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(57)【要約】
【課題】充放電の繰返しに対して容量を維持する性能が
改善されたリチウム二次電池を提供すること。
【解決手段】正極と負極と非水電解質とを備えたリチウ
ム二次電池が提供される。上記負極の表面には、環状シ
ロキサンおよび／またはその反応生成物が存在している
。上記環状シロキサンは、少なくとも１つのジメチルシ
ロキシ基を側鎖に有するシロキシ側鎖含有環状シロキサ
ンである。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
正極と負極と非水電解質とを備えたリチウム二次電池であって、
前記負極の表面には、環状シロキサンおよび／またはその反応生成物が存在しており、
前記環状シロキサンは、少なくとも１つのジメチルシロキシ基を側鎖に有するシロキシ
側鎖含有環状シロキサンである、リチウム二次電池。
【請求項２】
前記環状シロキサンは、式（１）：
【化１】
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（式（１）中、Ｒ１およびＲ２は、同じかまたは異なり、それぞれ水素原子および炭素原
子数１〜１２の有機基から選択され、Ｒ１およびＲ２の少なくとも一方はジメチルシロキ
シ基を含む。ｎは３〜１０の整数である。）；
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で表されるシロキシ側鎖含有環状シロキサンである、請求項１に記載のリチウム二次電池
。
【請求項３】
正極と負極とを用意すること、および
少なくとも前記負極に環状シロキサンを供給すること、を包含し、
前記環状シロキサンは、少なくとも１つのジメチルシロキシ基を側鎖に有するシロキシ
側鎖含有環状シロキサンである、リチウム二次電池製造方法。
【請求項４】
前記環状シロキサンとして、式（１）：
【化２】
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（式（１）中、Ｒ１およびＲ２は、同じかまたは異なり、それぞれ水素原子および炭素原
子数１〜１２の有機基から選択され、Ｒ１およびＲ２の少なくとも一方はジメチルシロキ
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シ基を含む。ｎは３〜１０の整数である。）
で表されるシロキシ側鎖含有環状シロキサンを用いる、請求項３に記載のリチウム二次電
池の製造方法。
【請求項５】
前記環状シロキサンの供給は、
前記環状シロキサンを含む非水電解質を用意すること、および
その用意した非水電解質を前記負極に供給すること、を包含する、請求項３または４に
記載のリチウム二次電池製造方法。
【請求項６】
前記非水電解質として、前記環状シロキサンを０．０１〜２０質量％含む非水電解質を
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用いる、請求項５に記載のリチウム二次電池製造方法。
【請求項７】
請求項１または２に記載のリチウム二次電池を搭載した、車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はリチウム二次電池およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
リチウム二次電池は、軽量で高エネルギー密度が得られることから、パソコンや携帯端
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末等のいわゆるポータブル電源や車両駆動用電源として好ましく用いられている。特に、
電気自動車、ハイブリッド自動車等の車両の駆動用高出力電源としての重要性は高い。そ
のようなリチウム二次電池において、サイクル特性を向上させること等を目的として、非
水電解液中に環状シロキサンを添加することが提案されている。この種の技術を開示して
いる文献として、特許文献１〜４が挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４−０７１４５８号公報
【特許文献２】特開２００９−１６３９３９号公報
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【特許文献３】特開２００７−２２７３６８号公報
【特許文献４】特開２００６−０６６０９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところで、リチウム二次電池等の非水電解液二次電池では、非水電解液に含まれる成分
（例えば支持電解質や非水溶媒）の一部が充電の際に分解され、その分解物を含む被膜（
Ｓｏｌｉｄ

Ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ

Ｉｎｔｅｒｐｈａｓｅ膜；以下「ＳＥＩ膜」とも

いう。）が負極活物質の表面に形成され得る。かかるＳＥＩ膜は、電池が充電された状態
で保存されることや、充放電を繰り返すことによって、その形成がさらに進行する傾向に
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ある。これによりＳＥＩ膜が過剰に形成されると、負極の抵抗が高くなって、容量維持率
等の電池性能が低下することがあり得る。また、ＳＥＩ膜には、電池内にあるリチウムの
一部が、例えばＬｉＦやＬｉ２Ｏ等のリチウム化合物として取り込まれて固定され得る。
このこともまた、ＳＥＩ膜の過剰な形成によってリチウム二次電池の電池容量が低下する
要因となり得る。
【０００５】
特許文献１には、環状シロキサンとしてヘキサメチルシクロトリシロキサン、１，３，
５−トリメチル−１，３，５−トリビニルシクロトリシロキサンまたは１，３，５−トリ
メチル−１，３，５−トリフェニルシクロトリシロキサンを含有する電解液を用いること
により、このような環状シロキサンを含有しない電解液を用いたリチウム二次電池に比べ
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て初期出力および高温充放電サイクル後の出力が向上したことが記載されている。また、
特許文献２では、ヘキサメチルシクロトリシロキサンまたはヘキサメチルジシロキサン（
鎖状シロキサン）を含む組成の電解液を用いている。しかし、本発明者らの検討によれば
、これらの環状シロキサンまたは鎖状シロキサンでは、充放電の繰返しによる電池容量の
低下を抑える効果（例えば、容量維持率を向上させる効果）が得られないか、あるいはそ
の効果が不十分であった。
【０００６】
本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、充放電の繰返しに対して容量を維
持する性能が改善されたリチウム二次電池を提供することを目的とする。他の目的は、そ
のような改善された性能を有するリチウム二次電池の製造方法を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記目的を達成するため、本発明により、正極と負極と非水電解質とを備えたリチウム
二次電池が提供される。このリチウム二次電池を構成する負極の表面には、環状シロキサ
ンおよび／またはその反応生成物が存在している。この環状シロキサンは、少なくとも１
つのジメチルシロキシ基を側鎖に有するシロキシ側鎖含有環状シロキサンであり得る。
【０００８】
かかる構成のリチウム二次電池は、上記シロキシ側鎖含有環状シロキサンおよび／また
はその反応生成物が負極表面に存在することにより、充放電の繰返しによる容量の低下が
効果的に抑制されたものとなり得る。
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【０００９】
前記環状シロキサンとしては、下記式（１）で表されるシロキシ側鎖含有環状シロキサ
ンを好ましく採用し得る。
【００１０】
【化１】
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（式（１）中、Ｒ１およびＲ２は、同じかまたは異なり、それぞれ水素原子および炭素原
子数１〜１２の有機基から選択され、Ｒ１およびＲ２の少なくとも一方はジメチルシロキ
シ基を含む。ｎは３〜１０の整数である。）
【００１１】
ここに開示されるリチウム二次電池は、例えば、上記シロキシ側鎖含有環状シロキサン
を０．０１〜２０質量％含む非水電解質を用いて構築されたものであり得る。このような
リチウム二次電池によると、上記シロキシ側鎖含有環状シロキサンおよび／またはその反
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応生成物が負極表面に存在することの効果が好適に発揮され得る。
【００１２】
本発明によると、また、リチウム二次電池を製造する方法が提供される。その方法は、
正極を用意することと、負極を用意することと、少なくとも前記負極に環状シロキサンを
供給することとを包含する。ここで、前記環状シロキサンは、少なくとも１つのジメチル
シロキシ基を側鎖に有するシロキシ側鎖含有環状シロキサンであり得る。
【００１３】
このようにシロキシ側鎖含有環状シロキサンを用いて得られたリチウム二次電池は、例
えば、該シロキシ側鎖含有環状シロキサンに代えて側鎖がアルキル基のみである環状シロ
キサンまたは鎖状シロキサンを用いたリチウム二次電池に比べて、より高い容量維持率を
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示すものとなり得る。
上記シロキシ側鎖含有環状シロキサンとしては、例えば、上記式（１）で表される化合
物を好ましく採用し得る。
【００１４】
ここに開示される製造方法の好適な一態様では、前記環状シロキサンの供給は、前記環
状シロキサンを含む非水電解質を用意することと、その用意した非水電解質を前記負極に
供給することとを包含する。これによって、上記非水電解質に含まれる環状シロキサンを
負極に供給することができ、上記シロキシ側鎖含有環状シロキサンおよび／またはその反
応生成物が負極表面に適切に配置されたリチウム二次電池が実現され得る。
【００１５】
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ここに開示される製造方法は、前記非水電解質として、前記シロキシ側鎖含有環状シロ
キサンを０．０１〜２０質量％含む非水電解質を用いる態様で好ましく実施され得る。か
かる非水電解質を用いることにより、上記シロキシ側鎖含有環状シロキサンおよび／また
はその反応生成物が負極表面に存在することの効果が好適に発揮され得る。
【００１６】
ここで開示されるリチウム二次電池は、充放電の繰り返しに対して電池容量を維持する
性能（容量維持性）に優れる。したがって、この特徴を活かして、ハイブリッド自動車（
ＨＶ）やプラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）、電気自動車（ＥＶ）等のような車両
の駆動電源として好適に利用され得る。本発明によると、ここに開示されるいずれかのリ
チウム二次電池（複数の電池が接続された組電池の形態であり得る。）を搭載した車両が
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提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】一実施形態に係るリチウム二次電池の外形を模式的に示す斜視図である。
【図２】図１のII−II線における断面図である。
【図３】一実施形態に係る電極体を捲回して作製する状態を模式的に示す斜視図である。
【図４】非水電解質における環状シロキサンの含有率と容量維持率との関係を示すグラフ
である。
【図５】一実施形態に係るリチウム二次電池を備えた車両（自動車）を模式的に示す側面
図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１８】
以下、図面を参照しながら本発明による実施形態を説明する。なお、各図における寸法
関係（長さ、幅、厚さ等）は実際の寸法関係を反映するものではない。また、本明細書に
おいて特に言及している事項以外の事柄であって本発明の実施に必要な事柄は、当該分野
における従来技術に基づく当業者の設計事項として把握され得る。本発明は、本明細書に
開示されている内容と当該分野における技術常識とに基づいて実施することができる。ま
た、以下の図面において、同じ作用を奏する部材・部位には同じ符号を付して説明し、重
複する説明は省略または簡略化することがある。
【００１９】
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以下、リチウム二次電池に係る好適な実施形態を説明する。なお、本明細書において「
二次電池」とは、繰り返し充放電可能な電池一般をいい、リチウム二次電池等の蓄電池（
すなわち化学電池）のほか、電気二重層キャパシタ等のキャパシタ（すなわち物理電池）
を包含する。また、本明細書において「リチウム二次電池」とは、電解質イオンとしてリ
チウムイオン（Ｌｉイオン）を利用し、正負極間におけるＬｉイオンに伴う電荷の移動に
より充放電が実現される二次電池をいう。その限りにおいて、例えば、Ｌｉイオン以外の
金属イオン（例えばナトリウムイオン）を電荷担体として併用する二次電池も本明細書に
おける「リチウム二次電池」に包含され得る。一般にリチウムイオン二次電池と称される
電池は、本明細書におけるリチウム二次電池に包含される典型例である。
【００２０】
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図１および図２に示すように、リチウム二次電池１００は、角型箱状の電池ケース１０
と、電池ケース１０内に収容される捲回電極体２０とを備える。電池ケース１０は上面に
開口部１２を有している。この開口部１２は、捲回電極体２０を開口部１２から電池ケー
ス１０内に収容した後、蓋体１４によって封止される。電池ケース１０内にはまた、非水
電解質（非水電解液）２５が収容されている。蓋体１４には、外部接続用の外部正極端子
３８と外部負極端子４８とが設けられており、それら端子３８，４８の一部は蓋体１４の
表面側に突出している。また、外部正極端子３８の一部は電池ケース１０内部で内部正極
端子３７に接続されており、外部負極端子４８の一部は電池ケース１０内部で内部負極端
子４７に接続されている。
【００２１】
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図３に示すように、捲回電極体２０は、長尺シート状の正極（正極シート）３０と、長
尺シート状の負極（負極シート）４０とを備える。正極シート３０は、長尺状の正極集電
体３２とその少なくとも一方の表面（典型的には両面）に形成された正極活物質層３４と
を備える。負極シート４０は、長尺状の負極集電体４２とその少なくとも一方の表面（典
型的には両面）に形成された負極活物質層４４とを備える。捲回電極体２０はまた、長尺
シート状の２枚のセパレータ（セパレータシート）５０Ａ，５０Ｂを備える。正極シート
３０および負極シート４０は、２枚のセパレータシート５０Ａ，５０Ｂを介して積層され
ており、正極シート３０、セパレータシート５０Ａ、負極シート４０、セパレータシート
５０Ｂの順に積層されている。該積層体は、長尺方向に捲回されることによって捲回体と
され、さらにこの捲回体を側面方向から押圧して拉げさせることによって扁平形状に成形
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されている。なお、電極体の形態は、上述のような捲回電極体に限定されず、電池の形状
や使用目的等に応じて、例えばラミネート型（積層型）等の適切な形状および構成を適宜
採用することができる。
【００２２】
捲回電極体２０の幅方向（捲回方向に直交する方向）の中央部には、正極集電体３２の
表面に形成された正極活物質層３４と、負極集電体４２の表面に形成された負極活物質層
４４とが重なり合って密に積層された部分が形成されている。また、正極シート３０の幅
方向の一方の端部には、正極活物質層３４が形成されずに正極集電体３２が露出した部分
（正極活物質層非形成部３６）が設けられている。この正極活物質層非形成部３６は、セ
パレータシート５０Ａ，５０Ｂおよび負極シート４０からはみ出している。すなわち、捲
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回電極体２０の幅方向の一端には、正極集電体３２の正極活物質層非形成部３６が重なり
合った正極集電体積層部３５が形成されている。また、捲回電極体２０の幅方向の他端に
も、上記一端の正極シート３０の場合と同様に、負極集電体４２の負極活物質層非形成部
４６が重なり合った負極集電体積層部４５が形成されている。なお、セパレータシート５
０Ａ，５０Ｂは、正極活物質層３４および負極活物質層４４の積層部分の幅より大きく、
捲回電極体２０の幅より小さい幅を有する。これを正極活物質層３４および負極活物質層
４４の積層部分に挟むように配することで、正極活物質層３４および負極活物質層４４が
互いに接触して内部短絡が生じることを防いでいる。
【００２３】
次に、上述のリチウム二次電池を構成する各構成要素について説明する。
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リチウム二次電池の正極（典型的には正極シート）を構成する正極集電体としては、導
電性の良好な金属からなる導電性部材が好ましく用いられる。そのような導電性部材とし
ては、例えば、アルミニウムまたはアルミニウムを主成分とする合金を用いることができ
る。正極集電体の形状は、電池の形状等に応じて異なり得るため、特に制限はなく、棒状
、板状、シート状、箔状、メッシュ状等の種々の形態であり得る。正極集電体の厚さも特
に限定されず、例えば５μｍ〜３０μｍとすることができる。正極活物質層は、正極活物
質の他、必要に応じて導電材、結着剤（バインダ）等の添加剤を含有し得る。
【００２４】
正極活物質としては、リチウム二次電池の正極活物質として使用し得ることが知られて
いる各種の材料の１種または２種以上を、特に限定なく使用することができる。例えば、
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リチウム（Ｌｉ）と少なくとも１種の遷移金属元素とを構成金属元素として含む層状構造
やスピネル構造等のリチウム遷移金属化合物（典型的には酸化物）、ポリアニオン型（例
えばオリビン型）のリチウム遷移金属化合物等を、単独で、あるいは適宜組み合わせて用
いることができる。より具体的には、例えば以下の化合物を用いることができる。
【００２５】
（１）次の一般式（Ａ１）：Ｌｉ１＋αＭＯ２；で表される、典型的には層状構造のリチ
ウム遷移金属酸化物。ここで、Ｍは、Ｎｉ，Ｃｏ，Ｍｎ等の遷移金属元素の少なくとも１
種を含み、他の金属元素または非金属元素をさらに含み得る。具体例としては、ＬｉＮｉ
Ｏ２、ＬｉＮｉ１／３Ｃｏ１／３Ｍｎ１／３Ｏ２等が挙げられる。
（２）次の一般式（Ｂ１）：Ｌｉ１＋αＭｎ２−ｘＭｘＯ４；で表される、典型的にはス
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ピネル構造のリチウム遷移金属酸化物。ここで、ｘは０≦ｘ＜２であり、典型的には０≦
ｘ≦１である。ｘが０より大きい場合、Ｍは、Ｍｎ以外の任意の金属元素または非金属元
素であり得る。Ｍが遷移金属元素の少なくとも１種を含む組成のものが好ましい。具体例
としては、ＬｉＭｎ２Ｏ４，ＬｉＮｉ０．５Ｍｎ１．５Ｏ４，ＬｉＣｒＭｎＯ４等が挙げ
られる。
（３）次の一般式（Ｃ１）：Ｌｉ２＋αＭＯ３；で表されるリチウム遷移金属酸化物。こ
こで、Ｍは、Ｍｎ，Ｆｅ，Ｃｏ等の遷移金属元素の少なくとも１種を含み、他の金属元素
または非金属元素をさらに含み得る。具体例としては、Ｌｉ２ＭｎＯ３，Ｌｉ２ＰｔＯ３
等が挙げられる。
（４）次の一般式（Ｄ１）：Ｌｉ１＋αＭＰＯ４；で表されるリチウム遷移金属化合物（

10

リン酸塩）。ここで、Ｍは、Ｍｎ，Ｆｅ，Ｎｉ，Ｃｏ等の遷移金属元素の少なくとも１種
を含み、他の金属元素または非金属元素をさらに含み得る。具体例としては、ＬｉＭｎＰ
Ｏ４，ＬｉＦｅＰＯ４等が挙げられる。
（５）次の一般式（Ｅ１）：Ｌｉ２＋αＭＰＯ４Ｆ；で表されるリチウム遷移金属化合物
（リン酸塩）。ここで、Ｍは、Ｍｎ，Ｎｉ，Ｃｏ等の遷移金属元素の少なくとも１種を含
み、他の金属元素または非金属元素をさらに含み得る。具体例としては、ＬｉＭｎＰＯ４
Ｆ等が挙げられる。
（６）Ｌｉ１＋αＭＯ２とＬｉ２＋αＭＯ３との固溶体。ここで、Ｌｉ１＋αＭＯ２は上
記（１）に記載の一般式（Ａ１）で表される組成を指し、Ｌｉ２＋αＭＯ３は上記（３）
に記載の一般式（Ｃ１）で表される組成を指す。具体例としては、０．５ＬｉＮｉＭｎＣ

20

ｏＯ２−０．５Ｌｉ２ＭｎＯ３で表される固溶体が挙げられる。
なお、上記（１）〜（６）中の各組成式におけるαは、０≦α≦０．５であり、典型的
には０≦α≦０．３（例えば０≦α≦０．２）が適当である。
【００２６】
ここに開示される技術の好ましい一態様に係るリチウム二次電池は、正極活物質として
、層状の結晶構造（典型的には、六方晶系に属する層状岩塩型構造）を有するリチウム遷
移金属酸化物を含む。例えば、正極活物質の９０質量％以上（例えば、実質的に１００質
量％）が上記層状リチウム遷移金属酸化物である構成を好ましく採用し得る。
【００２７】
上記層状リチウム遷移金属酸化物は、Ｎｉ，ＣｏおよびＭｎのうちの少なくとも１種を
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含むことが好ましい。好適例として、リチウムニッケル酸化物、リチウムコバルト酸化物
およびリチウムマンガン酸化物が挙げられる。ここで、リチウムニッケル酸化物とは、リ
チウム（Ｌｉ）とニッケル（Ｎｉ）と酸素とを構成元素として含む酸化物のほか、リチウ
ム、ニッケル、酸素以外に他の少なくとも１種の元素を、原子数換算でニッケルと同程度
またはニッケルよりも少ない割合で構成元素として含む酸化物をも包含する意味である。
上記ＬｉおよびＮｉ以外の金属元素は、例えば、Ｃｏ，Ｍｎ，Ｗ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｔｉ，Ｚ
ｒ，Ｎｂ，Ｖ，Ａｌ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｎａ，Ｆｅ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｓｉ，Ｇａ，Ｉｎ，Ｓｎ，
Ｌａ，Ｃｅ，ＢおよびＦ等から選択される１種または２種以上の元素であり得る。リチウ
ムコバルト酸化物およびリチウムマンガン酸化物についても同様の意味である。
【００２８】

40

ここに開示されるリチウム二次電池の正極滑物質としては、少なくともＮｉを含む組成
の層状リチウム遷移金属酸化物を含む正極活物質を好ましく採用し得る。例えば、リチウ
ム以外の金属元素の総量を１００モル％として、Ｎｉを１０モル％以上（より好ましくは
２０モル％以上）含有する層状リチウム遷移金属酸化物を含む正極滑物質が好ましい。
【００２９】
このようなＮｉ含有層状リチウム遷移金属酸化物の一好適例として、Ｎｉ，Ｃｏおよび
Ｍｎの全てを含む層状リチウム遷移金属酸化物（以下「ＬｉＮｉＣｏＭｎ酸化物」ともい
う。）が挙げられる。例えば、原子数基準で、Ｎｉ，ＣｏおよびＭｎの合計量を１として
、Ｎｉ，ＣｏおよびＭｎの量がいずれも０を超えて０．７以下（より好ましくは０．１を
超えて０．６以下、典型的には０．３を超えて０．５以下）であるＬｉＮｉＣｏＭｎ酸化
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物が好ましい。なかでも特に、Ｎｉ，ＣｏおよびＭｎの量が概ね同程度であるＬｉＮｉＣ
ｏＭｎ酸化物（例えばＬｉＮｉ１／３Ｃｏ１／３Ｍｎ１／３Ｏ２）が好ましい。
【００３０】
上記層状リチウム遷移金属酸化物は、Ｎｉ，ＣｏおよびＭｎの少なくとも１種の他に、
付加的な構成元素（添加元素）として、他の１種または２種以上の元素を含有し得る。か
かる付加的な元素の好適例として、Ｗ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｔｉ，Ｚｒ，Ｎｂ，Ｖ，Ａｌ，Ｍｇ
，Ｃａ，Ｎａ，Ｆｅ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｓｉ，Ｇａ，Ｉｎ，Ｓｎ，Ｌａ，Ｃｅ，ＢおよびＦが
例示される。例えば、上記添加元素として、Ｗ，ＣｒおよびＭｏから選択される少なくと
も１種の金属元素を含む組成の層状リチウム遷移金属酸化物（例えばＬｉＮｉＣｏＭｎ酸
化物）を好ましく採用し得る。このような添加元素の添加量は、層状リチウム遷移金属酸
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化物に含まれるリチウムおよび酸素以外の元素の総量を１００モル％として、例えばその
０．００１〜５モル％程度（典型的には０．００５〜１モル％程度）とすることができる
。特に、上記添加元素として少なくともＷを含む組成が好ましい。かかる層状リチウム遷
移金属酸化物を含む正極活物質を用いた電池は、反応抵抗が低減され、入出力特性に優れ
たものとなり得る。あるいは、上記のような添加元素を含まない層状リチウム遷移金属酸
化物であってもよい。
【００３１】
ここに開示される技術の他の好ましい一態様に係るリチウム二次電池は、正極活物質と
して、上記一般式（Ｂ１）で表される化合物を含む。例えば、正極活物質の９０質量％以
上（例えば、実質的に１００質量％）が上記一般式（Ｂ１）で表される化合物である構成

20

を好ましく採用し得る。
上記一般式（Ｂ１）で表される化合物の好適例として、該一般式（Ｂ１）におけるＭが
少なくともＮｉを含む化合物、例えば、次の一般式（Ｂ２）：ＬｉＮｉｐＭ１ｑＭｎ２−
ｐ−ｑＯ４；で表されるスピネル構造のリチウム遷移金属酸化物が挙げられる。ここで、

０＜ｐであり、０≦ｑであり、ｐ＋ｑ＜２（典型的にはｐ＋ｑ≦１）である。好ましい一
態様では、ｑ＝０であり、０．２≦ｐ≦０．６である。上記の含有割合（上記一般式（Ｂ
２）のｐで示す割合）のＮｉを含有させることによって、スピネル構造のＬｉＮｉＭｎ複
合酸化物（例えばＬｉＮｉ０．５Ｍｎ１．５Ｏ４）の充電終止時の正極電位を高電位化（
典型的には４．５Ｖ（対Ｌｉ／Ｌｉ＋）以上に高電位化）させることができ、５Ｖ級のリ
チウム二次電池を構築することが可能になる。上記一般式（Ｂ２）において、０＜ｑであ
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１

る場合、Ｍ

は、Ｎｉ，Ｍｎ以外の任意の金属元素または非金属元素（例えば、Ｆｅ，Ｃ

ｏ，Ｃｕ，Ｃｒ，ＺｎおよびＡｌから選択される１種または２種以上）であり得る。Ｍ１
が３価のＦｅおよびＣｏの少なくとも一方を含むことが好ましい。また、０＜ｑ≦０．３
であり、１≦２ｐ＋ｑであることが好ましい。
【００３２】
ここに開示される技術の一態様において、正極活物質として用いられるリチウム遷移金
属酸化物は、原子数基準で、該リチウム遷移金属酸化物に含まれるＬｉ以外の全ての金属
元素の合計量ｍＭａｌｌに対して過剰量のＬｉを含む組成であり得る。すなわち、１．０
０＜（ｍＬｉ／ｍＭａｌｌ）を満たす組成であり得る。このように、Ｍａｌｌに対してＬ
ｉを過剰に含む組成のリチウム遷移金属酸化物によると、より高性能な（例えば、出力性

40

能の良い）リチウム二次電池が実現され得る。好ましい一態様では（ｍＬｉ／ｍＭａｌｌ
）が１．０５以上であり、より好ましくは１．１０以上である（すなわち、１．１０≦（
ｍＬｉ／ｍＭａｌｌ））。ｍＬｉ／ｍＭａｌｌの上限は特に限定されない。通常は、ｍＬ
ｉ／ｍＭａｌｌが１．４以下（好ましくは１．３以下、例えば１．２以下）であることが

好ましい。
【００３３】
正極活物質の形状としては、通常、平均粒径１μｍ〜２０μｍ（例えば２μｍ〜１０μ
ｍ）程度の粒子状が好ましい。なお、本明細書中において「平均粒径」とは、特記しない
限り、レーザ散乱・回折法に基づく粒度分布測定装置に基づいて測定した粒度分布におけ
る積算値５０％での粒径、すなわち５０％体積平均粒子径を意味するものとする。
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【００３４】
導電材としては、カーボン粉末やカーボンファイバー等の導電性粉末材料が好ましく用
いられる。カーボン粉末としては、種々のカーボンブラック、例えばアセチレンブラック
、ファーネスブラック、ケッチェンブラック、グラファイト粉末が好ましい。また、炭素
繊維、金属繊維等の導電性繊維類、銅、ニッケル等の金属粉末類およびポリフェニレン誘
導体等の有機導電性材料等を、１種を単独でまたは２種以上の混合物として用いることが
できる。
【００３５】
結着剤としては、各種のポリマー材料が挙げられる。例えば、水系の組成物（活物質粒
子の分散媒として水または水を主成分とする混合溶媒を用いた組成物）を用いて正極活物

10

質層を形成する場合には、水溶性または水分散性のポリマー材料を結着剤として好ましく
採用し得る。水溶性または水分散性のポリマー材料としては、カルボキシメチルセルロー
ス（ＣＭＣ）等のセルロース系ポリマー；ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）；ポリテトラ
フルオロエチレン（ＰＴＦＥ）等のフッ素系樹脂；酢酸ビニル重合体；スチレンブタジエ
ンゴム（ＳＢＲ）、アクリル酸変性ＳＢＲ樹脂（ＳＢＲ系ラテックス）等のゴム類；が例
示される。あるいは、溶剤系の組成物（活物質粒子の分散媒が主として有機溶媒である組
成物）を用いて正極活物質層を形成する場合には、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、
ポリ塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ）等のハロゲン化ビニル樹脂；ポリエチレンオキサイド（
ＰＥＯ）等のポリアルキレンオキサイド；等のポリマー材料を用いることができる。この
ような結着剤は、１種を単独でまたは２種以上を組み合わせて用いることができる。なお
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、上記で例示したポリマー材料は、結着剤として用いられる他に、正極活物質層形成用組
成物の増粘剤その他の添加剤として使用されることもあり得る。
【００３６】
正極活物質層に占める正極活物質の割合は、凡そ５０質量％を超え、凡そ７０質量％〜
９７質量％（例えば７５質量％〜９５質量％）であることが好ましい。また、正極活物質
層に占める添加剤の割合は特に限定されないが、導電材の割合は、正極活物質１００質量
部に対して凡そ１質量部〜２０質量部（例えば２質量部〜１０質量部、典型的には３質量
部〜７質量部）とすることが好ましい。結着剤の割合は、正極活物質１００質量部に対し
て凡そ０．８質量部〜１０質量部（例えば１質量部〜７質量部、典型的には２質量部〜５
質量部）とすることが好ましい。
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【００３７】
上述したような正極の作製方法は特に限定されず、従来の方法を適宜採用することがで
きる。例えば以下の方法によって作製することができる。まず、正極活物質、必要に応じ
て導電材、結着剤等を適当な溶媒（水系溶媒、非水系溶媒またはこれらの混合溶媒）で混
合してペースト状またはスラリー状の正極活物質層形成用組成物を調製する。混合操作は
、例えば適当な混練機（プラネタリーミキサー、ホモディスパー、クレアミックス、フィ
ルミックス等）を用いて行うことができる。上記組成物を調製するために用いられる溶媒
としては、水系溶媒および非水系溶媒のいずれも使用可能である。水系溶媒は全体として
水性を示すものであればよく、水または水を主体とする混合溶媒を好ましく用いることが
できる。非水系溶媒の好適例としては、Ｎ−メチル−２−ピロリドン（ＮＭＰ）、メチル

40

エチルケトン、トルエン等が例示される。
【００３８】
こうして調製した上記組成物を正極集電体に塗付し、乾燥により溶媒を揮発させた後、
必要に応じて圧縮（プレス）する。正極集電体に上記組成物を塗付する方法としては、従
来公知の方法と同様の技法を適宜採用することができる。例えば、スリットコーター、ダ
イコーター、グラビアコーター、コンマコーター等の適当な塗付装置を使用することによ
り、正極集電体に該組成物を好適に塗付することができる。また、溶媒を乾燥するにあた
っては、自然乾燥、熱風、低湿風、真空、赤外線、遠赤外線および電子線を、単独でまた
は組み合わせて用いることにより良好に乾燥し得る。さらに、圧縮方法としては、従来公
知のロールプレス法、平板プレス法等の圧縮方法を採用することができる。厚さを調整す
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るにあたり、膜厚測定器で該厚さを測定し、プレス圧を調整して所望の厚さになるまで複
数回圧縮してもよい。このようにして正極活物質層が正極集電体上に形成された正極が得
られる。
【００３９】
正極集電体上への正極活物質層の単位面積当たりの目付量（正極活物質層形成用組成物
の固形分換算の塗付量）は特に限定されるものではないが、充分な導電経路（導電パス）
を確保する観点から、正極集電体の片面当たり３ｍｇ／ｃｍ２以上（例えば５ｍｇ／ｃｍ
２

以上、典型的には６ｍｇ／ｃｍ２以上）であり、４５ｍｇ／ｃｍ２以下（例えば２８ｍ

ｇ／ｃｍ２以下、典型的には１５ｍｇ／ｃｍ２以下）とすることが好ましい。
【００４０】

10

負極（典型的には負極シート）を構成する負極集電体としては、従来のリチウム二次電
池と同様に、導電性の良好な金属からなる導電性部材が好ましく用いられる。そのような
導電性部材としては、例えば銅または銅を主成分とする合金を用いることができる。負極
集電体の形状は、電池の形状等に応じて異なり得るため特に制限はなく、棒状、板状、シ
ート状、箔状、メッシュ状等の種々の形態であり得る。負極集電体の厚さも特に限定され
ず、例えば５μｍ〜３０μｍ程度とすることができる。
【００４１】
負極活物質層には、電荷担体となるＬｉイオンを吸蔵および放出可能な負極活物質が含
まれる。負極活物質の組成や形状に特に制限はなく、従来からリチウム二次電池に用いら
れる物質の１種または２種以上を使用することができる。そのような負極活物質としては
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、例えばリチウム二次電池で一般的に用いられる炭素材料が挙げられる。上記炭素材料の
代表例としては、グラファイトカーボン（黒鉛）、アモルファスカーボン等が挙げられる
。少なくとも一部にグラファイト構造（層状構造）を含む粒子状の炭素材料（カーボン粒
子）が好ましく用いられる。なかでも天然黒鉛を主成分とする炭素材料の使用が好ましい
。上記天然黒鉛は鱗片状の黒鉛を球形化したものであり得る。また、黒鉛の表面にアモル
ファスカーボンがコートされた炭素質粉末を用いてもよい。その他、負極活物質として、
チタン酸リチウム等の酸化物、ケイ素材料、スズ材料等の単体、合金、化合物、上記材料
を併用した複合材料を用いることも可能である。負極活物質として金属リチウムを用いて
もよい。負極活物質層に占める負極活物質の割合は、凡そ５０質量％を超え、凡そ９０質
量％〜９９質量％（例えば９５質量％〜９９質量％、典型的には９７質量％〜９９質量％
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）であることが好ましい。
【００４２】
負極活物質層は、負極活物質の他に、一般的なリチウム二次電池の負極活物質層に配合
され得る１種または２種以上の結着剤や増粘剤その他の添加剤を必要に応じて含有するこ
とができる。結着剤としては各種のポリマー材料が挙げられる。例えば、水系の組成物ま
たは溶剤系の組成物に対して、正極活物質層に含有され得るものを好ましく用いることが
できる。そのような結着剤は、結着剤として用いられる他に負極活物質層形成用組成物の
増粘材その他の添加剤として使用されることもあり得る。負極活物質層に占めるこれら添
加剤の割合は特に限定されないが、凡そ０．８質量％〜１０質量％（例えば凡そ１質量％
〜５質量％、典型的には１質量％〜３質量％）であることが好ましい。

40

【００４３】
負極の作製方法は特に限定されず、従来の方法を採用することができる。例えば以下の
方法によって作製することができる。まず、負極活物質を結着剤等とともに上記適当な溶
媒（水系溶媒、有機溶媒またはこれらの混合溶媒）で混合して、ペースト状またはスラリ
ー状の負極活物質層形成用組成物を調製する。こうして調製した上記組成物を負極集電体
に塗付し、乾燥により溶媒を揮発させた後、必要に応じて圧縮（プレス）する。このよう
に該組成物を用いて負極集電体上に負極活物質層を形成することができ、該負極活物質層
を備える負極を得ることができる。なお、混合、塗付、乾燥および圧縮方法は、上述の正
極の作製と同様の手段を採用することができる。
【００４４】
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負極集電体上への負極活物質層の単位面積当たりの目付量（負極活物質層形成用組成物
の固形分換算の塗付量）は特に限定されるものではないが、充分な導電経路（伝導パス）
を確保する観点から、負極集電体の片面当たり２ｍｇ／ｃｍ２以上（例えば３ｍｇ／ｃｍ
２

以上、典型的には４ｍｇ／ｃｍ２以上）であり、４０ｍｇ／ｃｍ２以下（例えば２２ｍ

ｇ／ｃｍ２以下、典型的には１０ｍｇ／ｃｍ２以下）とすることが好ましい。
【００４５】
ここに開示されるリチウム二次電池は、所定の環状シロキサンおよび／またはその反応
生成物が、少なくとも負極の表面（負極活物質粒子の表面であり得る。）に存在している
。上記環状シロキサンは、少なくとも１つのシロキシ基（−ＯＳｉ基）を側鎖に有するシ
ロキシ側鎖含有環状シロキサンである。ここで、環状シロキサンが「少なくとも１つのシ

10

ロキシ基を側鎖に有する」とは、シロキサン環を構成するケイ素原子（以下「環構成Ｓｉ
原子」ともいう。）のうち少なくとも１つが、シロキシ基を含む構造の側鎖（シロキシ側
鎖）を置換基として有することをいう。ここに開示される技術における環状シロキサンは
、典型的には、ジメチルシロキシ基（−Ｓｉ（ＣＨ３）２Ｈ）を含む構造のシロキシ側鎖
を少なくとも１つ有する。
【００４６】
かかる環状シロキサン（シロキシ側鎖含有環状シロキサン）は、環状構造と、その環か
ら延びるシロキシ側鎖とを備えた立体的な構造を有する。このように立体的な構造を有す
る環状シロキサンおよび／またはその反応生成物は、その立体効果により、負極表面にお
いてＳＥＩ膜の生成を効果的に阻害するように作用し得る。これにより、ＳＥＩ膜の過剰

20

な形成に起因する電池性能の低下が抑制され、例えば、充放電の繰返しに対する電池容量
の維持性（容量維持率）を向上させる効果が実現され得る。このような容量維持率向上効
果は、鎖状シロキサンや、側鎖がアルキル基のみである環状シロキサン（すなわち、シロ
キシ側鎖を有しない環状シロキサン）によっては実現されないことが、本発明者らによっ
て確認されている。そのメカニズムは不明だが、環状シロキサンであって且つシロキシ側
鎖を有することが、容量維持率の向上に重要な役割を果たしていると推察される。
【００４７】
なお、この明細書において「環状シロキサンおよび／またはその反応生成物」とは、上
記のとおり、上記環状シロキサンに由来する成分（典型的には析出物）を意味するもので
あり、環状シロキサンおよびその反応生成物の少なくとも一方を含むものとして解釈され
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得る。上記反応生成物は、例えば、上記環状シロキサンの還元分解物、該環状シロキサン
またはその還元分解物と非水溶媒との反応物、等であり得る。環状シロキサンに由来する
析出物の有無は、例えば電極表面から試料を採取し、ＩＣＰ（高周波誘導結合プラズマ）
発光分析等の公知の分析手段を適用することにより確認することが可能である。
【００４８】
上記環状シロキサンは、ＳｉとＯとが交互に連続した環（シロキサン環）を有する化合
物である。シロキサン環を構成する原子の数（ＳｉとＯとの合計数）は特に限定されない
が、被膜形成性等を考慮して、通常は４〜２０とすることが適当であり、４〜１２（例え
ば４〜１０、典型的には６または８）とすることが好ましい。
【００４９】

40

シロキシ側鎖の数は、１以上であれば特に限定されないが、より大きな立体効果を得る
という観点からは２以上が好ましく、３以上がより好ましい。シロキシ側鎖の数は、環構
成Ｓｉ原子の数の２倍以下とすることができ、通常は、環構成Ｓｉ原子の数の０．５倍以
上１．５倍以下とすることが適当である。例えば、全ての環構成Ｓｉ原子にそれぞれ１つ
のシロキシ側鎖が結合した構造の環状シロキサンを好ましく用いることができる。
【００５０】
ここに開示される技術におけるシロキシ側鎖は、少なくとも１つのシロキシ基を含む、
炭素原子数１〜１２（典型的には２〜１２、例えば２〜１０）の有機基であり得る。例え
ば、飽和または不飽和の炭化水素基、飽和または不飽和のフッ素置換炭化水素基、水素原
子、ハロゲン原子等がシロキシ基に結合した構造のシロキシ側鎖であり得る。上記炭化水
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素基の例としては、アルキル基、アルケニル基、ビニル基、アリル基、アリール基（例え
ばフェニル基）、アルキルアリール基等が挙げられる。上記フッ素置換炭化水素基は、上
記飽和または不飽和の炭化水素基における水素原子の一部または全部がフッ素に置き換え
られた構造の基であり得る。例えば、モノフルオロメチル基、ジフルオロメチル基、パー
フルオロメチル基等のフッ素化アルキル基であり得る。
１つのシロキシ側鎖に含まれるシロキシ基の数は、２以上（例えば２〜５程度）であっ
てもよいが、通常は１であることが好ましい。
【００５１】
シロキシ側鎖に含まれるシロキシ基は、他の構造部分（例えば、メチレン基等のアルキ
レン基や、オキシエチレン基等のオキシアルキレン基等）を介して環構成Ｓｉ原子に結合

10

していてもよく、環構成Ｓｉ原子に直接シロキシ基（−ＯＳｉ基）が結合していてもよい
。より大きな立体効果を得るという観点からは、環構成Ｓｉ原子にシロキシ基が直接結合
しているシロキシ側鎖を少なくとも１つ有する環状シロキサンが好ましい。
【００５２】
環構成Ｓｉ原子にシロキシ基が直接結合した構造におけるシロキシ側鎖の好適例として
、アルキルシロキシ基が挙げられる。例えば、次式：−ＯＳｉＲ３１Ｒ３２Ｒ３３；で表
されるアルキルシロキシ基が好ましい。ここで、Ｒ３１はアルキル基であり、好ましくは
炭素原子数１〜１２（より好ましくは１〜６、例えば１〜３）のアルキル基である。Ｒ３
２

およびＲ３３は、それぞれ独立に、水素原子およびアルキル基から選択される。このア

ルキル基の炭素原子数は、炭素原子数１〜１２であることが好ましく、より好ましくは１
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３２

〜６、例えば１〜３である。ここに開示される技術におけるシロキシ側鎖は、Ｒ
３３

ルキル基でありＲ

がア

が水素原子であるジアルキルシロキシ基であってもよく、Ｒ

３２

お

よびＲ３３がいずれもアルキル基であるトリアルキルシロキシ基であってもよく、Ｒ３２
およびＲ３３がいずれも水素原子であるモノアルキルシロキシ基であってもよい。立体効
果等の観点から、ジアルキルシロキシ基またはびトリアルキルシロキシ基が好ましい。ま
た、被膜形成性等の観点から、ジアルキルシロキシ基が特に好ましい。
【００５３】
ジアルキルシロキシ基の好適例として、次式：−ＯＳｉＲ４１Ｒ４２Ｈ；で表されるジ
アルキルシロキシ基が挙げられる。Ｒ４１およびＲ４２は、それぞれ独立に、炭素原子数
１〜１２（好ましくは１〜６、より好ましくは１〜３）のアルキル基であり得る。具体例
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としては、ジメチルシロキシ基、ジエチルシロキシ基、ジ−（ｎ−プロピル）シロキシ基
、ジ−（イソプロピル）シロキシ基、ジブチルシロキシ基、ジペンチルシロキシ基、ジヘ
プチルシロキシ基、ジシクロヘキシルシロキシ基、メチルエチルシロキシ基、メチルプロ
ピルシロキシ基、メチルブチルシロキシ基、エチルプロピルシロキシ基、エチルブチルシ
ロキシ基、プロピルブチルシロキシ基等が挙げられる。通常は、Ｒ４１とＲ４２とが同じ
基であるジアルキルシロキシ基が好ましい。
【００５４】
ここで開示される環状シロキサンの好適例として、式（１）：
【化２】
40

で表されるシロキシ側鎖含有環状シロキサンが挙げられる。ここで、Ｒ１およびＲ２は、
同じかまたは異なり、それぞれ水素原子および炭素原子数１〜１２の有機基から選択され
、Ｒ１およびＲ２の少なくとも一方はジメチルシロキシ基を含む。ｎは３〜１０の整数で
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ある。
【００５５】
上記式（１）中、Ｒ１およびＲ２のうちジメチルシロキシ基以外の基は、それぞれ独立
に、水素原子および炭素原子数１〜１２の有機基から選択され得る。上記有機基としては
、例えば、メチル基、エチル基、ｎ−プロピル基、イソプロピル基、ｎ−ブチル基、イソ
ブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔ−ブチル基、ｎ−ペンチル基、１−メチルブチル基、２
−メチルブチル基、３−メチルブチル基、１−メチル−２−メチルプロピル基、２，２−
ジメチルプロピル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基等の鎖
状アルキル基；シクロヘキシル基、ノルボルナニル基等の環状アルキル基；ビニル基、１
−プロペニル基、アリル基、ブテニル基、１，３−ブタジエニル基等のアルケニル基；エ
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チニル基、プロピニル基、ブチニル基等のアルキニル基；トリフルオロプロピル基等のハ
ロゲン化アルキル基；３−ピロリジノプロピル基等の飽和複素環基を有するアルキル基；
アルキル基を有していてもよいフェニル基等のアリール基；フェニルメチル基、フェニル
エチル基等のアラルキル基；トリメチルシリル基等のトリアルキルシリル基；トリメチル
シロキシ基等のトリアルキルシロキシ基等が挙げられる。
【００５６】
シロキシ側鎖含有環状シロキサンによる作用を好適に発現させる観点から、上記ジメチ
ルシロキシ基以外の基は、水素原子または炭素原子数１〜１０（例えば１〜６）の有機基
であることが好ましい。好適例として、水素原子、炭素原子数１〜１０のアルキル基、炭
素原子数２〜４のアルケニル基、炭素原子数６〜８のアリール基等が挙げられる。負極へ

20

の供給容易性等の観点から、例えば、水素原子または炭素原子数１〜４のアルキル基（メ
チル基、エチル基、イソブチル基等）であることが好ましい。
【００５７】
また、上記式（１）中、Ｒ１およびＲ２の少なくとも一方はジメチルシロキシ基を含む
。好ましくは、Ｒ１およびＲ２の少なくとも一方（典型的にはＲ１およびＲ２の一方のみ
）の全部がジメチルシロキシ基である。
【００５８】
上記式（１）中のｎは３〜１０の整数である。容量維持率向上効果の観点から、ｎは好
ましくは３〜６の整数であり、より好ましくは３〜５の整数であり、特に好ましくは３ま
たは４（例えば４）である。
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【００５９】
上述のジメチルシロキシ基を側鎖に有する環状シロキサンの具体例としては、ジメチル
シロキシ側鎖含有シクロトリシロキサン、ジメチルシロキシ側鎖含有シクロテトラシロキ
サン、ジメチルシロキシ側鎖含有シクロペンタシロキサン、ジメチルシロキシ側鎖含有シ
クロヘキサシロキサン、ジメチルシロキシ側鎖含有シクロヘプタシロキサン、ジメチルシ
ロキシ側鎖含有シクロオクタシロキサン、ジメチルシロキシ側鎖含有シクロノナシロキサ
ン、ジメチルシロキシ側鎖含有シクロデカシロキサンが挙げられる。なかでも、容量維持
率向上の観点から、ジメチルシロキシ側鎖含有シクロトリシロキサン、ジメチルシロキシ
側鎖含有シクロテトラシロキサン、ジメチルシロキシ側鎖含有シクロペンタシロキサン、
ジメチルシロキシ側鎖含有シクロヘキサシロキサンが好ましく、ジメチルシロキシ側鎖含
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有シクロテトラシロキサンが特に好ましい。
【００６０】
化合物の合成容易性や入手容易性等の観点から、上記式（１）におけるＲ１およびＲ２
の少なくとも一方が１種類に固定された環状シロキサンが有利である。このような環状シ
ロキサンの具体例としては、２，４，６，８−テトライソブチル−２，４，６，８−テト
ラ（ジメチルシロキシ）シクロテトラシロキサン等のように、Ｒ１が１種類のアルキル基
であり、Ｒ２が１種類のシロキシ基である環状シロキサン；２，４−ジメチル−６，８−
ジエチル−２，４，６，８−テトラ（ジメチルシロキシ）シクロテトラシロキサン等のよ
うに、Ｒ２が１種類のシロキシ基であって、Ｒ１が２種類のアルキル基を約半数づつ含む
環状シロキサン；２，４，６，８−テトライソブチル−２−メチル−４，６，８−トリ（
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ジメチルシロキシ）シクロテトラシロキサン等のように、Ｒ１が１種類のアルキル基であ
ってＲ２の少なくとも１つがシロキシ基である環状シロキサン；等が挙げられる。Ｒ１お
よびＲ２の両方がそれぞれ１種類に固定された環状シロキサンを好ましく使用し得る。
【００６１】
正極と負極とを隔てるように配置されるセパレータ（セパレータシート）は、正極活物
質層と負極活物質層とを絶縁するとともに、電解質の移動を許容する部材であればよい。
セパレータの好適例としては、多孔質ポリオレフィン系樹脂で構成されたものが挙げられ
る。例えば、厚さ５μｍ〜３０μｍ程度の合成樹脂製（例えばポリエチレン、ポリプロピ
レン、またはこれらを組み合わせた二層以上の構造を有するポリオレフィン製）多孔質セ
パレータシートを好適に使用し得る。このセパレータシートには耐熱層が設けられていて

10

もよい。なお、液状の電解質に代えて、例えば上記電解質にポリマーが添加されたような
固体状（ゲル状）電解質を使用する場合には、電解質自体がセパレータとして機能し得る
ため、セパレータが不要になることがあり得る。
【００６２】
リチウム二次電池に注入される非水電解質（典型的には、２５℃程度の室温において液
状を呈する電解質、すなわち電解液）は、少なくとも非水溶媒と支持塩とを含み得る。典
型例としては、適当な非水溶媒に支持塩を含有させた組成を有する電解液が挙げられる。
上記非水溶媒としては、一般的なリチウム二次電池の電解液と同様、各種のカーボネート
類、エーテル類、エステル類、ニトリル類、スルホン類、ラクトン類等を用いることがで
きる。上記カーボネート類とは、環状カーボネートおよび鎖状カーボネートを包含する意

20

味である。また、上記エーテル類とは、環状エーテルおよび鎖状エーテルを包含する意味
である。非水溶媒として使用し得る化合物の具体例としては、エチレンカーボネート（Ｅ
Ｃ）、プロピレンカーボネート（ＰＣ）、ジエチルカーボネート（ＤＥＣ）、ジメチルカ
ーボネート（ＤＭＣ）、エチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）、ビニレンカーボネート（
ＶＣ）、１，２−ジメトキシエタン、１，２−ジエトキシエタン、テトラヒドロフラン、
２−メチルテトラヒドロフラン、ジオキサン、１，３−ジオキソラン、ジエチレングリコ
ールジメチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、アセトニトリル、プロピ
オニトリル、ニトロメタン、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ス
ルホラン、γ−ブチロラクトン、これらのフッ素化物等が例示される。これらは、１種を
単独で、または２種以上を混合して用いることができる。

30

【００６３】
ここに開示される技術における非水溶媒の好適例として、カーボネート類を主体とする
非水溶媒が挙げられる。例えば、非水溶媒として１種または２種以上のカーボネート類を
含み、それらカーボネート類の合計質量が非水溶媒全体の質量の６０質量％以上（より好
ましくは７５質量％以上、さらに好ましくは９０質量％以上であり、実質的に１００質量
％であってもよい。）を占める非水電解液を好ましく採用し得る。好ましい具体例として
、ＥＣとＥＭＣとの混合溶媒や、ＥＣ、ＤＭＣおよびＥＭＣの混合溶媒等が挙げられる。
【００６４】
ここに開示される技術における非水溶媒の他の好適例として、１種または２種以上のフ
ッ素化カーボネート（例えば、上述のようなカーボネート類のフッ素化物）を含有する非
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水溶媒が挙げられる。フッ素化環状カーボネートおよびフッ素化鎖状カーボネートのいず
れも好ましく使用可能である。通常は、１分子内に１個のカーボネート構造を有するフッ
素化カーボネートの使用が好ましい。フッ素化カーボネートのフッ素置換率は、通常、１
０％以上が適当であり、例えば２０％以上（典型的には２０％以上１００％以下、例えば
２０％以上８０％以下）であり得る。
【００６５】
上記支持塩としては、例えばＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＡｓＦ６、
ＬｉＣＦ３ＳＯ３、ＬｉＣ４Ｆ９ＳＯ３、ＬｉＮ（ＣＦ３ＳＯ２）２、ＬｉＣ（ＣＦ３Ｓ
Ｏ２）３、ＬｉＩ等のリチウム化合物（リチウム塩）の１種または２種以上を用いること
ができる。なお、支持塩の濃度は特に限定されないが、凡そ０．１ｍｏｌ／Ｌ〜５ｍｏｌ
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／Ｌ（例えば０．５ｍｏｌ／Ｌ〜３ｍｏｌ／Ｌ、典型的には０．８ｍｏｌ／Ｌ〜１．５ｍ
ｏｌ／Ｌ）の濃度とすることができる。
【００６６】
非水電解質は、本発明の目的を大きく損なわない限度で、必要に応じて任意の添加剤を
含んでもよい。上記添加剤は、例えば、電池の出力性能の向上、保存性の向上（保存中に
おける容量低下の抑制等）、サイクル特性の向上、初期充放電効率の向上等の１または２
以上の目的で使用され得る。好ましい添加剤の例として、フルオロリン酸塩（好ましくは
ジフルオロリン酸塩。例えば、ＬｉＰＯ２Ｆ２で表されるジフルオロリン酸リチウム）や
、リチウムビスオキサレートボレート（ＬｉＢＯＢ）等が挙げられる。また、例えば、過
充電対策で用いられ得るシクロヘキシルベンゼン、ビフェニル等の添加剤が使用されてい

10

てもよい。
【００６７】
次に、リチウム二次電池の製造方法について説明する。この二次電池の製造方法は、正
極と負極とを用意することと、少なくとも上記負極に上記環状シロキサンを供給すること
とを包含する。上記製造方法は、その他にも、例えば、正極を構築すること、負極を構築
すること、上記正極および上記負極を用いてリチウム二次電池を構築すること等の工程を
包含し得るが、これらについては、上述の説明および従来から用いられている手法を適宜
採用して行うことができるので、ここでは特に説明しない。
【００６８】
ここで開示される製造方法は、少なくとも上記負極にシロキシ側鎖含有環状シロキサン

20

を供給することを包含する。負極に供給されたシロキシ側鎖含有環状シロキサンは、その
少なくとも一部がシロキシ側鎖含有環状シロキサンおよび／またはその反応生成物として
負極表面に存在し（例えば、吸着、堆積、析出等により負極に付着し）、該負極表面にお
いてＳＥＩ膜の生成を抑制するように作用し得る。上記シロキシ側鎖含有環状シロキサン
としては、上述のものを好ましく用いることができる。なお、上記シロキシ側鎖含有環状
シロキサンは、少なくとも負極に供給されればよく、正極等の負極以外の電池構成要素に
も供給されてもよい。
【００６９】
好ましい一態様に係る製造方法では、上記シロキシ側鎖含有環状シロキサンを、非水電
解質を通じて負極に供給する。例えば、上記シロキシ側鎖含有環状シロキサンを含む非水
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電解質を用意（調製）し、その非水電解質を正極および負極と接触するように配置してリ
チウム二次電池を構築するとよい。この供給方法によると、負極表面の各部にシロキシ側
鎖含有環状シロキサンを的確に供給することができる。
【００７０】
シロキシ側鎖含有環状シロキサンを含む非水電解質を用いる場合、該非水電解質におけ
るシロキシ側鎖含有環状シロキサンの含有率（質量％）は特に限定されない。充分な容量
維持率向上効果を得る観点から、通常は、０．００５質量％以上（例えば０．０１質量％
以上、典型的には０．０５質量％以上）であることが好ましい。また、過剰添加による電
池特性の低下（例えば抵抗上昇）を抑制する観点から、上記含有率を２５質量％未満（よ
り好ましくは２０質量％以下、例えば１５質量％以下）とすることが好ましい。シロキシ
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側鎖含有環状シロキサンの含有率が高すぎると、容量維持率向上作用よりも過剰添加によ
るデメリットが上回り、所望の効果が得られなくなることがあり得る。また、容量維持率
の向上効果と材料コストとの兼ね合いから、非水電解質におけるシロキシ側鎖含有環状シ
ロキサンの含有率は、例えば１０質量％以下とすることができ、５質量％以下であっても
よく、さらには１質量％以下であってもよい。
【００７１】
なお、負極への上記シロキシ側鎖含有環状シロキサンの供給方法は、上記のような非水
電解質への含有に限定されない。例えば、適当な液状媒体（典型的には水または有機溶媒
）にシロキシ側鎖含有環状シロキサンを溶解または分散させた液体を負極の表面に塗付し
、必要に応じて乾燥させる方法が挙げられる。あるいは、負極活物質層形成用組成物に上
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記シロキシ側鎖含有環状シロキサンを含有させてもよい。
【００７２】
上述のように、ここで開示されるリチウム二次電池は容量維持率が向上しているので、
各種用途の二次電池として利用可能である。例えば、図５に示すように、リチウム二次電
池１００は、自動車等の車両１に搭載され、車両１を駆動するモータ等の駆動源用の電源
として好適に利用することができる。したがって、本発明は、上記リチウム二次電池（典
型的には、複数個のリチウム二次電池を直列に接続してなる組電池）１００を電源として
備える車両（典型的には自動車、特にハイブリッド自動車（ＨＶ）、プラグインハイブリ
ッド自動車（ＰＨＶ）、電気自動車（ＥＶ）、燃料電池自動車のような電動機を備える自
10

動車）１を提供することができる。
【００７３】
次に、本発明に関するいくつかの実施例を説明するが、本発明を実施例に示すものに限
定することを意図したものではない。なお、以下の説明において「部」および「％」は、
特に断りがない限り質量基準である。
【００７４】
以下の実験では、次のシロキサン化合物を使用した。
［シロキシ側鎖含有環状シロキサン］
化合物（ａ１）：下記式（２）におけるＲ１１，Ｒ１２，Ｒ１３およびＲ１４がいずれ
もイソブチル基（−ＣＨ（ＣＨ３）２）である環状シロキサン（２，４，６，８−テトラ
イソブチル−２，４，６，８−テトラ（ジメチルシロキシ）シクロテトラシロキサン）
１１

化合物（ａ２）：下記式（２）におけるＲ

１２

，Ｒ

１３

20

，Ｒ

１４

およびＲ

がいずれ

もメチル基（−ＣＨ３）である環状シロキサン
化合物（ａ３）：下記式（２）におけるＲ１１，Ｒ１２，Ｒ１３およびＲ１４がいずれ
もエチル基（−ＣＨ２ＣＨ３）である環状シロキサン
化合物（ａ４）：下記式（２）におけるＲ１１，Ｒ１２，Ｒ１３およびＲ１４がいずれ
もｎ−ノニル基（−（ＣＨ２）８ＣＨ３）である環状シロキサン
化合物（ａ５）：下記式（２）におけるＲ１１，Ｒ１２，Ｒ１３およびＲ１４がいずれ
もアリル基（−ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２）である環状シロキサン
化合物（ａ６）：下記式（２）におけるＲ１１，Ｒ１２，Ｒ１３およびＲ１４がいずれ
30

もフェニル基（−Ｃ６Ｈ５）である環状シロキサン
１１

化合物（ａ７）：下記式（２）におけるＲ

１２

，Ｒ

１３

，Ｒ

およびＲ

１４

がいずれ

もビニル基（−ＣＨ＝ＣＨ２）である環状シロキサン
化合物（ａ８）：下記式（２）におけるＲ１１，Ｒ１２，Ｒ１３およびＲ１４がいずれ
も水素原子（Ｈ）である環状シロキサン
化合物（ａ９）：下記式（２）におけるＲ１１，Ｒ１２，Ｒ１３およびＲ１４のうち２
つがメチル基であり、他の２つがエチル基である環状シロキサン
【００７５】
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【化３】

10

【００７６】
［シロキシ基不含有環状シロキサン］
化合物（ｂ１）：ヘキサメチルシクロトリシロキサン
［鎖状シロキサン］
化合物（ｃ１）：ヘキサメチルジシロキサン

20

【００７７】
＜実験例１＞
［コインセルの作製］
ステンレス鋼を作用極、金属リチウムを対極とし、これらをセパレータおよび非水電解
液とともにステンレス製容器に組み込んで、直径２０ｍｍ、厚さ３．２ｍｍ（２０３２型
）のコインセル（性能評価用のハーフセル）Ａ１〜Ａ７を構築した。セパレータとしては
多孔質ポリオレフィンシートを使用した。非水電解液としては、エチレンカーボネート（
ＥＣ）とエチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）との３：７（質量比）混合溶媒中に支持塩
として約１ｍｏｌ/ＬのＬｉＰＦ６を含む基本組成の電解液に、シロキサン化合物として
の化合物（ａ１）を配合して、該化合物（ａ１）の含有率がそれぞれ表１に示す値（質量

30

％）となるように調製したものをそれぞれ使用した。例えば、セルＡ３の構築には、上記
基本組成の電解液と化合物（ａ１）とを８５：１５の質量比で混合して調製した電解液（
化合物（ａ１）の含有率が１５質量％である電解液）を使用した。なお、セルＡ５の構築
には上記基本組成の電解液をそのまま使用した。
【００７８】
［５０サイクル後容量維持率］
セルＡ１〜Ａ７に対して、温度６０℃にて、０．５ｍＡ／ｃｍ２の電流密度で、カット
電圧−２．０Ｖ〜１．５Ｖ（Ｅ／Ｖ

ｖｓ．（Ｌｉ＋／Ｌｉ））の範囲で５０サイクルの

充放電を行った。そして、１サイクル目の充電容量（リチウムイオンをステンレス鋼にＬ
ｉ金属として充電した充電容量）を１００％として、５０サイクル目の充電容量の維持率
（％）を求めた。得られた結果を表１および図４に示す。
【００７９】
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【表１】

10

【００８０】
＜実験例２＞
上記基本組成の電解液と化合物（ａ２）〜（ａ９）とをそれぞれ８５：１５の質量比で
混合して調製した電解液（すなわち、各シロキサン化合物を１５質量％の含有率で含む電
解液）を用いた点以外は実験例１と同様にして、コインセルＢ１〜Ｂ８を構築した。また
、上記基本組成の電解液と化合物（ｂ１）および（ｃ１）とをそれぞれ８５：１５の質量
比で混合して調製した電解液を用いた点以外は実験例１と同様にして、コインセルＢ９お
よびＢ１０を構築した。
【００８１】
セルＢ１〜Ｂ１０に対して、上記の５０サイクル後容量維持率測定試験と同内容の試験
を行った。得られた結果を表２に示す。表２には、実験例１において得られたセルＡ３お
よびＡ５の容量維持率測定試験結果を併せて示している。
【００８２】
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【表２】
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【００８３】
表１および表２に示されるように、シロキシ側鎖含有環状シロキサンを含まない基本組
成の電解液を用いたセルＡ５の容量維持率に比べて、シロキシ側鎖を有する環状シロキサ
ンである化合物（ａ１）〜（ａ９）を含む電解液を用いたセルＡ１〜Ａ４およびセルＢ１
〜Ｂ８では、いずれも、５０サイクル後の容量維持率が２倍以上に向上した。この結果か
ら、シロキシ側鎖含有環状シロキサン（ここでは、４つのジメチルシロキシ側鎖を有する
シクロテトラシロキサン）を含む電解液の使用により、リチウム二次電池の容量維持率を
大幅に向上させ得ることがわかる。これは、シロキシ側鎖含有環状シロキサンの使用によ
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り負極（ここでは、対極としての金属リチウム極）上においてＳＥＩ膜の形成が抑制され
、これにより負極へのリチウムイオンの吸蔵抵抗が低く維持されたことや、ＳＥＩ膜に取
り込まれて固定されるリチウムイオンの量が抑制されたことにより得られた効果であると
推察される。したがって、これらのセルにおいてシロキシ側鎖含有環状シロキサンにより
得られた容量維持率向上効果は、例えば、一般的な構成のリチウムイオン二次電池（例え
ば、ＬｉＮｉＣｏＭｎ酸化物等のリチウム遷移金属酸化物を正極活物質として含む正極と
、炭素材料を負極活物質として含む負極とを備えるリチウムイオン二次電池）においても
同様に発揮され得ることが理解される。
【００８４】
本実験例に係るコインセルの構成では、少なくとも化合物（ａ１）の含有率が２０質量
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％以下の範囲において、上記のように容量維持率を大幅に向上させる効果が確認された。
また、化合物（ａ１）の含有率が０．１質量％であっても充分な容量維持率向上効果が発
揮された。また、Ｒ１１〜Ｒ１４が炭素原子数１〜１０の炭化水素基である場合（例えば
、アルキル基、アルケニル基、アリール基、）および水素原子である場合のいずれにおい
ても上記の容量維持率効果が得られた。
【００８５】
これに対して、シロキシ側鎖を有しない環状シロキサンである化合物（ｂ１）を用いた
セルＢ９では、セルＡ５に対する容量維持率向上効果は認められなかった。また、鎖状シ
ロキサンを用いたセルＢ１０では、セルＡ５に対する容量維持率向上効果が認められない
か、むしろ容量維持率が低下する傾向にあった。この結果は、シロキシ側鎖環状シロキサ
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ンの立体効果が容量維持率の向上に重要な役割を果たすことを裏付けるものである。
【００８６】
以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、特許請求の範囲を
限定するものではない。ここで開示される発明には上述の具体例を様々に変形、変更した
ものが含まれ得る。
【符号の説明】
【００８７】
１

自動車（車両）

１０

電池ケース

１２

開口部

１４

蓋体

２０

捲回電極体

２５

非水電解質（非水電解液）

３０

正極（正極シート）

３２

正極集電体

３４

正極活物質層

３５

正極集電体積層部

３６

正極活物質層非形成部

３７

内部正極端子

３８

外部正極端子

４０

負極（負極シート）

４２

負極集電体

４４

負極活物質層

４５

負極集電体積層部

４６

負極活物質層非形成部

４７

内部負極端子

４８

外部負極端子

５０Ａ，５０Ｂ
１００

10

セパレータ（セパレータシート）

リチウム二次電池

20
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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