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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
硫黄基材表面に導電性高分子からなる被覆層が形成され、該導電性高分子からなる被覆層
上にイオン性高分子からなる被覆層が形成されたことを特徴とする硫黄複合体。
【請求項２】
イオン性高分子が、アニオン性高分子であることを特徴とする請求項１記載の硫黄複合体
。
【請求項３】
硫黄基材の形状が、粒子状又は繊維状であることを特徴とする請求項１又は２記載の硫黄
複合体。
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【請求項４】
導電性高分子が、ポリチオフェン又はその誘導体であることを特徴とする請求項１〜３の
いずれか記載の硫黄複合体。
【請求項５】
アニオン性高分子が、ポリスチレンスルホン酸若しくはその誘導体又はそれらの塩である
ことを特徴とする請求項２〜４のいずれか記載の硫黄複合体。
【請求項６】
請求項１〜５のいずれか記載の硫黄複合体とバインダーが含まれる正極活物質層と、集電
体とを備えたことを特徴とする正極。
【請求項７】

20

(2)

JP 6195153 B2 2017.9.13

請求項６記載の正極、電解質、負極を備えたことを特徴とする二次電池。
【請求項８】
硫黄基材の表面でモノマーを重合させることにより、硫黄基材の表面に導電性高分子から
なる被覆層を形成した後、前記硫黄基材をイオン性高分子溶液に浸漬し、乾燥させて、前
記導電性高分子からなる被覆層上にイオン性高分子からなる被覆層を形成することを特徴
とする硫黄複合体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、硫黄基材表面に導電性高分子からなる被覆層と、該被覆層の上にさらにイオ
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ン性高分子からなる被覆層が形成された硫黄複合体や、該硫黄複合体を含む正極や二次電
池に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、携帯電子機器や電気自動車の急速な普及に伴い、高容量で繰り返し充放電可能な
二次電池の開発が盛んに行われている。なかでもリチウム電池が、軽量で高出力が期待さ
れることから特に注目されている。現在、リチウム電池としては、正極にＬｉＣｏＯ２、
ＬｉＭｎ２Ｏ４、ＬｉＦｅＰＯ４等が、負極にカーボン、リチウム等が用いられているケ
ースが多い。しかし、負極にカーボンやリチウムを用いた場合、カーボンの容量が３００
〜３７０Ａｈ／ｋｇ、リチウムの容量が３８３０Ａｈ／ｋｇであるのに対し、正極に用い
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るＬｉＣｏＯ２やＬｉＭｎ２Ｏ４の容量は１１０〜１４０Ａｈ／ｋｇ程度、ＬｉＦｅＰＯ
４の容量は１５０〜１７０Ａｈ／ｋｇ程度と、正極材料の容量が小さいため、高容量の正

極材料の開発が望まれている。
【０００３】
硫黄は、Ｌｉ２Ｓまでリチウムと完全に反応する場合、２６００Ｗｈ／ｋｇの理論エネ
ルギー密度と１６７２Ａｈ／ｋｇという理論的に高い容量を有する高エネルギー密度の正
極材料である。さらに、硫黄は毒性が低く、資源も豊富であるため安価であるという利点
もある。そのため、正極材料として、硫黄が着目されている。
【０００４】
しかしながら、硫黄は反応性に乏しく、また絶縁体であるため、正極材料に用いるため
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には、硫黄の活性を高め、更に導電性を付与する必要がある。そこで、これらの問題点を
補うための開発がなされている。例えば、金属ナトリウムを負極材料とし、硫黄を正極材
料とする二次電池として、硫黄の活性を高めるために、作動温度を３００℃以上とする提
案がなされている。また、このような高温下での作動を改良するナトリウム／硫黄電池と
して、硫黄と導電剤である炭素とポリエチレンオキサイドとの混合物を正極に、ナトリウ
ムやナトリウム含有炭素等を負極に、ナトリウム塩を含むグリミド（grymid）溶液を電解
液に用いた常温作動のナトリウム／硫黄電池が提案されている（特許文献１）。
【０００５】
また、硫黄と炭素を単に混合する代わりに、硫黄粒子の表面に炭素粒子を機械的に付着
させる方法が提案され、この炭素粒子付着硫黄粒子を正極に、リチウムを負極に用いたリ
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チウム／硫黄電池が提案されている（特許文献２、３）。
【０００６】
しかし、３００℃もの高温下で作動する電池では、装置の大型化が必要となり、作動の
安定性にも欠ける。また、電池を常温で作動させるために、硫黄と炭素を混合したり硫黄
に炭素を機械的に付着させたりしても、硫黄への導電性や反応性の付与は十分ではなかっ
た。さらに、硫黄を正極材料として用いた二次電池では、充放電の繰り返しにより容量が
低下するとの問題があった。
【０００７】
これらの問題点を改善するために、本発明者らは、繊維状の硫黄に導電性ポリマーを被
覆した複合体を開発し、これを正極材料として用いる提案を行っている（特許文献４）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特表２００７−５２２６３３号公報
【特許文献２】特開２００４−１１９３６７号公報
【特許文献３】特開２００６−９２８８５号公報
【特許文献４】特開２０１１−２２２３８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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硫黄は、理論的には高い電気容量を得られるため、正極材料としての開発が望まれてい
るが、高容量であり長期間安定的に常温で作用する硫黄を用いた正極材料は、いまだ開発
されていない。硫黄と炭素を用いる従来の技術では、絶縁体であり反応性の低い硫黄に十
分な導電性や反応性を付与することができなかった。さらに、硫黄粒子の表面に炭素粒子
を付着させても、充放電時に正極で生じる硫黄化合物の電解液中への溶出を防止すること
はできなかった。また、電池の容量は、正極に含まれる活物質の量が多いほど大きくなる
ため、硫黄高含有の正極が望まれているが、絶縁性の硫黄を用いるには炭素等の導電剤を
多量に配合する必要があり、正極中の硫黄の含有量を高めることができなかった。
【００１０】
本発明の課題は、これらの問題点を解決し、正極材料として好適な、導電性や反応性が
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高く、充放電時に生じる硫黄化合物の電解液中への溶出を防止でき、正極中の硫黄の含有
量を増加させることのできる硫黄材料や、該硫黄材料を用いた高容量であり充放電による
容量低下の少ない長期間安定的に常温で作用する正極や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】
【００１１】
本発明者らは、硫黄を用いて、高容量であり長期間安定的に常温で作用する正極材料を
開発するために、硫黄と炭素を混合して用いる方法、硫黄粒子の表面に炭素粒子を付着さ
せる方法等の検討を行った。しかし、これらの従来の方法の改良では、ある程度導電性の
向上は見られるものの、十分な導電性や反応性は得られなかった。さらに、使用時に出力
の低下がみられたので、その原因を調べたところ、硫黄の還元反応時に生成する硫黄化合
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物が電解液中へ溶出していることがわかった。硫黄と炭素を単に混合する方法では、硫黄
表面の改質はできず、硫黄粒子の表面に炭素粒子を付着させる方法でも、付着した炭素粒
子と炭素粒子の間に間隙が存在し、硫黄化合物の電解液への溶出を防止することができな
かった。そこで、硫黄の表面を被覆することに着目し、被覆に用いる物質、被覆方法の検
討を開始した。検討過程で、硫黄の表面でモノマーを重合させて導電性ポリマーを合成し
、硫黄を導電性ポリマーで被覆した複合体を開発したところ（特許文献４）、導電性ポリ
マーの被覆により硫黄の導電性や反応性を高めることができることはわかったが、導電性
ポリマーの被覆では、生成する硫黄化合物の電解液中への溶出を抑える効果は低かった。
本発明者らは、更に検討を進めた結果、導電性高分子とイオン性高分子を組み合わせて硫
黄を被覆することにより、両高分子が相乗的に作用し、従来に比べて高い導電性や反応性
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を硫黄に付与することができ、加えて、硫黄の還元反応時に生成する硫黄化合物の電解液
中への溶出防止効果に優れた硫黄材料が得られることを見いだした。以上の知見に基づき
、本発明は完成するに至ったものである。
【００１２】
すなわち、本発明は以下に関する。
（１）硫黄基材表面に導電性高分子からなる被覆層が形成され、該導電性高分子からなる
被覆層上にイオン性高分子からなる被覆層が形成されたことを特徴とする硫黄複合体。
（２）イオン性高分子が、アニオン性高分子であることを特徴とする上記（１）記載の硫
黄複合体。
（３）硫黄基材の形状が、粒子状又は繊維状であることを特徴とする上記（１）又は（２
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）記載の硫黄複合体。
（４）導電性高分子が、ポリチオフェン又はその誘導体であることを特徴とする上記（１
）〜（３）のいずれか記載の硫黄複合体。
（５）アニオン性高分子が、ポリスチレンスルホン酸若しくはその誘導体又はそれらの塩
であることを特徴とする上記（２）〜（４）のいずれか記載の硫黄複合体。
（６）上記（１）〜（５）のいずれか記載の硫黄複合体が含まれる正極活物質層と、集電
体とを備えたことを特徴とする正極。
（７）上記（６）記載の正極、電解質、負極を備えたことを特徴とする二次電池。
（８）硫黄基材の表面でモノマーを重合させることにより、硫黄基材の表面に導電性高分
子からなる被覆層を形成した後、前記硫黄基材をイオン性高分子溶液に浸漬し、乾燥させ
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て、前記導電性高分子からなる被覆層上にイオン性高分子からなる被覆層を形成すること
を特徴とする硫黄複合体の製造方法。
【発明の効果】
【００１３】
本発明によると、正極材料として好適な、導電性や反応性が高く、充放電時に生じる硫
黄化合物の電解液中への溶出が抑えられた硫黄複合体を提供することができる。また、正
極中の硫黄の含有量を高めることのできる硫黄複合体を提供することができる。さらに、
前記硫黄複合体を用いた、充放電による容量低下の少ない正極や二次電池を提供すること
ができ、高容量であり長期間安定的に常温で作用する正極や二次電池を提供することがで
きる。
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【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１（ａ）は、表面被覆する前の硫黄粒子（Ｓ）のＳＥＭによる観察像を、図１
（ｂ）は、表面にポリチオフェンを被覆した硫黄粒子（Ｓ−ＰＴｈ）のＳＥＭによる観察
像を、図１（ｃ）は、ポリチオフェン被覆層上にポリスチレンスルホン酸リチウムを被覆
した硫黄複合体（Ｓ−ＰＴｈ−ＰＳＳＬｉ）のＳＥＭによる観察像をそれぞれ示す。
【図２】図２は、実施例１の硫黄複合体（Ｓ−ＰＴｈ−ＰＳＳＬｉ）、比較例１の硫黄粒
子（Ｓ）、比較例２の硫黄粒子（Ｓ−ＰＴｈ）をそれぞれ用いた電極のサイクリックボル
タモグラム（第１回目のサイクル）を示す。
【図３】図３は、実施例１の硫黄複合体（Ｓ−ＰＴｈ−ＰＳＳＬｉ）、比較例１の硫黄粒
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子（Ｓ）、比較例２の硫黄粒子（Ｓ−ＰＴｈ）をそれぞれ用いた電極のサイクリックボル
タモグラム（第５回目のサイクル）を示す。
【図４】図４は、実施例１の硫黄複合体（Ｓ−ＰＴｈ−ＰＳＳＬｉ）、比較例１の硫黄粒
子（Ｓ）、比較例２の硫黄粒子（Ｓ−ＰＴｈ）をそれぞれ用いた電極のサイクリックボル
タモグラムを積分して算出した電極の見かけの容量の電位走査サイクルに伴う変化を示す
（各放電サイクルにおける相対的な容量をＳ電極基準で示す）。
【図５】図５は、実施例１の硫黄複合体（Ｓ−ＰＴｈ−ＰＳＳＬｉ）を正極活物質として
用いたコイン型電池の充放電特性を示す。
【図６】図６は、比較例１の硫黄粒子（Ｓ）を正極活物質として用いたコイン型電池の充
放電特性を示す。
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【発明を実施するための形態】
【００１５】
本発明の硫黄複合体は、硫黄基材表面に導電性高分子からなる被覆層が形成され、該導
電性高分子からなる被覆層上にイオン性高分子からなる被覆層が形成されたことを特徴と
する。本発明における導電性高分子としては、その主鎖がπ共役系からなる電子導電性を
発現する高分子であれば特に限定されず、例えば、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチ
オフェン、ポリアセチレン、ポリフェニレン、ポリパラフェニレン、ポリフェニレンビニ
レン、ポリフェニレンスルフィド、ポリフェニレンオキシド、ポリアクリロニトリル、ポ
リアセン、これらの誘導体等を挙げることができるが、中でも、硫黄基材との密着性がよ
く、導電性に優れるため、ポリチオフェン又はその誘導体が好ましい。また、かかる導電
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性高分子からなる被覆層としては、例えば、前記導電性高分子から選ばれる１種又は２種
以上からなる被覆層を挙げることができる。
【００１６】
本発明におけるイオン性高分子は、側鎖又は主鎖に、解離可能な官能基を有する高分子
であり、解離によりアニオンとなるアニオン性官能基を有するアニオン性高分子でも、解
離によりカチオンとなるカチオン性官能基を有するカチオン性高分子でもよい。上記アニ
オン性高分子としては、特に限定されず、例えば、官能基として、カルボキシ基、スルホ
基等を有する高分子を挙げることができ、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリスチ
レンカルボン酸、ポリビニルスルホン酸、ポリスチレンスルホン酸、ポリビニル硫酸、若
しくはその誘導体、又はそれらの塩を挙げることができる。中でも、ポリスチレンスルホ
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ン酸若しくはその誘導体又はそれらの塩であることが、スルフィドイオンの溶出を防ぐ点
や、塩の解離度が高い点で好ましい。上記塩としては、アニオン性高分子において、対イ
オンとなるカチオンの塩であればよく、金属塩、アンモニウム塩等を挙げることができ、
これらの中でもリチウム、ナトリウム、カリウム等のアリカリ金属塩や、マグネシウム、
カルシウム等のアルカリ土類金属塩であることが好ましく、リチウム塩であることが、リ
チウムイオン二次電池あるいはリチウム二次電池の電解液組成を変化させない点でより好
ましい。また、上記カチオン性高分子としては、特に限定されるものではないが、例えば
、官能基として、４級アンモニウム基、アミノ基等を有する高分子を挙げることができ、
ポリエチレンイミン、ポリアリルアミン塩酸塩、ポリジアリルジメチルアンモニウムクロ
リド、ポリビニルピリジン、ポリリジン、ポリアクリルアミド、これらの誘導体等を挙げ
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ることができる。本発明におけるイオン性高分子からなる被覆層は、例えば、上記アニオ
ン性高分子やカチオン性高分子から選ばれる１種又は２種以上からなる被覆層を挙げるこ
とができるが、アニオン性高分子からなる被覆層が好ましく、中でも、ポリスチレンスル
ホン酸リチウムからなる被覆層が、スルフィドイオンの溶出をより良く防ぎ、塩の解離度
が高く、更にリチウムイオン二次電池あるいはリチウム二次電池の電解液組成を変化させ
ない点でより好ましい。
【００１７】
本発明の硫黄複合体は、硫黄基材表面に、まず一層目として導電性高分子からなる被覆
層が形成されている。硫黄基材の表面全体が導電性高分子で被覆されていても、表面の一
部が導電性高分子で被覆されていてもよいが、電気化学的活性を損なわない程度、また硫
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黄化合物の電解液中への溶出防止効果を損なわない程度に、硫黄の表面が導電性高分子で
被覆されていることが好ましい。本発明の硫黄複合体は、前記導電性高分子からなる被覆
層上に、更に二層目としてイオン性高分子からなる被覆層が形成されている。前記導電性
高分子からなる被覆層の全体がイオン性高分子で被覆されていても、被覆層の一部がイオ
ン性高分子で被覆されていてもよく、イオン性高分子の一部が前記導電性高分子からなる
被覆層中に入り込んでいてもよいが、電気化学的活性を損なわない程度や、硫黄化合物の
電解液中への溶出防止効果を損なわない程度に、前記導電性高分子からなる被覆層がイオ
ン性高分子で被覆されていることが好ましい。
【００１８】
本発明の硫黄基材の形状としては特に制限されず、例えば、球状、板状、柱状、不定形
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等の粒子状、繊維状などを挙げることができる。球状、板状、柱状、不定形等の粒子状の
硫黄基材の場合、その大きさは特に制限されないが、粒子の大きさが小さくなるほど、単
位質量又は単位体積あたりの表面積が大きくなり、反応に寄与する硫黄粒子の表面部分の
面積が増大するので、電極での反応効率を向上させることができる。この観点から、硫黄
の一次粒子の直径又は最長辺の長さの上限値は、５００μｍ以下であることが好ましく、
３００μｍ以下であることがより好ましく、１００μｍ以下であることが更に好ましい。
また、一次粒子の直径又は最長辺の長さの下限値は特に限定されるものではないが、正極
に用いる場合の作業性の観点から、０．５μｍ以上であることが好ましく、１μｍ以上で
あることがより好ましく、５μｍ以上であることが更に好ましい。以上のことから、粒子
状の硫黄基材の一次粒子の直径又は最長辺の長さは、例えば、０．５〜５００μｍである
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ことが好ましく、１〜３００μｍであることがより好ましい。
【００１９】
他方、繊維状の硫黄基材の場合、繊維の直径は特に制限されないが、直径が小さくなる
ほど、単位質量又は単位体積あたりの表面積が大きくなり、反応に寄与する硫黄粒子の表
面部分の面積が増大するので、電極での反応効率を向上させることができる。この観点か
ら、繊維の直径の上限値は、６０μｍ以下であることが好ましく、５０μｍ以下であるこ
とがより好ましい。また、繊維の直径の下限値は、実質的に使用できる程度であれば特に
制限されず、繊維としての強度を強くする観点から、繊維の直径は５μｍ以上であること
が好ましく、１０μｍ以上であることがより好ましい。以上のことから、繊維の直径は、
例えば、５〜６０μｍであることが好ましく、１０〜５０μｍであることがより好ましい

10

。繊維の長さとしては、特に限定されるものではないが、不織布のマット状として用いる
場合には、不織布をマット状に容易に形成できるという観点から、繊維の長さは１〜４０
ｃｍであることが好ましく、５〜３０ｃｍであることがより好ましく、５〜２０ｃｍであ
ることが更に好ましい。さらに、繊維の長さ（Ｌ）と直径（ｄ）との比（Ｌ／ｄ）は５０
以上であることが好ましく、２００以上であることがより好ましく、５００以上であるこ
とが更に好ましい。
【００２０】
本発明の硫黄複合体は、硫黄基材の表面に導電性高分子からなる被覆層が形成され、加
えて、導電性高分子からなる被覆層上にイオン性高分子からなる被覆層が形成されている
ため、導電性や反応性が高く、充放電時に生じる硫黄化合物の電解液中への溶出が抑えら

20

れるので、正極材料として好適に用いることができる。被覆されている導電性高分子は、
絶縁体である硫黄に導電性を付与することができるので、充放電時の電子の移動性を向上
させることができる。また、硫黄の反応性を高めることができるので、正極での硫黄の酸
化還元反応の反応効率を向上させることができる。
【００２１】
例えば、硫黄を正極に、リチウムを負極に用いる場合、放電反応時には正極の硫黄表面
でリチウムイオンが硫黄と反応し、硫黄が還元されてＬｉ２Ｓ４、Ｌｉ２Ｓ２、Ｌｉ２Ｓ
等の硫黄化合物が生成する。充電反応時には、これらの硫黄化合物からリチウムイオンが
放出される。ここで、Ｌｉ２Ｓは電解液に溶け難いが、Ｌｉ２Ｓ４、Ｌｉ２Ｓ２等の多硫
化物は、電解液に可溶であり、電解液中に溶出する。溶出した多硫化物は負極に達し、負
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極で難溶性のＬｉ２Ｓを生成して正極と負極間の充放電反応を阻害するため、従来は充放
電を繰り返すと容量の低下を引きおこしていた。硫黄表面を導電性高分子で被覆しただけ
では、生成する多硫化物の電解液への溶出を効果的に防止することはできないが、本発明
の硫黄複合体では、硫黄表面を導電性高分子で被覆した上に、さらにイオン性高分子で被
覆しているため、充放電時の電子の移動性や硫黄の反応性を高めるだけではなく、生成す
る多硫化物の電解液への溶出を防止することができる。リチウムイオンは、導電性高分子
層とイオン性高分子層で形成された被覆層を通過して、硫黄表面と電解液との間を行き来
できるが、Ｌｉ２Ｓ４、Ｌｉ２Ｓ２、Ｌｉ２Ｓ等の硫黄化合物やＳ４２−、Ｓ２２−等の
多硫化物イオンは導電性高分子層とイオン性高分子層で形成された被覆層を容易に通過す
ることはできない。これは、おそらく導電性高分子被覆層に存在する、硫黄化合物や多硫
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化物イオンが通過する経路を、イオン性高分子の被覆層が、密着性よく、しかもリチウム
イオンの透過性を妨げることなく塞ぐためではないかと考えられる。このため、本発明の
硫黄複合体は、正極でのリチウムと硫黄との反応を阻害することなく、生成する硫黄化合
物や多硫化物イオンの電解液中への溶出を防止できる。
【００２２】
本発明の硫黄複合体における導電性高分子からなる被覆層やイオン性高分子からなる被
覆層の厚みとしては、特に限定されるものではないが、それぞれ０．０１〜５μｍである
ことが好ましく、０．１〜３μｍであることがより好ましい。かかる導電性高分子被覆層
やイオン性高分子被覆層は、厚みが場所により異なっても構わないが、均一な厚みを有す
ることが好ましい。導電性高分子被覆層やイオン性高分子被覆層の厚みが、それぞれ０．
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０１〜５μｍであると、硫黄に導電性や反応性を付与する効果と、硫黄化合物が電解液中
に溶出するのを防止する効果がより高まる。また、本発明の硫黄複合体においては、導電
性高分子からなる被覆層やイオン性高分子からなる被覆層が複数回の被覆により形成され
ていてもよく、さらにイオン性高分子からなる被覆層の上に、電気化学的活性や硫黄化合
物の溶出防止効果を妨げない範囲において、他の被覆層が更に形成されていてもよい。
【００２３】
本発明の硫黄複合体の製造方法として、例えば以下の方法を挙げることができる。まず
、硫黄基材の表面に、導電性高分子の合成原料であるモノマーを吸着させる。吸着させる
方法としては、例えば、導電性高分子の合成原料であるモノマーの溶液を用意し、硫黄粒
子等の硫黄基材を、前記溶液中に浸漬させる方法を挙げることができる。次いで、吸着さ
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せたモノマーを硫黄上で重合させる。重合させる場合、必要に応じて重合触媒や、導電性
を向上させるためのヨウ素や臭素等のドープ物質をモノマー溶液に添加しておくことがで
き、モノマーを重合させることにより、硫黄粒子の表面に導電性高分子からなる被覆層を
形成する。その他、重合後の導電性高分子の溶液中に、硫黄基材を浸漬させ、乾燥させる
ことにより導電性高分子からなる被覆層を形成してもよい。こうして得られた表面が導電
性高分子で被覆された硫黄基材を、イオン性高分子溶液に浸漬し、乾燥することにより導
電性高分子の被覆層上に、イオン性高分子の被覆層を形成することができる。
【００２４】
本発明の正極としては、上記本発明の硫黄複合体が含まれる正極活物質層と、集電体と
を備えたものであれば特に制限されず、上記集電体としては、例えば、アルミニウム箔、
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ステンレススチール箔、カーボン等を挙げることができる。上記正極活物質層には、本発
明の硫黄複合体の他、必要に応じてバインダーや導電助剤や他の正極活物質を含むことが
できる。かかるバインダーとしては、例えば、ポリフッ化ビニリデン、ポリ四フッ化エチ
レン、ポリイミド、ポリアミド、ポリアクリロニトリル、ポリエチレン、ポリプロピレン
等を挙げることができ、導電助剤としては、例えば、カーボンブラック、アセチレンブラ
ック、ケッチェンブラック、黒鉛、炭素繊維等を挙げることができる。上記正極活物質層
中における本発明の硫黄複合体の含有量は特に制限されず、本発明の硫黄複合体の特性を
発揮し、高容量で充放電による容量低下の少ない二次電池を得る観点から、５０質量％以
上であることが好ましく、７０質量％以上であることがより好ましく、８０質量％以上で
あることが更に好ましい。
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【００２５】
本発明の正極の製造方法として、例えば以下の方法を挙げることができる。本発明の硫
黄複合体と、必要に応じて溶媒、上記のバインダーや導電助剤等を混合する。この混合物
を集電体上に塗布し、乾燥して集電体上に正極活物質層を形成する。上記溶媒としては、
例えば、Ｎ−メチル−２−ピロリドン、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、キシレン、トル
エン等を挙げることができる。繊維形状の硫黄複合体の場合、繊維長を長くしてマット状
にすることもでき、この場合は、集電体上にマット状の硫黄複合体を設置してバインダー
で固定し、正極活物質層を形成することもできる。
【００２６】
本発明の二次電池は、本発明の正極の他、電解質及び負極を備えており、その他にセパ
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レータ等を備えてもよい。上記電解質としては、例えば、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、Ｌｉ
ＡｓＦ６、ＬｉＩ、ＬｉＴＦＳＩ等を挙げることができる。かかる電解質は、例えば、プ
ロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、エチルメチルカーボネート、ジエチルカ
ーボネート、ジオキソラン、ジメトキシエタン等の非水系の溶媒に溶解して用いることが
できる。上記負極としては、例えば、金属リチウム、リチウム合金等のリチウムを含む物
質や黒鉛等のリチウムを吸蔵放出する物質を挙げることができる。本発明の二次電池では
、例えば、負極に金属リチウムを用いる場合、リチウムイオンが、本発明の導電性高分子
被覆層やイオン性高分子被覆層を通って硫黄基材表面に達し、硫黄と反応する。また、こ
の硫黄の還元反応時には、電解液に可溶なリチウムポリスルフィド等の硫黄化合物が生成
するが、導電性高分子被覆層やイオン性高分子被覆層により電解液中への溶出は抑制され
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る。そのため、充放電の繰り返しによる容量低下の少ない二次電池を得ることができる。
さらに、導電性の高い導電性高分子被覆層やイオン性高分子被覆層を通して電子が移動し
、集電体との間の電子の授受を行うため、高容量の二次電池を得ることができる。本発明
の二次電池は、本発明の正極、上記電解質及び負極を組み合わせて製造することができ、
二次電池の形状としては、特に限定されるものではないが、コイン型、積層型、円筒型等
を挙げることができる。
【００２７】
以下、本発明の実施例を挙げて、本発明を具体的に説明するが、本発明の技術的範囲は
これらの例示に限定されるものではない。
【実施例１】
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【００２８】
（硫黄複合体の調製）
硫黄基材として用いる硫黄粒子を、チオ硫酸ナトリウム水溶液に塩酸を滴下して調製し
た。調製された硫黄粒子（Ｓ）は、一次粒子の直径がほぼ１〜１０μｍの範囲であった。
クロロフォルム３．３ｍｌに、得られた硫黄粒子（Ｓ）０．２９９ｇと塩化鉄（III）１
．３８ｇを加え、３０分間攪拌した。攪拌後の溶液に、別に用意したクロロフォルム１．
６ｍｌにチオフェン０．１７ｍｌを加えた溶液を、ゆっくりと加え、０℃で１０時間攪拌
した。攪拌後、メタノールを加え、その後、濾過し、１Ｍの塩酸とイオン交換水とで洗浄
を行った後、６０℃で２４時間真空乾燥させて、硫黄の表面にポリチオフェンを被覆した
硫黄粒子（Ｓ−ＰＴｈ）を得た。

20

【００２９】
上記で得た硫黄粒子（Ｓ−ＰＴｈ）を、２ｗｔ％のポリスチレンスルホン酸リチウム溶
液に加え、４０℃で１２時間攪拌した。攪拌後、ろ過し、残分を６０℃で１２時間真空乾
燥させ、常温でさらに１２時間以上真空乾燥させて、ポリチオフェン被覆層上にポリスチ
レンスルホン酸リチウム被覆層を形成した硫黄複合体（Ｓ−ＰＴｈ−ＰＳＳＬｉ）を調製
した。表面被覆する前の硫黄粒子（Ｓ）の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）による観察像を図
１（ａ）に、ポリチオフェンを被覆した硫黄粒子（Ｓ−ＰＴｈ）のＳＥＭによる観察像を
図１（ｂ）に、更にポリスチレンスルホン酸リチウムを被覆した硫黄複合体（Ｓ−ＰＴｈ
−ＰＳＳＬｉ）のＳＥＭによる観察像を図１（ｃ）に示す。また、ポリチオフェンの被覆
層の厚みは約０．１μｍ、ポリスチレンスルホン酸リチウムの被覆層の厚みは約０．５μ
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ｍであった。
【００３０】
（二次電池正極材料としての性能試験）
１．サイクリックボルタンメトリー（ＣＶ）測定
実施例１で調製した硫黄複合体（Ｓ−ＰＴｈ−ＰＳＳＬｉ）とアセチレンブラックの混
合物を充填してペースト状電極を作製し、これを作用極としてサイクリックボルタンメト
リー（ＣＶ）測定を行った。測定には、電気化学システム［北斗電工株式会社製 ＨＺ−
５０００］を使用し、電位走査範囲１Ｖ〜３Ｖ（対リチウム参照極、走査速度０．５ｍＶ
ｓ−１で測定を行い、電解液には、１，３−ジオキソラン（ＤＯＸ）と１，２−ジメトキ
シエタン（ＤＭＥ）を体積比１：１で混合した溶媒に、ＬｉＮ（ＳＯ２ＣＦ３）２（Ｌｉ
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ＴＦＳＡ）を１ｍｏｌ／Ｌとなるように溶解させたものを用いた。また、実施例１で調製
した表面被覆する前の硫黄粒子（Ｓ）を比較例１とし、実施例１で調製したポリチオフェ
ンを被覆した硫黄粒子（Ｓ−ＰＴｈ）を比較例２として、実施例１と同様にサイクリック
ボルタンメトリー（ＣＶ）測定を行った。その結果を図２及び図３に示す（縦軸の電流値
は、硫黄の単位重量あたりに換算した値）。また、各材料の性能の差を明確にするために
、それぞれの材料を用いたボルタモグラムを積分して算出した電極の見かけの容量の電位
走査サイクルに伴う変化を、各放電サイクルにおける比較例１の硫黄粒子（Ｓ）電極を基
準とした相対的な容量として図４に示す。
【００３１】
２．充放電試験
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実施例１で調製した硫黄複合体（Ｓ−ＰＴｈ−ＰＳＳＬｉ）と、アセチレンブラック、
結着剤（ポリフッ化ビニリデン−ヘキサフルオロプロピレン共重合体）、溶媒（Ｎ−メチ
ルピロリドン）を混練してペーストを作製し、ステンレス箔上に塗布後、溶媒を加熱除去
（６０℃、２４時間、真空下）して電極を作製した。ペースト中の硫黄複合体（Ｓ−ＰＴ
ｈ−ＰＳＳＬｉ）：アセチレンブラック：結着剤の質量比は、８：１：１とした。これを
正極とし、リチウム箔を負極に用いたコイン型セル（サイズ２０３２、直径２０ｍｍ、厚
さ３．２ｍｍの円形電池）を作製し、その充放電特性を測定した。電解液には、１，３−
ジオキソラン（ＤＯＸ）と１，２−ジメトキシエタン（ＤＭＥ）を体積比１：１で混合し
た溶媒に、ＬｉＮ（ＳＯ２ＣＦ３）２（ＬｉＴＦＳＡ）を１ｍｏｌ／Ｌとなるように溶解
させたものを用いた。また、実施例１で調製した硫黄粒子（Ｓ）を比較例１として、実施
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例１と同様に充放電試験を行った。その結果を図５及び図６に示す。
【００３２】
サイクリックボルタンメトリー（ＣＶ）の測定結果から、図２や図３に示すように、実
施例１（Ｓ−ＰＴｈ−ＰＳＳＬｉ）、比較例１（Ｓ）、比較例２（Ｓ−ＰＴｈ）のいずれ
の場合も、最初に還元方向に電位走査を行うと、硫黄の還元（スルフィドイオンの生成）
に対応する電流ピークあるいは電流の増加がみられた。また、比較例１の硫黄粒子（Ｓ）
を用いた電極では、酸化方向に電位を走査しても、あまり大きなピークが観測されなかっ
たものの、比較例２の硫黄粒子（Ｓ−ＰＴｈ）を用いた電極と実施例１の硫黄複合体（Ｓ
−ＰＴｈ−ＰＳＳＬｉ）を用いた電極では、比較的大きな酸化ピークが観測され、スルフ
ィドイオンの再酸化反応が確認された。しかし、比較例１の硫黄粒子（Ｓ）を用いた電極
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では、電位走査を繰り返すと次第に電流値は減少した。これは、生成したスルフィドイオ
ンが作用極内部から有機電解液中に溶出してしまうためと考えられる。また、比較例２の
硫黄粒子（Ｓ−ＰＴｈ）を用いた電極では、電位走査を繰り返すと、硫黄粒子（Ｓ）以上
に電流値は減少し、硫黄表面にポリチオフェンのみを被覆しても、スルフィドイオンの溶
出は抑えられなかった。一方、実施例１の硫黄複合体（Ｓ−ＰＴｈ−ＰＳＳＬｉ）を用い
た電極では、電位走査を繰り返すことによる電流値の減少が抑制されていた。これらのこ
とは、図４からも明らかである。
【００３３】
充放電試験の測定結果から、図５に示すように、実施例１の硫黄複合体（Ｓ−ＰＴｈ−
ＰＳＳＬｉ）を用いた正極を備えたコイン型電池では、放電容量が２１２Ａｈ／ｋｇとな
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り、比較例１の硫黄粒子（Ｓ）を用いた正極を備えたコイン型電池の放電容量１４０Ａｈ
／ｋｇに比べて高い放電容量が得られた。また、実施例１の硫黄複合体（Ｓ−ＰＴｈ−Ｐ
ＳＳＬｉ）を用いた正極を備えたコイン型電池では、充電時においても電位の平担部が現
れ、充電反応が安定的に行われていることが示されていた。
【００３４】
図１の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）を比較すると、被覆を行っていない比較例１の硫黄粒子
（Ｓ）では、やや凹凸が観察された（ａ）。これに対し、ポリチオフェンで被覆した比較
例２の硫黄粒子（Ｓ−ＰＴｈ）では、多孔性の膜により硫黄粒子の表面が被覆されている
のがわかった（ｂ）。さらに、ポリスチレンスルホン酸リチウムで被覆を行うと、比較的
平滑な膜により表面全体が被覆されていることが明らかになった（ｃ）。このように、ポ
リチオフェンからなる多孔性の被覆層の孔を、ポリスチレンスルホン酸リチウムが被覆す
ることにより、硫黄の還元時に生成する多硫化物イオンが、これらの孔を通じて電解液中
に溶出するのを抑制しているものと思われる。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
本発明の硫黄複合体は、二次電池の正極活物質として用いるのに優れた特性を備えてい
るので、正極材料や二次電池に利用でき、高容量であり充放電による容量低下が少なく、
長期間安定的に常温で作用する正極や二次電池を提供することができる。
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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