃度が１〜４質量％であることを特徴とする請求項１または請
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求項２に記載の正極材料の製造方法。
【請求項４】
超音波処理により得られる中間処理材料が、酸化亜鉛よりなる金属化合物膜が一部被覆
されており、かつスピネル構造を有するマンガン酸リチウムを構成するマンガン原子の少
なくとも一部が亜鉛原子によって置換された組成を有するものであることを特徴とする請
求項１〜請求項３のいずれかに記載の正極材料の製造方法。
【請求項５】
酸化亜鉛よりなる金属化合物膜によって一部被覆されており、かつスピネル構造を有す
るマンガン酸リチウムを構成するマンガン原子の少なくとも一部が亜鉛原子によって置換
された組成を有し、格子定数がスピネル構造を有するマンガン酸リチウムより小さいこと
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を特徴とする正極材料。
【請求項６】
格子定数が０．８２０〜０．８２４ｎｍであることを特徴とする請求項５に記載の正極
材料。
【請求項７】
請求項５または請求項６に記載の正極材料によって得られた正極材料を正極活物質とし
てなることを特徴とする正極。
【請求項８】
請求項７に記載の正極を備えてなることを特徴とするリチウム二次電池。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、正極材料の製造方法および正極材料、当該正極材料よりなる正極、並びにそ
の正極を備えてなるリチウム二次電池に関し、更に詳しくは、リチウム二次電池の正極を
構成する正極活物質として好適に用いられる正極材料の製造方法および正極材料、当該正
極材料を正極活物質として用いてなる正極、並びにその正極を備えてなるリチウム二次電
池に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、ビデオカメラ、携帯電話およびノート型パソコンなどの機器の電力供給源として
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、再充電により連続的に使用が可能な二次電池、特にリチウム二次電池が広く用いられて
きている。
リチウム二次電池の或る種のものは、有機溶媒よりなる電解液が充填された容器内に、
正極、負極およびセパレーターが配設されてなる構成を有する。
【０００３】
従来、リチウム二次電池の正極を構成する正極材料としては、コバルト酸リチウム（Ｌ
ｉＣｏＯ2 ）が用いられているが、価格および環境への影響の観点から、マンガン酸リチ
ウム（ＬｉＭｎ2 Ｏ4 ）がコバルト酸リチウムの代替物質として注目され、盛んに研究が
なされている。
【０００４】
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しかしながら、リチウム二次電池において、マンガン酸リチウムを正極材料として用い
た場合には、充電および放電を繰り返すことによってサイクル数が増加するに従ってマン
ガン酸リチウム中のマンガンが電解質中に溶出することなどに起因して放電容量が次第に
低下してしまうために良好なサイクル特性が得られない、という問題がある。
【０００５】
而して、正極材料としてマンガン酸リチウムを表面修飾したものを用いること（例えば
、特許文献１および２参照。）が提案されているが、単に表面修飾を施しただけではリチ
ウム二次電池において所期のサイクル特性が得られず、また、マンガン酸リチウムを構成
するマンガン原子の一部が異種の金属原子に置換されてなるものを用いることなども提案
されてはいるが、その製造方法が、炭酸リチウム（ＬｉＣＯ3 ）と、二酸化マンガン（Ｍ
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ｎＯ2 ）とから合成物を得る過程においてマンガン原子の一部置換を行うものであること
から、簡便ではない、という問題がある。
【０００６】
【特許文献１】特開２００１−６６７８号公報
【特許文献２】特開２００５−３１０７４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、以上のような事情に基づいてなされたものであって、その第１の目的は、リ
チウム二次電池における正極を構成する正極材料として好適に用いられ、リチウム二次電
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池を優れたサイクル特性を有するものとすることのできる正極材料を容易に製造する方法
を提供することにある。
本発明の第２の目的は、リチウム二次電池における正極を構成する正極材料として好適
に用いられ、リチウム二次電池を優れたサイクル特性を有するものとすることのできる正
極材料を提供することにある。
本発明の第３の目的は、リチウム二次電池を優れたサイクル特性を有するものとするこ
とのできる正極を提供することにある。
また、本発明の第４の目的は、優れたサイクル特性を有するリチウム二次電池を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
本発明の正極材料の製造方法は、スピネル構造を有するマンガン酸リチウム粉末を酢酸
亜鉛水溶液に浸漬し、超音波処理した後、熱処理する工程を有することを特徴とする正極
材料の製造方法。
【０００９】
本発明の正極材料の製造方法においては、超音波処理が発振周波数２８〜９５０ｋＨｚ
、超音波照射時間１０〜１５分間の条件で行われ、かつ熱処理が温度５００〜６５０℃の
条件で行われることが好ましい。
【００１０】
本発明の正極材料の製造方法においては、酢酸亜鉛水溶液は、亜鉛濃度が１〜４質量％
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であることが好ましい。
【００１１】
本発明の正極材料の製造方法においては、超音波処理により得られる中間処理材料が、
酸化亜鉛よりなる金属化合物膜が一部被覆されており、かつスピネル構造を有するマンガ
ン酸リチウムを構成するマンガン原子の少なくとも一部が亜鉛原子によって置換された組
成を有するものであることを特徴とする。
【００１２】
本発明の正極材料は、酸化亜鉛よりなる金属化合物膜によって一部被覆されており、か
つスピネル構造を有するマンガン酸リチウムを構成するマンガン原子の少なくとも一部が
亜鉛原子によって置換された組成を有し、格子定数がスピネル構造を有するマンガン酸リ
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チウムより小さいことを特徴とする。
【００１３】
本発明の正極材料は、格子定数が０．８２０〜０．８２４ｎｍであることが好ましい。
【００１４】
本発明の正極は、上記の正極材料によって得られた正極材料を正極活物質としてなるこ
とを特徴とする。
【００１５】
本発明のリチウム二次電池は、上記の正極を備えてなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
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本発明の正極材料の製造方法によれば、原料であるスピネル構造を有するマンガン酸リ
チウムを表面修飾すると共に、マンガン酸リチウムを構成するマンガン原子の一部を亜鉛
原子に置換することができるため、得られる正極材料が構造の安定したものとなり、その
構造により、リチウム二次電池の正極の構成材料として用いた場合においてもサイクル数
の増加に伴ってマンガンが電解質中に溶解することが抑制されるため、リチウム二次電池
を優れたサイクル特性を有するものとすることができ、その上、このような優れた特性を
有する正極材料を、原料であるスピネル構造を有するマンガン酸リチウム粉末に対して酢
酸亜鉛水溶液を浸漬させて超音波処理を施した後、熱処理による後処理を施すという簡単
な手法により容易に製造することができる。
【００１７】
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本発明の正極材料は、スピネル構造を有するマンガン酸リチウムが酸化亜鉛よりなる金
属化合物膜によって一部被覆されていると共に、当該マンガン酸リチウムを構成するマン
ガン原子の一部が亜鉛原子に置換されてなるものであるため、その構造が安定したもので
あり、その構造により、リチウム二次電池の正極の構成材料として用いた場合においても
サイクル数の増加に伴ってマンガンが電解質中に溶解することが抑制されるため、リチウ
ム二次電池を優れたサイクル特性を有するものとすることができることから、リチウム二
次電池における正極を構成する正極材料として好適に用いられ、リチウム二次電池を優れ
たサイクル特性を有するものとすることができる。
【００１８】
本発明の正極は、上記の正極材料を正極活物質とするものであることから、当該正極を
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構成部材とすることにより、リチウム二次電池を優れたサイクル特性を有するものとする
ことができる。
【００１９】
本発明のリチウム二次電池は、上記の正極を有するものであることから、優れたサイク
ル特性が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００２１】
本発明の正極材料の製造方法は、リチウム二次電池を構成する正極を形成するための構
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成材料である正極活物質として好適に用いられる正極材料を得るための方法であり、スピ
ネル構造を有するマンガン酸リチウム（ＬｉＭｎ2 Ｏ4 ）粉末を酢酸亜鉛水溶液に浸漬し
、超音波処理した後、熱処理する工程（以下、「超音波・熱処理工程」ともいう。）を有
することを特徴とする。
【００２２】
本発明の正極材料の製造方法における超音波・熱処理工程は、スピネル構造を有するマ
ンガン酸リチウム（以下、「スピネル型マンガン酸リチウム」ともいう。）粉末を超音波
処理する過程（以下、「超音波処理過程」ともいう。）と、この超音波処理過程において
得られた中間処理材料を熱処理によって後処理する過程（以下、「熱処理過程」ともいう
。）により構成される。
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【００２３】
超音波処理過程においては、スピネル型マンガン酸リチウム粉末を酢酸亜鉛水溶液に浸
漬し、この状態のスピネル型マンガン酸リチウム粉末に対して超音波処理が行われる。
具体的には、例えばスピネル型マンガン酸リチウム粉末を酢酸亜鉛水溶液中において分
散させ、これによって酢酸亜鉛水溶液に浸漬し、このスピネル型マンガン酸リチウム粉末
が分散されてなる酢酸亜鉛水溶液（以下、「粉末含有水溶液」ともいう。）が仕込まれて
いる容器を、超音波処理装置における、例えば水道水などよりなる水系媒体が張られた水
槽中に、容器中の粉末含有水溶液の液面が当該水槽の水系媒体の水面よりも下方に位置す
る状態となるよう入れ、このようにして、酢酸亜鉛水溶液に浸漬された状態のスピネル型
マンガン酸リチウム粉末に対して超音波を照射する超音波処理を行う。
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【００２４】
超音波処理の条件は、照射する超音波の発振周波数が２８〜９５０ｋＨｚ、特に４０〜
２００ｋＨｚであることが好ましく、また、超音波照射時間が１０〜１５分間、特に１０
分間であることが好ましい。
発振周波数が２８ｋＨｚ以上で９５０ｋＨｚ以下であることにより、得られるリチウム
二次電池に十分なサイクル特性が得られ、リチウム二次電池における正極を構成する材料
として良好な特性を有するものとなるものとなる。
超音波照射時間が１０分間未満である場合には、スピネル型マンガン酸リチウムと、酢
酸亜鉛水溶液を構成する亜鉛との反応が十分に促進されずにマンガン原子の亜鉛原子への
置換が十分に行われず、リチウム二次電池に十分なサイクル特性が得られなくなるおそれ
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があり、一方、超音波照射時間が１５分間を超える場合には、リチウム二次電池の放電容
量維持率が小さくなり、十分なサイクル特性が得られなくなるおそれがある。
【００２５】
超音波処理に用いられる酢酸亜鉛水溶液は、酢酸亜鉛（Ｚｎ（ＣＨ3 ＣＯＯ）2 ・２Ｈ
2

Ｏ）と、二次蒸留水とからなるものであり、亜鉛濃度が１〜４質量％であることが好ま

しい。
亜鉛濃度が１質量％以上で４質量％以下であることにより、得られるリチウム二次電池
に十分なサイクル特性が得られ、リチウム二次電池における正極を構成する材料として良
好な特性を有するものとなるものとなる。
【００２６】
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また、酢酸亜鉛水溶液の使用量は、酢酸亜鉛水溶液中におけるマンガン酸リチウム粉末
が２０〜３０体積％となる量であることが好ましい。
【００２７】
超音波処理過程に供されるスピネル型マンガン酸リチウム粉末は、従来公知の方法によ
って製造することができ、例えば炭酸リチウム（ＬｉＣＯ3 ）と、二酸化マンガン（Ｍｎ
Ｏ2 ）とを湿式混合し、大気中において焼成温度６００℃で２４時間かけて仮焼成処理し
、得られた仮焼成物を１．５時間かけて粉砕処理した後、更に大気中において焼成温度７
００℃で２４時間かけて本焼成処理し、得られた焼成物を２時間かけて粉砕処理すること
により、得ることができる。
【００２８】
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熱処理過程においては、超音波処理過程において得られた中間処理材料に対して熱処理
が行われる。
具体的には、例えば超音波処理過程において得られた中間処理材料を、例えば温度１０
０℃で２４時間かけて加熱することによって乾燥処理した後、大気中において加熱する熱
処理を行う。
【００２９】
熱処理の条件は、熱処理温度が５００〜６５０℃、特に５５０〜６００℃であることが
好ましく、また、熱処理時間は０．５時間以上、特に０．５〜３時間であることが好まし
い。
熱処理温度が５００℃以上で６５０℃以下であることにより、得られるリチウム二次電
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池に十分なサイクル特性が得られ、リチウム二次電池における正極を構成する材料として
良好な特性を有するものとなるものとなる。
【００３０】
以上のような本発明の正極材料の製造方法によれば、超音波処理過程において、スピネ
ル型マンガン酸リチウムを表面修飾する、すなわちスピネル型マンガン酸リチウム粉末粒
子の表面に酸化亜鉛よりなる金属化合物膜が一部被覆された状態を形成すると共に、スピ
ネル型マンガン酸リチウムと酢酸亜鉛水溶液とを反応させることによってスピネル型マン
ガン酸リチウムを構成するマンガン原子の一部が少なくとも亜鉛原子によって置換された
組成を有する中間処理材料を得、この超音波処理過程に次ぐ熱処理において、スピネル型
マンガン酸リチウムと亜鉛との反応が進行された状態を固定することにより、原料である
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スピネル型マンガン酸リチウムを表面修飾すると共に、マンガン酸リチウムを構成するマ
ンガン原子の一部を亜鉛原子に置換することができるため、得られる正極材料が構造の安
定したものとなり、その構造により、リチウム二次電池の正極の構成材料として用いた場
合においてもサイクル数の増加に伴ってマンガンが電解質中に溶解することを抑制するこ
とができるため、リチウム二次電池を優れたサイクル特性を有するものとすることができ
る。その上、このような優れた特性を有する正極材料を、原料である従来公知の製造方法
によって得られるスピネル構造を有するマンガン酸リチウム粉末に対して酢酸亜鉛水溶液
を浸漬させて超音波処理を施した後、熱処理による後処理を施すという簡単な手法により
容易に製造することができる。
従って、本発明の正極材料の製造方法によれば、得られる正極材料が表面修飾がなされ
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ているだけではなく、マンガン酸リチウムを構成するマンガン原子の一部が亜鉛原子に置
換されてなる構造のものであるため、単にマンガン酸リチウムに表面修飾を施すことのみ
によっては得ることができず、かつ炭酸リチウム（ＬｉＣＯ3 ）と、二酸化マンガン（Ｍ
ｎＯ2 ）とから合成物を得る過程においてマンガン原子の一部置換を行う製造方法によっ
て得られるものと同等の優れた特性を有する正極材料を容易に製造することができる。
【００３１】
このようにして得られる本発明の正極材料は、原料であるスピネル型マンガン酸リチウ
ムに比して格子定数が小さく、具体的にはその格子定数が０．８２０〜０．８２４ｎｍ、
好ましくは０．８２２〜０．８２３ｎｍである。
格子定数が過小である場合には、初期放電容量が低下する可能性があり、一方、格子定
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数が過大である場合には、サイクル特性の改善がみられにくい。
【００３２】
本発明の正極材料は、リチウム二次電池を構成する正極を形成するための構成材料であ
る正極活物質として好適に用いられるものであるが、この特定の正極材料を正極活物質と
して用いた本発明の正極の一構成例としては、例えばニッケルやアルミニウムなどの金属
メッシュよりなる集電体に、正極活物質と、例えばアセチレンブラック（ＡＢ）などの導
電材と、例えばポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）などのバインダー（結着剤）と
が、例えば質量比５：２：２の割合で混合されてなる混合物を塗布して加圧成形してなる
構成を有するものである。
【００３３】
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そして、このような正極を備えてなる本発明のリチウム二次電池は、例えば、図１に示
すように、例えば四塩化リチウム（ＬｉＣｌ4 ）を濃度１ｍｏｌ／ｌで含有する、プロピ
レンカーボネート（ＰＣ）とジメチルカーポネート（ＤＭＣ）とが体積比１：１の割合で
混合されてなる溶液、六フッ化リン酸リチウム（ＬｉＰＦ6 ）を濃度１ｍｏｌ／ｌで含有
する、エチレンカーボネート（ＥＣ）とジメチルカーボネート（ＤＭＣ）とが体積比１：
２の割合で混合されてなる溶液などの有機溶媒よりなる電解液１５が充填された容器１６
内に、本発明の正極１１、例えばリチウム箔、グラファイトなどよりなる負極１２および
例えばポリプロピレンよりなるセパレーター１４が配設されてなる構成のものである。
図１において、１３は、例えばリチウム箔よりなる参照極である。
【実施例】
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【００３４】
以下、本発明の具体的な実施例について説明するが、本発明はこれらの実施例に限定さ
れるものではない。
【００３５】
〔実施例１〕
（正極材料の製造例１）
（１）スピネル型マンガン酸リチウム粉末の製造
炭酸リチウム（ＬｉＣＯ3 ）と、二酸化マンガン（ＭｎＯ2 ）とを湿式混合し、大気中
において焼成温度６００℃で２４時間かけて仮焼成処理し、得られた仮焼成物を１．５時
間かけて粉砕処理した後、更に大気中において焼成温度７００℃で２４時間かけて本焼成
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処理し、得られた焼成物を２時間かけて粉砕処理することにより、スピネル型マンガン酸
リチウム粉末（以下、「マンガン酸リチウム粉末（１）」とする。）を得た。
【００３６】
（２）超音波処理過程
容器中において、得られたマンガン酸リチウム粉末（１）１．０ｇを、酢酸亜鉛（Ｚｎ
（ＣＨ3 ＣＯＯ）2 ・２Ｈ2 Ｏ）を二次蒸留水１０ｍｌに溶解させてなる亜鉛濃度４．０
質量％の酢酸亜鉛水溶液中に分散させ、この分散溶液が仕込まれている容器を、超音波処
理装置の水道水よりなる水系媒体が張られた水槽中に、当該容器中の分散溶液の液面が当
該水槽の水系媒体の水面よりも下方に位置する状態となるよう入れ、発振周波数２００ｋ
Ｈｚ、照射時間１０分間の条件で超音波を照射することにより、超音波処理を行い、中間
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処理材料として粉状の超音波処理済み材料（１）を得た。
【００３７】
（３）熱処理過程
得られた超音波処理済み材料（１）を、温度１００℃で２４時間かけて加熱することに
よって乾燥処理し、その後、大気中において、熱処理温度６００℃、熱処理時間２時間の
条件で加熱することにより、熱処理を行い、これにより、粉状の正極材料（１）を得た。
【００３８】
得られた正極材料（１）に対して、粉末Ｘ線回析を行うことによってマンガン酸リチウ
ム粉末（１）と同様の単一相であることを同定すると共に格子定数を確認し、また、ＩＣ
Ｐ発光分光分析を行うことによって金属組成比およびマンガンの価数を確認した。結果を
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下記の表１に示す。
更に、正極材料（１）は、ＳＥＭおよびＥＤＸにより、粒子形態および表面分析を行っ
たところ、原料であるマンガン酸リチウム粉末（１）と比して粒径の変化がなく、また、
マンガンおよび亜鉛が均一に分布されてなる状態であることが確認された。
【００３９】
〔実施例２〕
（正極材料の製造例２）
正極材料の製造例１において、超音波処理過程における超音波処理条件のうちの発振周
波数を４０ｋＨｚとしたこと以外は正極材料の製造例１と同様にして超音波処理を行って
中間処理材料としての粉状の超音波処理済み材料（２）を得、この超音波処理済み材料（
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２）に対して正極材料の製造例１と同様の手法によって熱処理を行うことにより、粉状の
正極材料（２）を得た。
【００４０】
得られた正極材料（２）に対して、粉末Ｘ線回析を行うことによってマンガン酸リチウ
ム粉末（１）と同様の単一相であることを同定すると共に格子定数を確認し、また、ＩＣ
Ｐ発光分光分析を行うことによって金属組成比およびマンガンの価数を確認した。結果を
下記の表１に示す。
更に、正極材料（２）は、ＳＥＭおよびＥＤＸにより、粒子形態および表面分析を行っ
たところ、原料であるマンガン酸リチウム粉末（１）と比して粒径の変化がなく、また、
マンガンおよび亜鉛が均一に分布されてなる状態であることが確認された。

50

(8)

JP 2008‑147034 A 2008.6.26

【００４１】
〔実施例３〕
（正極材料の製造例３）
正極材料の製造例１において、超音波処理過程における超音波処理条件のうちの発振周
波数を２８ｋＨｚとしたこと以外は正極材料の製造例１と同様にして超音波処理を行って
中間処理材料としての粉状の超音波処理済み材料（３）を得、この超音波処理済み材料（
３）に対して正極材料の製造例１と同様の手法によって熱処理を行うことにより、粉状の
正極材料（３）を得た。
【００４２】
得られた正極材料（３）に対して、粉末Ｘ線回析を行うことによってマンガン酸リチウ
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ム粉末（１）と同様の単一相であることを同定すると共に格子定数を確認し、また、ＩＣ
Ｐ発光分光分析を行うことによって金属組成比およびマンガンの価数を確認した。結果を
下記の表１に示す。
更に、正極材料（３）は、ＳＥＭおよびＥＤＸにより、粒子形態および表面分析を行っ
たところ、原料であるマンガン酸リチウム粉末（１）と比して粒径の変化がなく、また、
マンガンおよび亜鉛が均一に分布されてなる状態であることが確認された。
【００４３】
〔実施例４〕
（正極材料の製造例４）
正極材料の製造例１において、超音波処理過程における超音波処理条件のうちの超音波

20

照射時間を４０分間としたこと以外は正極材料の製造例１と同様にして超音波処理を行っ
て中間処理材料としての粉状の超音波処理済み材料（４）を得、この超音波処理済み材料
（４）に対して正極材料の製造例１と同様の手法によって熱処理を行うことにより、粉状
の正極材料（４）を得た。
【００４４】
得られた正極材料（４）に対して、粉末Ｘ線回析を行うことによってマンガン酸リチウ
ム粉末（１）と同様の単一相であることを同定すると共に格子定数を確認し、また、ＩＣ
Ｐ発光分光分析を行うことによって金属組成比およびマンガンの価数を確認した。結果を
下記の表１に示す。
【００４５】
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〔比較例１〕
（正極材料の製造例５）
正極材料の製造例３において、熱処理過程を経なかったこと以外は正極材料の製造例２
と同様にして粉状の比較用正極材料（１）を得た。
すなわち、比較例用正極材料（１）は、実施例３に係る中間処理材料、すなわち超音波
処理済み材料（２）と同様のものである。
【００４６】
得られた比較用正極材料（１）に対して、粉末Ｘ線回析を行うことによってマンガン酸
リチウム粉末（１）と同様の単一相であることを同定すると共に格子定数を確認し、また
、ＩＣＰ発光分光分析を行うことによって金属組成比を確認した。結果を下記の表１に示
す。
【００４７】
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【表１】
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【００４８】
表１には、実施例１〜実施例４および比較例１に係る結果と共に、「ＬｉＭｎ2 Ｏ4 」
の欄において、マンガン酸リチウム粉末（１）に対して、粉末Ｘ線回析を行うことによっ
て確認された格子定数と、ＩＣＰ発光分光分析を行うことによって確認された金属組成比
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およびマンガンの価数とを示した。
【００４９】
〔実施例５〕
（正極の作製例１）
正極活物質として実施例１において得られた正極材料（１）を用い、この正極材料（１
）と、アセチレンブラック（ＡＢ）と、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）とを質
量比５：２：２の割合で混合することによって混合物を得、この混合物をニッケルメッシ
ュよりなる集電体に塗布して加圧成形することにより、正極（以下、「正極（１）」とす
る。）を作製した。
【００５０】
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（リチウム二次電池の作製例１）
得られた正極（１）を用い、図１に示された構造に従って、四塩化リチウム（ＬｉＣｌ
4

）を濃度１ｍｏｌ／ｌで含有する、プロピレンカーボネート（ＰＣ）とジメチルカーポ

ネート（ＤＭＣ）とが体積比１：１の割合で混合されてなる溶液よりなる電解液が充填さ
れた容器内に、正極、リチウム箔よりなる負極、ポリプロピレンよりなるセパレーターお
よびチウム箔よりなる参照極が配設されてなる構成のリチウム二次電池（１）を作製した
。
【００５１】
得られたリチウム二次電池（１）について、初期放電量を測定した後、０．２ｍＡ／ｃ
ｍ2 の電流密度で電流を供給することによって電圧が４．３Ｖｖｓ．Ｌｉに到達するまで
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充電を行い、充電された状態から電圧が３．５Ｖｖｓ．Ｌｉになるまで放電を行うという
条件で充電および放電を繰り返し、６サイクル後と５０サイクル後の各々の放電容量を測
定し、これらの測定値から６サイクル後と５０サイクル後の各々の放電容量維持率を算出
した。結果を下記の表２に示す。
また、５０サイクルが終了した後、リチウム二次電池（１）の正極を構成する正極活物
質の格子定数をＸ線回析によって確認すると共に、マンガンの電解液中における溶出量を
ＩＣＰ発光分光分析により確認した。結果を下記の表２に示す。
【００５２】
〔実施例６〕
（正極の作製例２）
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正極の作製例１において、正極活物質として正極材料（１）に代えて実施例２において
得られた正極材料（２）を用いたこと以外は正極の作製例１と同様にして正極（以下、「
正極（２）」とする。）を作製した。
【００５３】
（リチウム二次電池の作製例２）
リチウム二次電池の作製例１において、正極として正極（１）に代えて正極（２）を用
いたこと以外はリチウム二次電池の作製例１と同様にしてリチウム二次電池（２）を作製
した。
【００５４】
得られたリチウム二次電池（２）について、実施例５と同様の手法により、６サイクル
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後と５０サイクル後の各々の放電容量維持率を算出し、また、５０サイクルが終了した後
の正極活物質の格子定数を確認すると共に、マンガンの電解液中における溶出量を確認し
た。結果を下記の表２に示す。
【００５５】
〔実施例７〕
（正極の作製例３）
正極の作製例１において、正極活物質として正極材料（１）に代えて実施例３において
得られた正極材料（３）を用いたこと以外は正極の作製例１と同様にして正極（以下、「
正極（３）」とする。）を作製した。
【００５６】
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（リチウム二次電池の作製例３）
リチウム二次電池の作製例１において、正極として正極（１）に代えて正極（３）を用
いたこと以外はリチウム二次電池の作製例１と同様にしてリチウム二次電池（３）を作製
した。
【００５７】
得られたリチウム二次電池（３）について、得られたリチウム二次電池（２）について
、実施例５と同様の手法により、６サイクル後と５０サイクル後の各々の放電容量維持率
を算出し、また、５０サイクルが終了した後の正極活物質の格子定数を確認すると共に、
マンガンの電解液中における溶出量を確認した。結果を下記の表２に示す。
【００５８】
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〔実施例８〕
（正極の作製例４）
正極の作製例１において、正極活物質として正極材料（１）に代えて実施例４において
得られた正極材料（４）を用いたこと以外は正極の作製例１と同様にして正極（以下、「
正極（４）」とする。）を作製した。
【００５９】
（リチウム二次電池の作製例４）
リチウム二次電池の作製例１において、正極として正極（１）に代えて正極（４）を用
いたこと以外はリチウム二次電池の作製例１と同様にしてリチウム二次電池（４）を作製
した。
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【００６０】
得られたリチウム二次電池（４）について、得られたリチウム二次電池（２）について
、実施例５と同様の手法により、５０サイクル後の放電容量維持率を算出し、また、５０
サイクルが終了した後の正極活物質の格子定数を確認すると共に、マンガンの電解液中に
おける溶出量を確認した。結果を下記の表２に示す。
【００６１】
〔比較例２〕
（正極の作製例５）
正極の作製例１において、正極活物質として正極材料（１）に代えて比較例１において
得られた比較用正極材料（１）を用いたこと以外は正極の作製例１と同様にして正極（以
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下、「比較用正極（１）」とする。）を作製した。
【００６２】
（リチウム二次電池の作製例５）
リチウム二次電池の作製例１において、正極として正極（１）に代えて比較用正極（１
）を用いたこと以外はリチウム二次電池の作製例１と同様にして比較用リチウム二次電池
（１）を作製した。
【００６３】
得られた比較用リチウム二次電池（１）について、実施例５と同様の手法により、５０
サイクル後の放電容量維持率を算出し、また、５０サイクルが終了した後の正極活物質の
格子定数を確認すると共に、マンガンの電解液中における溶出量を確認した。結果を下記
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の表２に示す。
【００６４】
〔比較例３〕
（正極の作製例６）
正極の作製例１において、正極活物質として正極材料（１）に代えて正極材料の製造例
１において、超音波処理過程を経なかったこと以外は正極材料の製造例１と同様にして得
られた比較用の正極材料を用いたこと以外は正極の作製例１と同様にして正極（以下、「
比較用正極（２）」とする。）を作製した。
【００６５】
（リチウム二次電池の作製例６）

20

リチウム二次電池の作製例１において、正極として正極（１）に代えて比較用正極（２
）を用いたこと以外はリチウム二次電池の作製例１と同様にして比較用リチウム二次電池
（２）を作製した。
【００６６】
得られた比較用リチウム二次電池（２）について、実施例５と同様の手法により、５０
サイクル後の放電容量維持率を算出し、また、５０サイクルが終了した後の正極活物質の
格子定数を確認した。結果を下記の表２に示す。
【００６７】
〔比較例４〕
（正極の作製例７）
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正極の作製例１において、正極活物質として正極材料（１）に代えてマンガン酸リチウ
ム粉末（１）を用いたこと以外は正極の作製例１と同様にして正極（以下、「比較用正極
（３）」とする。）を作製した。
【００６８】
（リチウム二次電池の作製例７）
リチウム二次電池の作製例１において、正極として正極（１）に代えて比較用正極（３
）を用いたこと以外はリチウム二次電池の作製例１と同様にして比較用リチウム二次電池
（３）を作製した。
【００６９】
得られた比較用リチウム二次電池（３）について、実施例５と同様の手法により、６サ
イクル後と５０サイクル後の各々の放電容量維持率を算出し、また、５０サイクルが終了
した後の正極活物質の格子定数を確認すると共に、マンガンの電解液中における溶出量を
確認した。結果を下記の表２に示す。
【００７０】
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【表２】
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【００７１】
表２において、格子定数の項においては、「５０サイクル後」として、５０サイクル後
に確認したリチウム二次電池の正極を構成する正極活物質の格子定数を示すと共に、「サ
イクル前」として、正極の作製に構成材料として用いた正極活物質の格子定数（表１参照
）と、「変化量」として、サイクル前における格子定数と５０サイクル後の格子定数との
差を示す。
【００７２】
以上の結果から、実施例１〜４に係る正極材料を正極活物質として用いた、実施例５〜
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８のリチウム二次電池は、５０サイクル後においても高い容量維持率が得られていること
から、優れたサイクル特性を有するものであることが確認された。
また、これらの実施例５〜８のリチウム二次電池においては、比較例４に係る、正極活
物質としてスピネル型マンガン酸リチウムを用いたリチウム二次電池に比して、５０サイ
クル後においても電解液中に溶出されるマンガンの溶出量が小さく、サイクル数の増加に
伴うマンガンの電解質中への溶解が抑制されていることが確認された。
ここに、特に実施例５および６のリチウム二次電池においては、５０サイクル後におい
ても正極を構成する正極活物質の格子定数の変化量が小さいことから、当該正極活物質が
安定した構造を有するものであることが確認できた。この実施例５および６に係る正極活
物質の構造安定性は、当該正極活物質の半値幅をサイクル前と５０サイクル後に測定する
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ことによって算出された変化量（以下、「半値幅変化量」ともいう。）が、比較例４に係
る正極活物質に比して小さいことからも確認することができた。また、実施例７および８
のリチウム二次電池においては、正極を構成する正極活物質の半値幅変化量が、比較例４
に係る正極活物質に比して小さいことから、当該正極活物質が安定した構造を有するもの
であることが確認できた。
更に、実施例１〜４の正極材料の製造方法によれば、最終的に得られる正極材料は、そ
の金属組成にリチウムおよびマンガンと共に亜鉛が含まれており、スピネル型マンガン酸
リチウムとは異なる格子定数およびマンガンの価数を有するものであることから、スピネ
ル型マンガン酸リチウムにおけるマンガン原子の一部が亜鉛原子に置換されてなる構造を
有するものであることが確認された。また、超音波処理過程において得られる中間処理材
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料も、その金属組成にリチウムおよびマンガンと共に亜鉛が含まれており、スピネル型マ
ンガン酸リチウムとは異なる格子定数およびマンガンの価数を有するものであることから
、スピネル型マンガン酸リチウムにおけるマンガン原子の一部が亜鉛原子に置換されてな
る構造を有するものであることが確認された。
従って、実施例１〜４の正極材料の製造方法によれば、リチウム二次電池を優れたサイ
クル特性を有するものとすることのできる正極材料を容易に得られることが確認された。
【００７３】
また、実施例１に係る正極材料を正極活物質として用いた、実施例５のリチウム二次電
池は、初期放電容量が大きく、特に優れたサイクル特性を有するものであることが確認さ
10

れた。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明のリチウム二次電池の構成の一例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００７５】
１１

正極

１２

負極

１３

参照極

１４

セパレーター

１５

電解液

１６

容器

【図１】
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