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１．まえがき 

 

本報告書は、財団法人 地球環境産業技術研究機構（RITE）の実施する京都議定書

目標達成産業技術開発促進事業に平成１５年度から平成１７年度の３年間住友電気

工業株式会社が参加して実施した「Ｌｉ２次電池用薄膜負極製造技術の開発」に関す

る技術開発成果をまとめたものである。 

本開発は、わが国全体の二酸化炭素排出量の約２０％を占め、今後もその増大が予

想される交通部門等の移動体発生源からの排出量削減を目標とする。交通部門からの

二酸化炭素排出量の約９０％が自動車排ガスからであり、自動車からの二酸化炭素排

出量削減のために、燃費が向上するハイブリッド自動車の普及促進を目的とする。普

及の課題は小型、軽量、低コストのバッテリー（２次電池）開発であり、究極の高容

量化を達成できる薄膜負極Ｌｉ２次電池を実用化し、ハイブリッド自動車の普及増大

を図る。 

本開発では、２次電池の究極の高容量化を達成するため、薄膜負極の実用化を目的

として、薄膜負極量産化のための製造技術開発を行う。 

  具体的には下記の製造技術開発を行い、Ｌｉ２次電池用薄膜負極の実用化をめざす。 

・集電体箔上への長尺・高速成膜技術の開発 

・長尺・高速連続成膜時のモニタリング技術の開発 

・ドライ雰囲気での量産品ハンドリング技術の開発 

・高容量薄膜負極の性能評価技術の開発 

 

平成 15 年度は、パイロット設備の仕様決定、及び設計を行うことを目的として、

長尺・高速成膜の基礎検討、連続成膜時のモニタリング方法の探索、ドライ雰囲気ハ

ンドリング技術の基礎検討を行った。また、高容量薄膜負極の評価方法探索、基礎検

討を行った。 

  平成 16 年度は、前年度導入の改造設備による基礎実験の結果を基に、パイロット

成膜設備の詳細仕様決定、発注、製作、立上げで設備の基本性能を確認した。また、

前年度導入のドライルーム、グローブボックス内で薄膜負極、及び成膜原料のハンド

リングテストを実施し、ドライ雰囲気中での安定性を確認し、パイロット設備のドラ

イルーム仕様を決定し導入した。評価技術開発では、コイン電池を作製し、長期電池

評価できる体制を確立し、高容量負極単独での評価方法を決定した。 

  平成 17 年度は、 終年度として生産技術開発を重点的に取り組んだ。具体的には、

パイロット成膜設備増強として、安全対策設備を追加し、長尺・高速成膜設備増強を

行い、生産技術開発を進めて、安全に、安定して薄膜負極製造を行なう技術を確立し

た。実際に大面積連続成膜を実証し、薄膜負極の量産製造技術の見極め、低コスト化

が可能と判断できる 終目標の目処付けを行なった。 
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２．技術開発の概要 

 

２－１．技術開発の目的・必要性 

本開発は、わが国全体の二酸化炭素排出量の約２０％を占め、今後もその増大が

予想される交通部門等の移動体発生源からの排出量削減を目標とする。交通部門か

らの二酸化炭素排出量の約９０％が自動車排ガスからのものである。自動車からの

二酸化炭素排出量削減の方策として第一に考えられているのが「燃費の向上」であ

る。燃料供給方式や走行性能の面で従来の自動車に も近い「ハイブリッド自動車」

と「燃料電池ハイブリッド自動車」の普及拡大が必要である。本開発は、二酸化炭

素排出量削減のために、燃費が向上するハイブリッド自動車の普及促進を目的とす

る。 

ハイブリッド自動車のメリットを以下に示す。 

・２種類の動力源（現行はガソリンエンジンと電気モーター）を組み合わせた

もので、両者の長所を生かした高効率化が可能 

・外部からの充電は不要で、従来のガソリンエンジン車と同様、ガソリン補給

のみでの走行が可能 

・従来のガソリンエンジン車と比較して燃費が４０％向上することにより、二

酸化炭素排出量も４０％削減できる 

このハイブリッド自動車が大量普及することにより、自動車からの二酸化炭素排

出量の大幅削減が可能である。 

現在のハイブリッド自動車の特徴を表２－１に示す。 

 

            表２－１．ハイブリッド自動車の特徴 

走行性 居住性 燃費 価格 

△ △ ○ △ 

高速走行でパワー

不足 

バッテリー体積大

でトランク容積小

エンジン車より

４０％向上 

エンジン車の１～

３割高 

   

   ハイブリッド自動車の普及を阻害している原因を以下に示す。 

・走行性と居住性の両立が難しい 

・価格が従来のエンジン車と比較して高い 

・車載バッテリーが大きい、重い、価格が高い 

特に車載バッテリー（２次電池）の小型・軽量化は、２次電池の高容量化により

現状と同容量で体積を１／２以下、重量を１／３以下とすることが求められている

（図２－１参照）。つまり、小型化で居住性向上を、車体軽量化で走行性向上を図

り、低コスト化で車両の低価格化をめざす。この２次電池がハイブリッド自動車用

バッテリーとして実用化できれば、ハイブリッド自動車の普及増大が見込まれ、自
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動車からの二酸化炭素排出量の大幅削

減が達成できる。 

また、将来の究極のクリーンエネルギ

ー自動車として期待される「燃料電池ハ

イブリッド自動車」の場合は、燃料電池

と２次電池の「ハイブリッド型」が本命

とされている。ガソリンエンジンとのハ

イブリッド自動車と同様に、燃料電池を

常に高効率の状態で運転し、発進、加速時の電力供給と余剰電力、減速時の回生エ

ネルギー貯蔵を２次電池で行うことにより、全体効率をさらに向上させることがで

きる。平成１４年末にトヨタ自動車とホンダから発売された世界初の燃料電池自動

車も燃料電池と２次電池のハイブリッド型である。このため、２次電池の高容量化、

低コスト化は現在と将来の「ハイブリッド自動車」にとって共通の課題である。 

２次電池の高容量化、低ｺｽﾄ化が必要

①小型・軽量化

体積 ： １／２以下へ
重量 ： １／３以下へ

②低価格化

車載バッテリー

図２－１．車載バッテリーの課題

２次電池の高容量化、低ｺｽﾄ化が必要

①小型・軽量化

体積 ： １／２以下へ
重量 ： １／３以下へ

②低価格化

車載バッテリー

図２－１．車載バッテリーの課題

 

２－２．技術開発の 終目標 

本開発は、自動車からの二酸化炭素排出量削減のために、燃費が向上するハイブ

リッド自動車の普及促進を目標とする。普及の課題である２次電池の究極の高容量

化を達成するため、薄膜負極の実用化を目的として、薄膜負極量産化のための製造

技術開発を行う。 

薄膜負極の量産製造技術開発の具体的な目標値 

    ・成膜速度 活物質  ：１μｍ／秒以上 

固体電解質：０．１μｍ／秒以上 

    ・長尺化  幅    ：０．３ｍ以上 

          長さ   ：５００ｍ以上 

 

２－３．目標設定の理由 

従来のＬｉ２次電池負極と価格は同じで容量２倍を狙った、薄膜負極の量産製造

技術の見極め、低コスト化が可能となる。 

 

２－４．技術開発の内容 

本開発では、２次電池の究極の高容量化を達成するため、薄膜負極の実用化を目

的として、薄膜負極量産化のための製造技術開発を行う。 

   具体的には下記の製造技術開発を行い、Ｌｉ２次電池用薄膜負極の実用化をめざ

す。 

    ・集電体箔上への長尺・高速成膜技術の開発 

    ・長尺・高速連続成膜時のモニタリング技術の開発 

    ・ドライ雰囲気での量産品ハンドリング技術の開発 
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    ・高容量薄膜負極の性能評価技術の開発 

   負極活物質は種々検討する。 

 

２－５．技術開発におけるブレイクスルーポイント 

①図２－２に本開発の内容詳細を示す。この中の「 長尺・高速成膜技術 」で目標

の成膜速度、膜厚・組成分布を実現し、歩留りよく製造できるかが量産効果を出

すための 大のブレイクスルーポイントである。そのための「 モニタリング技

術 」、「 性能評価技術 」も重要である。 

 

３）連続成膜時の
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技術

・速度ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

・組成ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

・活物質
・電解質
（精度＜±10%）

・電解質
（精度＜±20%）

・許容露点でのﾊﾝﾄﾞ
ﾘﾝｸﾞ技術

４）ﾄﾞﾗｲ雰囲気
ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ技術

・活物質酸化＜1%
・電解質分解＜1%

・許容露点の探索

・ｽｹｰﾙｱｯﾌﾟ
（実機ｻｲｽﾞ）

２）高容量負極の
性能評価技術

・初期性能評価技術
直流抵抗測定の
実現

・劣化ﾓｰﾄﾞ評価技術
評価技術の確立

・信頼性評価技術
・密着性、割れ

１）長尺・高速成膜技術

・長尺化 幅：0.3～0.5ｍ
長：500～1000ｍ

・成膜速度 活物質：1～6μm/秒
電解質：0.1～0.6μm/秒

・基板温度 ＜100℃

・膜厚分布 ＜±10％

・組成分布 ＜±20％

・原料の連続補給技術（500～1000ｍの実現）

水冷ﾛｰﾙ

図２－２．開発内容詳細
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図２－２．開発内容詳細

 

②図２－３に現在想定している薄膜負極製造のフローチャートを示す。点線で囲ん

だ工程はドライ雰囲気下で行う必要があり、実機サイズでのハンドリング技術を

確立する必要がある。これはＬｉ金属がアルカリ金属であり、大気中の水分と反

応するためである。 
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  ③薄膜負極の活物質としては、Ｌｉ金属の他に、Ｓｉ系やＳｎ系の合金系活物質（た

だし、発生電圧が異なることを利点とするような電源設計向け）が必要となる。

これらの合金系活物質も同様な成膜プロセスで作製できるため、本開発の量産化

技術が応用できる。同様な長尺・高速成膜の実現で低コスト化を達成することに
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よって、合金系活物質を用いたＬｉ２次電池薄膜負極へも適用できる。 

 

２－６．内外における技術との相違及びコンセプト 

図２－４に各種２次電池のエネルギー密度の比較を示す。本開発では、ハイブリ

ッド自動車用バッテリーを、現在主

に使用されているＮｉ水素２次電

池から薄膜負極を用いたＬｉ２次

電池に変更することを目標にする。 

図２－４．各種２次電池のエネルギー密度の比較
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現状のカーボンを用いたものでは負極の厚みが約１１０μｍあり、これを約１／

１０の厚みの薄膜負極とすることで体積密度が２倍に向上できる。 

当社のこのコンセプトは電池構成として米国で特許登録されている。また、小型サ

ンプルでの初期評価において、充放電サイクル寿命の向上、Ｌｉ異常成長の抑制等

の効果を確認している。 

薄膜負極Ｌｉ２次電池の課題と対策を以下に示す。 

(ａ)安全性向上 

・電解液の難燃化、ポリマー・固体化。 

・薄膜負極は固体電解質膜挿入でＬｉ表面反応を抑制。 

(ｂ)低コスト化 

・正極材料をＣｏ系からＭｎ、Ｎｉ、Ｆｅ系への変更。 

・薄膜負極は本開発にて量産時のコスト検証、低コスト化の目処付け。 

本開発の薄膜負極は電解液、正極材料によらず使用でき、Ｌｉ２次電池を高容量

化することができる。活物質の薄膜製造技術の高度化により性能向上が見られた場

合には、固体電解質膜のないグレードの設定も本開発の中で検討する。 

 

 

３．技術開発の内容 

 

 ３－１．長尺・高速成膜技術の開発 

 

 ３－１－１．長尺・高速成膜の基礎検討およびパイロット成膜設備導入 

（１）目的 

長尺・高速成膜技術の基礎検討を行い、今年度に導入するパイロット成膜設備

の詳細仕様を決定し、パイロット設備の発注、製作、立上げを行い、設備の基本

性能を確認することを目的とする。 

具体的には、小型実験成膜設備を用いて活物質膜の成膜実験を行い、市販の活

物質箔との比較を行った。固体電解質膜では、成膜条件検討によるイオン伝導度

バラツキ低減を行った。 

また、長尺・高速成膜の基礎実験として昨年度導入の改造設備を用いて活物質成

膜実験を行った。 

これらの結果、パイロット成膜設備の詳細仕様を決定し、設備の発注、製作、立

ち上げを行い、設備の基本性能の確認を行った。 

 

（２）方法 

   ①活物質成膜実験 

小型実験成膜設備であるグローブボックス付き多元蒸着装置を用い、まずは
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蒸発源上方に固定した基材（銅箔基材）上への活物質（Ｌｉ金属）成膜を行っ

た。通常の蒸着装置の原料、基材供給、及び成膜品を回収するポートにアルゴ

ン置換できるグローブボックスを併設してあるため、大気中の水分との反応性

が高いアルカリ金属や、硫化物を大気に晒さずに原料チャージ、真空蒸着でき、

成膜したものを密閉容器に取り出すことができる。Ｌｉ蒸発源としては、Ｗ（タ

ングステン）の蒸着ボートを用い、ボート上にチャージしたＬｉ金属原料を抵

抗加熱蒸発させる。この時のボートに通電する電力を制御し、蒸着レートを制

御する。 

 

   ②固体電解質成膜実験 

固体電解質膜は、２種類の硫化物原料を所定比率に混合した粉末を加圧成形

したターゲットを用い、グローブボックス付きレーザーアブレーション装置に

て成膜を行う場合と、それぞれの硫化物原料を多元蒸着装置にて、カーボンボ

ートを用いて別々に蒸発させ、それぞれの蒸発レートで成膜される固体電解質

膜の組成比を制御する、蒸着法での成膜の２種類を行った。レーザーアブレー

ション法では、組成制御性は良いが、成膜レートが大きくできないため、長尺・

高速成膜を実現するためには蒸着法での成膜が必須となる。蒸着法では成膜レ

ートが大きくできる可能性があるが、組成制御のために各蒸発源のレート制御

を精密に行う必要がある。 

そこで、まずは固体電解質膜の均一性、再現性向上を目的に、イオン伝導度

のバラツキ低減のために成膜条件とイオン伝導度の関係を検討し、現状の制御

要因を明らかにした。 

 

   ③長尺成膜化基礎検討 

社内設備の蒸着装置を長尺成膜化検討用にロールシステム、及び抵抗加熱蒸

発源（３元）への変更の改造を行った。この設備を用いて活物質膜の長尺成膜

の基礎検討を行った。 

 

   ④パイロット成膜設備導入 

長尺・高速成膜の基礎検討の結果を踏まえ、パイロット成膜設備の詳細仕様を

決定し、設備の発注、製作、立ち上げを行い、設備の基本性能の確認を行った。 

 

（３）結果と考察 

   ①活物質成膜実験 

図３－１－１に、真空蒸着法にて形成した高純度のＬｉ金属膜の酸素含有量

のＸＰＳプロファイルを示す。試料ハンドリング中に不可避的に形成される表

面の酸化層、及び炭酸層が見られるものの、膜内部ではＯ含有量は２％以下と
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なり、圧延Ｌｉ金属箔と比較して純度の高いＬｉ金属膜が得られる事を確認し

た。 
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

スパッタ時間（分）

含
有

量
（％

）
真空蒸着法Ｌｉ金属膜（Ｌｉ）

市販圧延Ｌｉ金属箔（Ｌｉ）

真空蒸着法Ｌｉ金属膜（Ｏ）

市販圧延Ｌｉ金属箔（Ｏ）

図３－１－１．真空蒸着法Ｌｉ金属膜と市販圧延Ｌｉ金属箔の純度の差異（ＸＰＳ分析結果）

 

 

   ②固体電解質成膜 

これまで、固体電解質膜は主に組成制御のし易さからレーザーアブレーショ

ン法で成膜していたが、１つの蒸発源では膜に干渉縞が３～７本観測されてい

た。実際に約５０ｍｍ□内の組成分布、膜厚分布を測定した結果、組成分布は

±１０％であるが、膜厚分布が±３０％以上であり、大面積の長尺成膜には向

かないことが明確になった。また、高速成膜を行うための成膜レート向上にも

限界があり、目標の０．１μｍ／秒を達成するためには、それぞれの原料を別々

の蒸発源で蒸発させる多元蒸着法での成膜を検討する必要がある。 

多元蒸着法での課題は、組成制御であり、それぞれの蒸発レートを精密に制

御する必要がある。そこで、蒸発源は硫化物と反応しないカーボンボートを用

い、２元または３元の抵抗加熱で成膜実験を行った。今回使用している２種類

の硫化物原料は融点がそれぞれ約９５０℃、２９０℃の粉末であり、温度と蒸

気圧の関係も異なるため、別々のボートを使用し、それぞれに電力制御を行い、

成膜レートを制御した。その結果、蒸着法で成膜した固体電解質膜では干渉縞

が１００ｍｍ□内で１～２本しか観測されず、膜厚分布は±５～２０％、組成

分布も±５～１０％とレーザーアブレーション法で成膜した膜より面内の均

一性が良いことがわかった。また、蒸着法の方がレーザーアブレーション法で

成膜したものより目標イオン伝導度（１×１０－４Ｓ／ｃｍ以上）となる組成

範囲が広い可能性があることがわかった。 
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また、固体電解質膜の成膜条件とイオン伝導度の関係を調査し、イオン伝導

度のバラツキ低減に必要な制御因子を洗い出した。その結果、現状では成膜時

の各レート、固体電解質膜中のＳ量等では相関は見られなかったが、成膜前真

空度とイオン伝導度に強い相関があり、成膜中の真空度制御、及び組成制御が

イオン伝導度バラツキ低減に効果があることがわかった。 

以上の結果より、パイロット成膜設備には、固体電解質成膜用としてカーボ

ンボート蒸発源を用いた多元蒸着方式を基本設計とした。 

 

   ③長尺成膜化基礎検討 

長尺成膜化検討用にロールシステム、及び抵抗加熱蒸発源（３元）への変更

の改造を行った蒸着設備を使用し、長尺成膜の基礎実験を行った。この改造設

備はチャンバー扉部に人が入って作業できる大きさのドライルームを接続し

ているため、成膜前後の原料、成膜品の取り扱いはドライ雰囲気中で行える。

本改造設備で、基材は厚み１０μｍ、幅１２０ｍｍの銅箔を用い、Ｌｉ成膜レ

ートが０．０５μｍ／秒程度と遅い条件ではあるが、成膜幅約１００ｍｍで長

手方向約５００ｍｍの長尺成膜（膜厚約３μｍ）を実証できた。 

パイロット成膜設備には、長尺連続成膜用のロールシステムとして、今回の 

改造で導入したロールシステムと同様の設計とした。 

  

④パイロット成膜設備導入 

これまでの長尺・高速成膜技術の基礎検討の結果をふまえ、パイロット成膜

設備の基本仕様を以下のように決定した。 

    

［パイロット設備 基本仕様概要］ 

本パイロット設備は長尺銅箔への活物質および固体電解質の多層成膜を

目的とし、一室のチャンバーにて活物質用蒸発源と固体電解質用蒸発源を交

換し成膜を行う。本設備は炉体系、材料供給機構系、回転機構系、真空排気

系などが具備される。供給ロールより送り出された基材は主ロール部で成膜

され、巻き取りロールに巻き取られる。蒸発源は材料供給機構により、材料

を連続供給しながら長時間成膜が可能であり、主ロールは冷却式で成膜中の

基材の温度上昇を抑えることができる。 

 

     以上のような基本仕様の長尺・高速成膜設備を発注、製作、立上げを行い、

導入した。その結果、真空排気速度、到達真空度、機材搬送システム、等の設

備の基本性能を確認した。図３－１－２、３に実際に導入、設置したパイロッ

ト成膜設備の外観写真を示す。 
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図３－１－２．パイロット成膜設備外観図３－１－２．パイロット成膜設備外観

 

図３－１－３．パイロット成膜設備排気系外観図３－１－３．パイロット成膜設備排気系外観
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（４）まとめ 

    ①活物質成膜実験 

小型実験成膜設備であるグローブボックス付き多元蒸着装置を用い、まずは

蒸発源上方に固定した基材（銅箔基材）上への活物質（Ｌｉ金属）成膜を行っ

た。通常の蒸着装置の原料、基材供給、及び成膜品を回収するポートにアルゴ

ン置換できるグローブボックスを併設してあるため、大気中の水分との反応性

が高いアルカリ金属や、硫化物を大気に晒さずに原料チャージ、真空蒸着でき、

成膜したものを密閉容器に取り出すことができる。その結果、真空蒸着法にて

形成した高純度のＬｉ金属膜では、その膜内部のＯ含有量は２％以下となり、

圧延Ｌｉ金属箔と比較して純度の高いＬｉ金属膜が得られる事を確認した。 

 

    ②固体電解質成膜実験 

これまで、固体電解質膜は主に組成制御のし易さからレーザーアブレーショ

ン法で成膜していたが、実際に約５０ｍｍ□内の膜厚分布が±３０％以上であ

り、大面積の長尺成膜には向かないことが明確になった。また、高速成膜を行

うための成膜レート向上にも限界があり、目標の０．１μｍ／秒を達成するた

めには、それぞれの原料を別々の蒸発源で蒸発させる多元蒸着法での成膜を検

討した。 

多元蒸着法での課題は、組成制御であり、それぞれの蒸発レートを精密に制

御する必要がある。そこで、蒸発源は硫化物と反応しないカーボンボートを用

い、２元または３元の抵抗加熱で成膜実験を行った。その結果、蒸着法で成膜

した固体電解質膜では膜厚分布は±５～２０％、組成分布も±５～１０％とレ

ーザーアブレーション法で成膜した膜より面内の均一性が良いことがわかっ

た。また、蒸着法の方がレーザーアブレーション法で成膜したものより目標イ

オン伝導度（１×１０－４Ｓ／ｃｍ以上）となる組成範囲が広い可能性がある

ことがわかった。 

また、固体電解質膜の成膜条件とイオン伝導度の関係を調査し、イオン伝導

度のバラツキ低減に必要な制御因子を洗い出した。その結果、現状では成膜時

の各レート、固体電解質膜中のＳ量等では相関は見られなかったが、成膜前真

空度とイオン伝導度に強い相関があり、成膜中の真空度制御、及び組成制御が

イオン伝導度バラツキ低減に効果があることがわかった。 

以上の結果より、パイロット成膜設備には、固体電解質成膜用としてカーボ

ンボート蒸発源を用いた多元蒸着方式を基本設計とした。 

 

   ③長尺成膜化基礎検討 

長尺成膜化検討用にロールシステム、及び抵抗加熱蒸発源（３元）への変更

の改造を行った蒸着設備を使用し、長尺成膜の基礎実験を行った。基材は厚み
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１０μｍ、幅１２０ｍｍの銅箔を用い、Ｌｉ成膜レートが０．０５μｍ／秒程

度と遅い条件ではあるが、成膜幅約１００ｍｍで長手方向約５００ｍｍの長尺

成膜（膜厚約３μｍ）を実証できた。 

パイロット成膜設備には、長尺連続成膜用のロールシステムとして、今回の 

改造で導入したロールシステムと同様の設計とした。 

 

   ④パイロット成膜設備導入 

長尺・高速成膜の基礎検討の結果を踏まえ、パイロット成膜設備の基本仕様を

決定し、設備の発注、製作、立ち上げを行い、導入した。その結果、真空排気速

度、到達真空度、機材搬送システム、等の設備の基本性能を確認した。 

 

 ３－１－２．高速成膜技術開発 

  （１）目的 

    Ｌｉ２次電池用薄膜負極量産化のための製造技術開発として、高速成膜技術

開発を行った。薄膜負極の量産製造技術の見極め、低コスト化が可能となる成

膜速度として、具体的な目標値を以下のように決定した。 

 

     ・成膜速度目標 活物質  ：1μｍ／秒以上 

             固体電解質：0.1μｍ／秒以上 

 

    この目標値が達成できれば、従来のＬｉ２次電池負極と価格は同じで容量２

倍を狙った、薄膜負極の量産製造技術の見極め、低コスト化の目処付けが可能

となる。 

 

（２）方法 

    成膜速度達成のためには、成膜原料の温度、蒸発面積の制御が課題である。

まず、成膜原料温度、蒸発面積によって決まる蒸発量から見積った成膜速度を

算出し、実際の成膜設備仕様の限界値内で達成するために、蒸発源投入電力や

蒸発源－基板間距離をパラメータとして条件を変化させ、高速成膜の特性を把

握し、目標成膜速度の達成をめざした。 

 

（３）結果と考察 

   ①活物質膜 

活物質膜の目標成膜速度 1μｍ／秒を達成するため、小型改造実験設備を

使用して実験を行った。蒸発源投入電力や蒸発源－基板間距離をパラメータ

として条件を変化させた結果、投入電力 400W、蒸発源－基材間距離 45ｍｍ

の条件で成膜速度 1.12μｍ／秒を確認し、目標値を達成した。 
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    ②固体電解質膜 

固体電解質膜に関しては、小型実験設備を使用して実験を行った。活物質

膜と同様に蒸発源投入電力や蒸発源－基板間距離をパラメータとして条件

を変化させた結果、投入電力 1.6kW、蒸発源－基材間距離 95ｍｍの条件で

0.10μｍ／秒を確認し、目標値を達成した。 

 

  （４）まとめ 

高速成膜技術開発では、薄膜負極の量産製造技術の見極め、低コスト化が可

能となる成膜速度目標の達成のために、成膜原料温度、蒸発面積によって決ま

る蒸発量から見積った成膜速度を算出した。実際の成膜設備仕様の限界値内で

達成するために、蒸発源投入電力や蒸発源－基板間距離をパラメータとして条

件を変化させ、高速成膜の特性を把握し、目標成膜速度の達成をめざした。そ

の結果、活物質（Li）成膜においては、投入電力 400W、蒸発源－基材間距離

45ｍｍの条件で成膜速度 1.12μｍ／秒を確認した。また、固体電解質膜にお

いては、同様に投入電力 1.6kW、蒸発源－基材間距離 95ｍｍの条件で 0.10μ

ｍ／秒を達成した。以上の結果、成膜速度に関して活物質膜、固体電解質膜共

に目標を達成した。 

 

３－１－３．長尺化技術開発 

  （１）目的 

Ｌｉ２次電池用薄膜負極量産化のための製造技術開発として、長尺化技術開

発を行った。薄膜負極の量産製造技術の見極め、低コスト化が可能となる長尺

化の具体的な目標値を以下のように決定した。 

 

・長尺化目標 幅  ：0.3ｍ以上 

             長さ  ：500ｍ以上 

 

この目標値が達成できれば、従来のＬｉ２次電池負極と価格は同じで容量２

倍を狙った、薄膜負極の量産製造技術の見極め、低コスト化の目処付けが可能

となる。 

 

（２）方法 

この長尺化目標の達成のために、パイロット設備の成膜設備に厚み 10μｍ

で幅 300ｍｍ以上の極薄幅広銅箔基材を一定速度で蛇行なく 500ｍ以上搬送で

きる機構の構築を行った。 
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（３）結果と考察 

通常、供給ロールに巻いた銅箔基材を成膜部である主ロールを通して巻き取

りロールで巻き取る搬送機構では、長尺基材の搬送に従って供給ロール径は減

少し、巻き取りロール径は増加する。そのため、供給ロールにブレーキを掛け、

巻き取りロールと主ロールの回転速度を一定とすると、巻き取りロールの巻き

取り速度が速くなり、基材搬送速度が速くなって主ロールの回転速度が遅れて

主ロール上で基材のスリップが発生する。そこで、本開発で導入したパイロッ

ト設備内の長尺・高速成膜設備では、供給ロールを逆向きに回転して基材の張

力を一定にし、供給、巻き取りロールは共にパウダークラッチを用いてスリッ

プした状態で安定させ、主ロールで基材を送る機構とした。この方式では、主

ロールが回転した分だけ基材が搬送されるため、搬送速度は主ロールの回転速

度のみで決定され、一定速度で搬送することができる。この設備を用いて、厚

み 10μｍ、幅 640ｍｍ、長さ 500ｍの銅箔搬送実験を行った。 

その結果、送り速度 10ｍ／分で搬送し、長さ 500ｍのうち、はじめと終わり

の巻きロスを除いた 480ｍにおける一定速度搬送、および主ロールでの基材ス

リップなしを確認した。また、送り速度 10ｍ／分で長さ 500ｍを搬送した場合

の蛇行量は 32ｍｍ以下であることを確認した。以上の結果、長尺化に関し、

幅は目標 0.3ｍに対し、0.64ｍを達成し、長さは目標の 500ｍを達成し、共に

目標を達成することができた。 

また、以上の結果に基づき、パイロット設備の諸条件の調整を進め、幅 640

ｍｍ、厚さ 10μｍの銅箔基材を用いて活物質成膜実験を実施し、幅 600ｍｍ、

長さ 1.5ｍにわたる大面積活物質成膜を実証した。 

 

（４）まとめ 

長尺化技術開発では、薄膜負極の量産製造技術の見極め、低コスト化が可能

となる長尺化目標の達成のために、厚み 10μｍで幅 300ｍｍ以上の極薄幅広銅

箔基材を一定速度で蛇行なく 500ｍ以上搬送する機構の構築を行った。本開発

で導入したパイロット設備内の長尺・高速成膜設備では、供給ロールを逆向き

に回転して基材の張力を一定にし、供給、巻き取りロールは共にパウダークラ

ッチを用いてスリップした状態で安定させて主ロールで基材を送り、主ロール

が回転した分だけ基材が搬送される。この設備を用いて、厚み 10μｍ、幅 640

ｍｍ、長さ 500ｍの銅箔搬送実験を行った。その結果、送り速度 10ｍ／分で搬

送し、長さ 500ｍのうち、はじめと終わりの巻きロスを除いた 480ｍにおける

一定速度搬送、および主ロールでの基材スリップなしを確認した。また、送り

速度 10ｍ／分で長さ 500ｍを搬送した場合の蛇行量は 32ｍｍ以下であること

を確認した。以上の結果、長尺化に関し、幅は目標 0.3ｍに対し、0.64ｍを達

成し、長さは目標の 500ｍを達成し、共に目標を達成することができた。 
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また、以上の結果に基づき、パイロット設備の諸条件の調整を進め、幅 640

ｍｍ、厚さ 10μｍの銅箔基材を用いて活物質成膜実験を実施し、幅 600ｍｍ、

長さ 1.5ｍにわたる大面積活物質成膜を実証した。 

 

３－２．長尺・高速成膜時のモニタリング技術の開発 

  （１）目的 

連続成膜時の成膜速度や膜厚のモニタリング方法の探索、基礎検討により、

実際のモニタリング方法を決定し、その方式をパイロット設備用のモニタリン

グに応用して実証を行う。 

 

（２）方法 

    一般的な薄膜の膜厚測定方法を調査、探索し、連続成膜時のＬｉ膜、固体電

解質膜の膜厚モニタリングに応用できるかどうかの検討を行った。その後、実

際のパイロット設備に導入し、確認を行った。 

 

（３）結果と考察 

長尺・高速連続成膜時の膜厚制御には、成膜された膜の膜厚を直接測定する

直接測定法と、蒸発源からの蒸発量等を制御する間接法がある。まず、直接測

定法の探索を行い、既存の膜厚測定方式から机上検討で絞り込みを行った。そ

の結果を表３－２－１に示す。方式としては蛍光Ｘ線法、Ｘ線透過法、水晶振

動子法、オージェ電子分光分析法、レーザー変位計、静電容量式、赤外反射、

光干渉、エリプソメータが挙げられる。この中で成膜中のインラインモニター

対応、真空中対応、成膜装置内部の高温環境対応、及び測定精度等の項目を満

たすものとして、固体電解質膜については光干渉式、活物質膜については静電

容量式を候補として選定した。 

更に詳しく検討すると、固体電解質膜用の光干渉式は成膜チャンバー内に検

出器を導入するのは難しいことがわかり、チャンバーに光導入、検出用の窓を

取り付け、成膜後のテープ基材を窓の近傍を流してモニターする方式を考えた。

しかし、測定精度（固体電解質膜±0.01μｍ）を満たすためにはセンサーとワ

ークであるテープ基材との距離を５０ｍｍ以内にする必要があり、実用上難し

いことがわかった。 

次に、活物質膜用の静電容量式の場合は、基材の銅箔上に活物質膜を成膜し

た部分と成膜していない銅箔のみの部分を作り、テープ基材の上下からセンサ

ーで挟んで活物質膜込みの膜厚から銅箔膜厚を差し引くことで活物質膜厚を

算出できると考えた。しかし、測定精度を確保するためには上下センサーの間

隔を２５±１μｍの精度でセットし、その間にワークであるテープ基材を通過

させて、モニター中のワーク上下方向のぶれを±１０μｍ以下に押さえる必要 
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がある。また実際にはテープ基材の厚みばらつき及び基材のシワやキズ、ソリ

やよじれ、たわみ等が考えられる。そこで、静電容量式センサーのメーカーデ

モ品を借用し、銅箔のみで予備テストを行った。２つのローラーの間に両端に

おもりを付けた銅箔をのせてバランスさせ、銅箔を２つのセンサーで挟んで一

方のローラーを空回りさせて同一点の測定ばらつきの評価を行った。その結果、

銅箔メーカー保証値は厚み±１０％であるのに対し、実測値は厚み±３０％の

ばらつきがあり、測定のばらつきに加え、センサー内の基材の傾き等が原因と

思われる測定誤差が大きいことがわかった。実際の成膜設備内ではテープ基材

は高速で搬送されるため、さらにばらつきが大きくなることが予想され、目標

の測定精度（銅箔基材厚み１０μｍ＋活物質膜厚５μｍに対し、０．１５μｍ）

を出すことは困難であることがわかった。以上の結果、既存の膜厚センサーを

連続成膜時の膜厚制御モニターにそのまま使用することは困難であることが

わかった。 

次に、間接法による膜厚制御方式を検討した。成膜物質の蒸発量は蒸発源の

温度で決定できるため、蒸発源の温度をモニターし、設定温度になるように蒸

発源への電力を制御すれば膜厚制御が可能である。パイロット設備の成膜設備

の蒸発源電力供給ラインにプログラムコントローラーを導入し、蒸発源温度を

±１℃以内で制御できることを確認した。この結果、長尺・高速連続成膜時の

モニタリング方法として、蒸発源の温度をモニターし、制御することによって

膜厚の制御が可能となった。 

 

  （４）まとめ 

長尺・高速成膜時のモニタリング技術の開発では、連続成膜時の成膜速度や

膜厚のモニタリング方法を決定するため、一般的な薄膜の膜厚測定方法を調査、

探索し、連続成膜時のＬｉ膜、固体電解質膜の膜厚モニタリングに応用できる

かどうかの検討を行った。 

長尺・高速連続成膜時の膜厚制御には、成膜された膜の膜厚を直接測定する

直接測定法と、蒸発源からの蒸発量等を制御する間接法があるが、まず、直接

測定法の探索を行い、既存の膜厚測定方式から机上検討で絞り込みを行った。

成膜中のインラインモニター対応、真空中対応、成膜装置内部の高温環境対応、

及び測定精度等の項目を満たすものとして、固体電解質膜については光干渉式、

活物質膜については静電容量式を候補として選定した。しかし、さらに詳細に

検討した結果、既存の膜厚センサーを連続成膜時の膜厚制御モニターにそのま

ま使用することは困難であることがわかった。 

次に、間接法による膜厚制御方式を検討した。成膜物質の蒸発量は蒸発源の

温度で決定できるため、蒸発源の温度をモニターし、設定温度になるように蒸

発源への電力を制御すれば膜厚制御が可能である。そこで、パイロット設備の
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成膜設備の蒸発源電力供給ラインにプログラムコントローラーを導入し、蒸発

源温度を±１℃以内で制御できることを確認した。この結果、長尺・高速連続

成膜時のモニタリング方法として、蒸発源の温度をモニターし、制御すること

によって膜厚の制御が可能となった。 

 

３－３．ドライ雰囲気ハンドリング技術の開発 

  （１）目的 

活物質のＬｉ、固体電解質の硫化物は大気中の水分と反応する。また、硫

化物は大気中の水分と反応し、有毒ガスである硫化水素ガスを発生する。そ

のため、原料および成膜前後の製品の取り扱いはドライ雰囲気で行う必要が

ある。このドライ雰囲気制御の許容値の探索、およびパイロット設備用ドラ

イルーム設計、製作、立上げを行い、品質面および安全面を考えた製造環境

を整備することを目的とする。 

 

（２）方法 

   ①ドライルーム中でのハンドリングテスト 

昨年度導入した基礎検討用改造蒸着設備に付属のドライルーム内で、銅箔

上に成膜したＬｉ膜、及びＬｉ／固体電解質積層膜を所定時間放置し、表面

状態変化の観察、及び放置後の試料を用いた簡易セルによる電池特性評価

（充放電サイクル評価）を行った。 

 

    ②発生ガス濃度測定実験 

本開発で導入したアクリル製グローブボックス中での硫化物曝露実験を

行い、各露点（水分濃度）中での発生硫化水素ガス濃度値を確認し、ドライ

ルーム内で硫化物を扱う場合の露点の管理基準、及び停電等の異常時の安全

対策の仕様を決定した。 

 

    ③パイロット設備用ドライルーム導入 

上記で決定した停電等の異常時の安全対策の仕様を満たすパイロット設

備用のドライルームを導入し、性能確認を行った。 

 

（３）結果と考察 

①ドライルーム中でのハンドリングテスト 

実際の電池生産ラインでは、乾燥空気中での試料の取り扱いの可否が重

要な要素となる。そこで、一定時間（６０分間）ドライルーム内（空気中

露点約－５０℃）に保管した後、ドライルーム内で電池を組立た後、充放

電試験を実施し、グローブボックス内（Ａｒ中露点－８０℃以下）組立の
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場合との比較した。 

まず、ドライルーム内組立に於ける固体電解質膜形成効果に関して、対極

にＬｉ金属箔を使用して充放電した場合の充放電曲線を図３－３－１に示

す。この充放電実験では、一定電流値（０．５ｍＡ／ｃｍ２）で一定時間（２

時間）充電した後、同じ条件で放電する事を繰り返しているが、負極へ充

電したＬｉ量が１００％放電されない状態になると放電末期の電位は上昇

する事となる。固体電解質膜が形成されていないＬｉ金属膜での放電の末

期に於けるプラトーのある電位上昇は、元々負極に存在しているＬｉ金属

が溶出し消費される事に起因すると推定しており、固体電解質膜形成によ

り充電Ｌｉ金属のほぼ１００％の放電が達成されていると考えられる。こ

の結果、この固体電解質の被覆効果はドライルーム内の組立でも確認でき

た。 

 

図３－３－１．充放電曲線
対極；Ｌｉ金属箔 （ドライルーム組立）
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図３－３－１．充放電曲線
対極；Ｌｉ金属箔 （ドライルーム組立）
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図３－３－２には放電終点時の電位のサイクルによる変化を示すが、固

体電解質膜形成の有無による差異は見られるものの、グローブボックス内組

立とドライルーム内組立との差異は殆ど無い事が確認できる。即ち、本負極

材料は電池製造ラインで一般的に使用される乾燥空気中で取り扱う事がで

きる。 
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図３－３－２．ドライルーム（乾燥空気）内、及び
グローブボックス（アルゴンガス）内

電池組立による性能比較
充放電サイクル電圧変化（１００％放電時）
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図３－３－２．ドライルーム（乾燥空気）内、及び
グローブボックス（アルゴンガス）内

電池組立による性能比較
充放電サイクル電圧変化（１００％放電時）
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   ②発生ガス濃度測定実験 

    本開発で導入したアクリル製グローブボックス中での硫化物曝露実験を行

い、ドライエアー中の各露点（水分濃度）中での発生硫化水素ガス濃度値を確

認した。硫化物曝露量は実際にパイロット設備で使用する 大量をドライ雰囲

気体積で規格化した値を用い、アクリルグローブボックス内での発生硫化水素

ガス濃度値がパイロット設備のドライルーム内での濃度と同等となるように

している。その結果を図３－３－３に示す。このグラフより、露点が－２５℃

以下であれば、発生硫化水素ガス濃度は環境基準の５ｐｐｍ以下となることが

わかった。しかし、実際には０．５ｐｐｍでも人は硫化水素臭を感じることか

ら、安全側で管理する意味も含め、ドライルームの露点管理基準は－５０℃と

し、ドライルーム入室基準も室内無人状態で－５５℃以下を確認して入室する

こととした。 

また、大気中（露点１３℃）での発生硫化水素ガス濃度値の時間変化を測定

した結果が図３－３－４である。このグラフより、大気中に硫化物を曝露した

場合、１時間で約５５ｐｐｍの硫化水素ガス濃度であり、即死濃度の８００ｐ

ｐｍにはならないことがわかる。そのため、この間に対処を行えば、安全に処

置できると考えられる。 
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図３－３－３．ﾄﾞﾗｲｴｱｰ中露点と発生Ｈ２Ｓ濃度の関係
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図３－３－４．発生硫化水素濃度の時間変化（露点13℃）
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図３－３－４．発生硫化水素濃度の時間変化（露点13℃）
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実際にはドライルーム内の露点が上昇する場合は停電等の異常事態が想定

される。ドライエアー循環が停止し、ドライルーム内の露点が徐々に上昇する

場合には、曝露している硫化物原料を密閉容器に封入し、ドライルーム外へ退

避する。また、ドライルーム外側にもう１重の外壁で密閉し、間の空間を実験

室内圧力より減圧とすることでドライルーム内で発生した硫化水素ガスがド

ライルーム外へ流出し、実験室内に漏洩することを防止する対策等の安全対策

が必要であることがわかった。また、真空成膜設備の冷却水がチャンバー内、

ドライルーム内に漏れた場合、Ｌｉ金属、硫化物原料と爆発的な反応を起こす

可能性があるため、水分を含まない、非水冷媒のフッ素系熱媒体を使用するこ
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とで、安全性向上を図る。 

以上のように、ドライルーム内でＬｉ金属、硫化物を扱う場合の露点の管理

基準、停電等の異常時の安全対策の仕様を決定した。 

 

③パイロット設備用ドライルーム導入 

以上の結果、ドライルーム内でＬｉ金属、硫化物を扱う場合の露点の管理基

準を決定し、露点を－５０℃以下に保持できるパイロット設備用ドライルーム

の露点管理システムを設計、製作、設備設置、立上げを行い、ドライルームの

基本性能を確認した。 

ドライエアー循環型ドライルーム内では露点を－５０℃以下に制御してい

るが、作業者が入出すると作業者からの放出水分により室内露点が急激に悪化

する。そのため、給排気ライン付きの密閉型エアラインスーツを導入した。ま

ず、作業者の呼気を確保するために、エアーコンプレッサーのエアーを給気ラ

インを通して送る。エアラインスーツからの排気をそのままドライルーム内に

放出すると露点が上昇するため、スーツの排気口に排気ラインを接続し、室外

へ放出する方式とした。実際に作業者が２名エアラインスーツを着用してドラ

イルーム内に入室し、作業を行った場合のドライルーム内の露点変化を測定し

た結果、入室時に露点上昇が見られるものの、その後は安定し、基準値の－５

５℃以下にできることを確認した。 

さらに作業者の安全対策として、エアー給気ラインには停電等でエアーコン

プレッサーの吐出圧が下がった場合に、自動的にエアーボンベに切り替わるバ

ックアップシステムを備えた。さらに作業者は給気ライン等の異常でスーツ内

が酸欠にならないように携帯型の酸素モニターを着用し、酸素濃度が低下して

警報が鳴った場合には、直ちに緊急避難用の携帯ボンベに切り替え、ドライル

ーム内から安全な場所へ退出し、エアラインスーツを脱衣する。また、エアラ

インスーツを着用したドライルーム内の作業時間を４０分以内と規定し、タイ

マーを設置した。この時間は一般の潜水作業での作業時間上限値を参考に決定

した。パイロット設備のドライルーム内はエアラインスーツを着用した作業者

が２名入室する２人作業とし、室外には監視者を配置して作業者、設備の異常

をすぐに検知できるように、この３名の無線機の同時通話による会話ができる

ようにした。 

さらに、万一作業者に何らかの異常が発生してドライルーム内でエアライン

スーツを着たまま倒れた場合を想定し、ドライルーム外からの救出方法を決定

した。救出者は２名とし、硫化水素ガスセンサー、酸欠センサーの警報が出て

いなければそのままの服装でドライルーム内に入室して救出を行う。上記セン

サーの警報が出ている場合は空気呼吸器を着用し、その上から化学防護服のレ

スポンダースーツを着用してからドライルーム内に入室して救助を行う。ドラ
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イルーム内から１名ずつエアーストレッチャー（マット式担架）を使用して室

外に搬送する。この際、ドライルーム外の補助者１名が、救助者の空気呼吸器、

レスポンダースーツ着用時の補助を行い、さらに室外搬送された作業者の応急

手当を行う。このため、パイロット設備のドライルーム内作業開始前には作業

者２名、監視者１名、救出者２名、補助者１名の任命を行う。上記救出方法の

マニュアルを作成、掲示すると共に、救出訓練を実施した。関係者内で実際の

救出方法を体験し、救出可能であることを確認した。 

また、本パイロット設備では、停電等の異常時にドライルーム内の露点が上

昇した場合、室内暴露硫化物が水分と反応して有毒ガスの硫化水素ガスが発生

する可能性がある。この場合においても作業者の安全を確保し、更に一般室に

も有毒ガスの漏洩を防ぐために、二重壁による差圧排気システムを導入した。

図３－３－５に概略図を示す。ドライエアー循環が停止し、ドライルーム内の 

 

図３－３－５．二重壁による差圧排気システム概略図

ドライルーム内
（圧力Ｐ３）

ﾊﾞｯﾌｧｰ室更衣室

拡散防止用間仕切（２重壁）

バッファー室

揚圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

ｴｱﾗｲﾝｽｰﾂ

ｴｱｰ給気ﾗｲﾝ 排気ﾗｲﾝ

常時排気ラインへ

ドライユニット

ﾄﾞﾗｲｴｱ
循環

一般室
（圧力Ｐ１）

２重壁内
（圧力Ｐ２）

Ｐ２＜Ｐ３＜Ｐ１として管理する

図３－３－５．二重壁による差圧排気システム概略図

ドライルーム内
（圧力Ｐ３）

ﾊﾞｯﾌｧｰ室更衣室

拡散防止用間仕切（２重壁）

バッファー室

揚圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

ｴｱﾗｲﾝｽｰﾂ

ｴｱｰ給気ﾗｲﾝ 排気ﾗｲﾝ

常時排気ラインへ

ドライユニット

ﾄﾞﾗｲｴｱ
循環

一般室
（圧力Ｐ１）

２重壁内
（圧力Ｐ２）

Ｐ２＜Ｐ３＜Ｐ１として管理する

 

露点が徐々に上昇する場合には、曝露している硫化物原料を密閉容器に封入し、

ドライルーム外へ退避する。しかし、ドライルーム内はその外の実験室雰囲気

より圧力を高め、ドライエアーを外部に流出させて外部からの一般大気が流入

しない構造としているため、ドライルーム内部で硫化水素ガスが発生した場合

には外部の実験室内に漏洩する。そのため、停電等の異常時の安全対策として、

ドライルーム外側にもう１重の外壁で密閉し、間の空間を常時排気して実験室

内圧力より減圧とする。つまり、ドライルーム内、二重壁内、一般実験室内の

各圧力をそれぞれＰ１、Ｐ２、Ｐ３とすると、Ｐ２＜Ｐ１＜Ｐ３とすることに

より、ドライルーム内で発生した硫化水素ガスがドライルーム外へは流出して

も二重壁外の一般実験室への漏洩を防止することができる。また、Ｐ２＜Ｐ１
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となっていることにより、ドライルーム内への一般大気流入がなく、ドライル

ーム内の露点も維持できる。このドライルーム外側をもう１重の外壁で密閉し、

間の空間を実験室内圧力より減圧とする二重壁による差圧排気システム、非常

用発電機付属による常時排気、硫化水素ガス除外装置の安全対策を実施した。 

これらの安全対策システムの動作確認試験を行い、すべて所定の仕様を満た

していることを確認した。図３－３－６～１１に本パイロット設備の各部の写

真を示す。この結果、安全に薄膜負極を製造できるドライ雰囲気環境を整備す

ることができた。 

 

図３－３－６．パイロット設備ドライルーム（二重壁）図３－３－６．パイロット設備ドライルーム（二重壁）

 

図３－３－７．非常用発電機図３－３－７．非常用発電機
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図３－３－８．ドライユニット図３－３－８．ドライユニット

図３－３－９．警報監視盤図３－３－９．警報監視盤
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図３－３－１０．硫化水素ガス除害装置図３－３－１０．硫化水素ガス除害装置

 

図３－３－１１．ｴｱﾗｲﾝｽｰﾂ用ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ図３－３－１１．ｴｱﾗｲﾝｽｰﾂ用ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ

 

（４）まとめ 

ドライ雰囲気での量産品ハンドリング技術の開発では、基礎検討用改造蒸着

設備に導入した付属ドライルーム内で、銅箔上に成膜した活物質膜、及び活物

質／固体電解質積層膜の放置実験を行い、ドライルーム内に 60 分放置した後

の活物質膜、及び活物質／固体電解質積層膜は共に変色等の表面状態の変化は

なく、電池特性評価でもグローブボックス内組立とドライルーム内組立との差

異が無い事を確認した。即ち、本負極材料は電池製造ラインで一般的に使用さ

れる乾燥空気中で取り扱う事ができることが確認できた。 

また、アクリル製グローブボックス中での硫化物曝露実験を行い、ドライエ
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アー中の各露点での発生硫化水素ガス濃度値を確認した結果より、パイロット

設備用ドライルームの露点管理基準を－５０℃とし、ドライルーム入室基準も

室内無人状態で－５５℃以下を確認して入室することとした。 

実際にそのパイロット設備用ドライルームの露点を－５０℃以下に保持で

きる露点管理システムを整備した。作業のためドライルーム内へ入室すること

による露点上昇を防ぐため、給排気ライン付き密閉型エアラインスーツを導入

した。また、万一停電等の異常時に露点が上昇し有毒ガスが発生しても、作業

者の安全を確保し、更に一般室にも有毒ガスの漏洩を防ぐべく二重壁による差

圧排気システムを導入した。これらの安全対策システムの動作確認試験を行い、

すべて所定の仕様を満たしていることを確認した。この結果、安全に薄膜負極

を製造できるドライ雰囲気環境を整備することができた。 

 

 

３－４．高容量薄膜負極の性能評価技術の開発 

  （１）目的 

高容量負極性能の評価方法探索、基礎検討により、基礎評価システムを構

築し、評価を開始することを目的とする。また、作製した薄膜負極の評価と

して、電池評価を行い、その特性を確認した。 

 

（２）方法 

作製した銅箔／活物質膜／固体電解質膜構造の負極を用いて、対極Ｌｉ金

属とした簡易セルによる充放電評価を行い、単極性能の評価を行った。また、

コインセルを用いた長期充放電評価を行い、長期サイクル寿命を確認した。 

 

（３）結果と考察 

図３－４－１に示すような

簡易セルを用い、対局にＬｉ箔、

電解液に有機電解液（ＬｉＰＦ

6（ヘキサフルオロリン酸リチ

ウム）／ＥＣ（エチレンカーボ

ネート）＋ＤＥＣ（ジエチルカ

ーボネート）混合溶媒）を用い

て充放電装置に接続し、電池評

価（充放電サイクル評価）を行

った。 
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簡易型ｾﾙ
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固体電解質
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充
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図３－４－１．簡易セル概略図
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電流

Li箔

固体電解質
/活物質/銅箔

ｾﾊﾟﾚｰﾀ
電解液

加圧ﾊﾞﾈ

充
放
電
装
置

図３－４－１．簡易セル概略図

Ｏﾘﾝｸﾞ

この簡易セルはＯリングに

よるネジ締めシールを用いて
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いるため、セルの密閉の信頼性が低く、長時間のサイクル評価では大気中の水

分が混入する。そのため、１０～１５サイクルまでの初期評価用とした。電池

の組み立ては、露点－８０℃以下の乾燥Ａｒガス雰囲気のグローブボックス内

で行った。また、容量密度；１ｍＡｈ／ｃｍ２、電流密度；０．５ｍＡ／ｃｍ
２の充放電条件にて性能評価を行った。 

評価試料は、本開発で作製した固体電解質膜付き薄膜負極（固体電解質膜／

活物質膜／銅箔）、及び比較用に活物質膜のみ（活物質膜／銅箔）負極の２種

類を用いた。充放電サイクル評価の結果の一例を図３－４－２に示す。活物質

膜のみの場合は６サイクル以降、充放電効率が１００％から低下しているが、

固体電解質膜付きのものは１０サイクルまで充放電効率が１００％一定であ

り、充放電サイクルでの劣化が少ないことがわかる。この固体電解質膜の効果

はレーザーアブレーション法で作製した固体電解質膜では確認していたが、量

産手法である蒸着法で作製した固体電解質膜でも同様の効果があることが初

めて確認でき、本開発のコンセプトが改めて確認された。 
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図３－４－２．簡易セル電池評価結果
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図３－４－２．簡易セル電池評価結果

 

また、図３－４－３に示すようなコインセルを試作し、長期充放電試験を行

った。対極にＬｉＣｏＯ2 正極、電解液に有機電解液（ＬｉＰＦ6（ヘキサフ

ルオロリン酸リチウム）／ＥＣ（エチレンカーボネート）＋ＤＥＣ（ジエチル

カーボネート）混合溶媒）を用いて充放電装置に接続し、電池評価（充放電サ

イクル評価）を行った。電池の組み立ては、露点－８０℃以下の乾燥Ａｒガス

雰囲気のグローブボックス内で行った。なお、容量密度；２ｍＡｈ／ｃｍ２、

電流密度；０．５ｍＡ／ｃｍ２、ＣＣＣＶ、4.2Ｖ～3.3Ｖのカットオフ電圧の
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充放電条件にて性能評価を行っている。 
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試作したコインセル

図３－４－３．試作したコインセル概略図

16mmφ
正極（LiCoO2）

100μmt

セパレータ
25μmt

薄膜負極
固体電解質（0.5μmt）
／活物質（5μmt）
／銅箔（10μmt）

16mmφ
正極（LiCoO2）

100μmt

セパレータ
25μmt

薄膜負極
固体電解質（0.5μmt）
／活物質（5μmt）
／銅箔（10μmt）

試作したコインセル試作したコインセル

図３－４－３．試作したコインセル概略図

 

図３－４－４にコインセルによる長期充放電サイクル評価結果を示す。活物

質膜のみの負極の場合は充電容量、放電容量共に 13 サイクル以降に急激に低

下しているが、固体電解質膜付き薄膜負極の場合は 32 サイクルまで長寿命と

なっている。対極にＬｉＣｏＯ2 正極を用いた場合でも、対極Ｌｉ箔を用いた

場合と同様に、固体電解質膜を成膜したことによるサイクル寿命の長寿命化が

確認できた。さらに、コインセルを使用したことにより、電池のシール性がよ

く、大気中でも水分の混入が少ないために 30 サイクル以上の長期評価が可能

となった。この結果、劣化の始まる前後での薄膜負極や他の電池部材の状態を

確認し、劣化機構の解明を行うこと等ができるようになった。 

 

図３－４－４．コインセルによる充放電評価結果
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（４）まとめ 

高容量負極性能の評価方法探索、基礎検討により、基礎評価システムを構

築し、評価を開始することを目的として、本開発で作製した薄膜負極の評価

である電池評価を行い、その特性を確認した。 

本開発で作製した固体電解質膜付き薄膜負極（固体電解質膜／活物質膜／

銅箔）、及び比較用に活物質膜のみ（活物質膜／銅箔）負極の２種類を用い

て対極Ｌｉ金属とした簡易セルによる充放電サイクル評価の結果、活物質膜

のみの場合は６サイクル以降、充放電効率が１００％から低下しているが、

固体電解質膜付きのものは１０サイクルまで充放電効率が１００％一定であ

り、充放電サイクルでの劣化が少ないことが確認できた。この固体電解質膜

の効果はレーザーアブレーション法での作製した固体電解質膜では確認して

いたが、量産手法である蒸着法で作製した固体電解質膜でも同様の効果があ

ることが初めて確認でき、本開発のコンセプトが改めて確認された。 

また、対極ＬｉＣｏＯ2 正極としたコインセルによる長期充放電評価を行い、

活物質膜のみの負極の場合は充電容量、放電容量共に 13 サイクル以降に急激

に低下しているが、固体電解質膜付き薄膜負極の場合は 32 サイクルまで長寿

命となることを確認した。対極にＬｉＣｏＯ2 正極を用いた場合でも、対極

Ｌｉ箔を用いた場合と同様に、固体電解質膜を成膜したことによるサイクル

寿命の長寿命化が確認できた。さらに、コインセルを使用したことにより、

電池のシール性がよく、大気中でも水分の混入が少ないために 30 サイクル以

上の長期評価が可能となった。この結果、劣化の始まる前後での薄膜負極や

他の電池部材の状態を確認し、劣化機構の解明を行うこと等ができるように

なった。 

 

 

４．技術開発成果の概要 

 

（１）長尺・高速成膜技術の開発 

 

 ・長尺・高速成膜の基礎検討およびパイロット成膜設備導入 

①活物質成膜実験 

小型実験成膜設備であるグローブボックス付き多元蒸着装置を用い、まず

は蒸発源上方に固定した基材（銅箔基材）上への活物質（Ｌｉ金属）成膜を

行った。通常の蒸着装置の原料、基材供給、及び成膜品を回収するポートに

アルゴン置換できるグローブボックスを併設してあるため、大気中の水分と

の反応性が高いアルカリ金属や、硫化物を大気に晒さずに原料チャージ、真

空蒸着でき、成膜したものを密閉容器に取り出すことができる。その結果、
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真空蒸着法にて形成した高純度のＬｉ金属膜では、その膜内部のＯ含有量は

２％以下となり、圧延Ｌｉ金属箔と比較して純度の高いＬｉ金属膜が得られ

る事を確認した。 

 

    ②固体電解質成膜実験 

これまで、固体電解質膜は主に組成制御のし易さからレーザーアブレーシ

ョン法で成膜していたが、実際に約５０ｍｍ□内の膜厚分布が±３０％以上

であり、大面積の長尺成膜には向かないことが明確になった。また、高速成

膜を行うための成膜レート向上にも限界があり、目標の０．１μｍ／秒を達

成するためには、それぞれの原料を別々の蒸発源で蒸発させる多元蒸着法で

の成膜を検討した。 

多元蒸着法での課題は、組成制御であり、それぞれの蒸発レートを精密に

制御する必要がある。そこで、蒸発源は硫化物と反応しないカーボンボート

を用い、２元または３元の抵抗加熱で成膜実験を行った。その結果、蒸着法

で成膜した固体電解質膜では膜厚分布は±５～２０％、組成分布も±５～１

０％とレーザーアブレーション法で成膜した膜より面内の均一性が良いこ

とがわかった。また、蒸着法の方がレーザーアブレーション法で成膜したも

のより目標イオン伝導度（１×１０－４Ｓ／ｃｍ以上）となる組成範囲が広

い可能性があることがわかった。 

また、固体電解質膜の成膜条件とイオン伝導度の関係を調査し、イオン伝

導度のバラツキ低減に必要な制御因子を洗い出した。その結果、現状では成

膜時の各レート、固体電解質膜中のＳ量等では相関は見られなかったが、成

膜前真空度とイオン伝導度に強い相関があり、成膜中の真空度制御、及び組

成制御がイオン伝導度バラツキ低減に効果があることがわかった。 

以上の結果より、パイロット成膜設備には、固体電解質成膜用としてカー

ボンボート蒸発源を用いた多元蒸着方式を基本設計とした。 

 

    ③長尺成膜化基礎検討 

長尺成膜化検討用にロールシステム、及び抵抗加熱蒸発源（３元）への変

更の改造を行った蒸着設備を使用し、長尺成膜の基礎実験を行った。基材は

厚み１０μｍ、幅１２０ｍｍの銅箔を用い、Ｌｉ成膜レートが０．０５μｍ

／秒程度と遅い条件ではあるが、成膜幅約１００ｍｍで長手方向約５００ｍ

ｍの長尺成膜（膜厚約３μｍ）を実証できた。 

パイロット成膜設備には、長尺連続成膜用のロールシステムとして、今回

の改造で導入したロールシステムと同様の設計とした。 
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    ④パイロット成膜設備導入 

長尺・高速成膜の基礎検討の結果を踏まえ、パイロット成膜設備の基本仕様

を決定し、設備の発注、製作、立ち上げを行い、導入した。その結果、真空排

気速度、到達真空度、機材搬送システム、等の設備の基本性能を確認した。 

 

  ・高速成膜技術開発 

高速成膜技術開発では、薄膜負極の量産製造技術の見極め、低コスト化が可

能となる成膜速度目標の達成のために、成膜原料温度、蒸発面積によって決ま

る蒸発量から見積った成膜速度を算出した。実際の成膜設備仕様の限界値内で

達成するために、蒸発源投入電力や蒸発源－基板間距離をパラメータとして条

件を変化させ、高速成膜の特性を把握し、目標成膜速度の達成をめざした。そ

の結果、活物質（Li）成膜においては、投入電力 400W、蒸発源－基材間距離

45ｍｍの条件で成膜速度 1.12μｍ／秒を確認した。また、固体電解質膜にお

いては、同様に投入電力 1.6kW、蒸発源－基材間距離 95ｍｍの条件で 0.10μ

ｍ／秒を達成した。以上の結果、成膜速度に関して活物質膜、固体電解質膜共

に目標を達成した。 

 

・長尺化技術開発 

長尺化技術開発では、薄膜負極の量産製造技術の見極め、低コスト化が可能

となる長尺化目標の達成のために、厚み 10μｍで幅 300ｍｍ以上の極薄幅広銅

箔基材を一定速度で蛇行なく 500ｍ以上搬送する機構の構築を行った。本開発

で導入したパイロット設備内の長尺・高速成膜設備では、供給ロールを逆向き

に回転して基材の張力を一定にし、供給、巻き取りロールは共にパウダークラ

ッチを用いてスリップした状態で安定させて主ロールで基材を送り、主ロール

が回転した分だけ基材が搬送される。この設備を用いて、厚み 10μｍ、幅 640

ｍｍ、長さ 500ｍの銅箔搬送実験を行った。その結果、送り速度 10ｍ／分で搬

送し、長さ 500ｍのうち、はじめと終わりの巻きロスを除いた 480ｍにおける

一定速度搬送、および主ロールでの基材スリップなしを確認した。また、送り

速度 10ｍ／分で長さ 500ｍを搬送した場合の蛇行量は 32ｍｍ以下であること

を確認した。以上の結果、長尺化に関し、幅は目標 0.3ｍに対し、0.64ｍを達

成し、長さは目標の 500ｍを達成し、共に目標を達成することができた。 

また、以上の結果に基づき、パイロット設備の諸条件の調整を進め、幅 640

ｍｍ、厚さ 10μｍの銅箔基材を用いて活物質成膜実験を実施し、幅 600ｍｍ、

長さ 1.5ｍにわたる大面積活物質成膜を実証した。 
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（２）長尺・高速成膜時のモニタリング技術の開発 

 

長尺・高速成膜時のモニタリング技術の開発では、連続成膜時の成膜速度や

膜厚のモニタリング方法を決定するため、一般的な薄膜の膜厚測定方法を調査、

探索し、連続成膜時のＬｉ膜、固体電解質膜の膜厚モニタリングに応用できる

かどうかの検討を行った。 

長尺・高速連続成膜時の膜厚制御には、成膜された膜の膜厚を直接測定する

直接測定法と、蒸発源からの蒸発量等を制御する間接法があるが、まず、直接

測定法の探索を行い、既存の膜厚測定方式から机上検討で絞り込みを行った。

成膜中のインラインモニター対応、真空中対応、成膜装置内部の高温環境対応、

及び測定精度等の項目を満たすものとして、固体電解質膜については光干渉式、

活物質膜については静電容量式を候補として選定した。しかし、さらに詳細に

検討した結果、既存の膜厚センサーを連続成膜時の膜厚制御モニターにそのま

ま使用することは困難であることがわかった。 

次に、間接法による膜厚制御方式を検討した。成膜物質の蒸発量は蒸発源の

温度で決定できるため、蒸発源の温度をモニターし、設定温度になるように蒸

発源への電力を制御すれば膜厚制御が可能である。そこで、パイロット設備の

成膜設備の蒸発源電力供給ラインにプログラムコントローラーを導入し、蒸発

源温度を±１℃以内で制御できることを確認した。この結果、長尺・高速連続

成膜時のモニタリング方法として、蒸発源の温度をモニターし、制御すること

によって膜厚の制御が可能となった。 

 

 

 （３）ドライ雰囲気での量産品ハンドリング技術の開発 

 

ドライ雰囲気での量産品ハンドリング技術の開発では、基礎検討用改造蒸着

設備に導入した付属ドライルーム内で、銅箔上に成膜した活物質膜、及び活物

質／固体電解質積層膜の放置実験を行い、ドライルーム内に 60 分放置した後

の活物質膜、及び活物質／固体電解質積層膜は共に変色等の表面状態の変化は

なく、電池特性評価でもグローブボックス内組立とドライルーム内組立との差

異が無い事を確認した。即ち、本負極材料は電池製造ラインで一般的に使用さ

れる乾燥空気中で取り扱う事ができることが確認できた。 

また、アクリル製グローブボックス中での硫化物曝露実験を行い、ドライエ

アー中の各露点での発生硫化水素ガス濃度値を確認した結果より、パイロット

設備用ドライルームの露点管理基準を－５０℃とし、ドライルーム入室基準も

室内無人状態で－５５℃以下を確認して入室することとした。 

実際にそのパイロット設備用ドライルームの露点を－５０℃以下に保持で
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きる露点管理システムを整備した。作業のためドライルーム内へ入室すること

による露点上昇を防ぐため、給排気ライン付き密閉型エアラインスーツを導入

した。また、万一停電等の異常時に露点が上昇し有毒ガスが発生しても、作業

者の安全を確保し、更に一般室にも有毒ガスの漏洩を防ぐべく二重壁による差

圧排気システムを導入した。これらの安全対策システムの動作確認試験を行い、

すべて所定の仕様を満たしていることを確認した。この結果、安全に薄膜負極

を製造できるドライ雰囲気環境を整備することができた。 

 

 

 （４）高容量薄膜負極の性能評価技術の開発 

 

高容量負極性能の評価方法探索、基礎検討により、基礎評価システムを構

築し、評価を開始することを目的として、本開発で作製した薄膜負極の評価

である電池評価を行い、その特性を確認した。 

本開発で作製した固体電解質膜付き薄膜負極（固体電解質膜／活物質膜／

銅箔）、及び比較用に活物質膜のみ（活物質膜／銅箔）負極の２種類を用い

て対極Ｌｉ金属とした簡易セルによる充放電サイクル評価の結果、活物質膜

のみの場合は６サイクル以降、充放電効率が１００％から低下しているが、

固体電解質膜付きのものは１０サイクルまで充放電効率が１００％一定であ

り、充放電サイクルでの劣化が少ないことが確認できた。この固体電解質膜

の効果はレーザーアブレーション法で作製した固体電解質膜では確認してい

たが、量産手法である蒸着法で作製した固体電解質膜でも同様の効果がある

ことが初めて確認でき、本開発のコンセプトが改めて確認された。 

また、対極ＬｉＣｏＯ2 正極としたコインセルによる長期充放電評価を行い、

活物質膜のみの負極の場合は充電容量、放電容量共に 13 サイクル以降に急激

に低下しているが、固体電解質膜付き薄膜負極の場合は 32 サイクルまで長寿

命となることを確認した。対極にＬｉＣｏＯ2 正極を用いた場合でも、対極

Ｌｉ箔を用いた場合と同様に、固体電解質膜を成膜したことによるサイクル

寿命の長寿命化が確認できた。さらに、コインセルを使用したことにより、

電池のシール性がよく、大気中でも水分の混入が少ないために 30 サイクル以

上の長期評価が可能となった。この結果、劣化の始まる前後での薄膜負極や

他の電池部材の状態を確認し、劣化機構の解明を行うこと等ができるように

なった。 

 

以上の結果により、安全に、安定して薄膜負極製造が行える技術を確立し、薄膜

負極の量産製造技術の見極めができた。 
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５．あとがき 

 

本開発では、２次電池の究極の高容量化を達成するため、薄膜負極の実用化を目的

として、薄膜負極量産化のための製造技術開発を行った。 

具体的には製造技術開発として、「集電体箔上への長尺・高速成膜技術の開発」「長

尺・高速連続成膜時のモニタリング技術の開発」「ドライ雰囲気での量産品ハンドリ

ング技術の開発」「高容量薄膜負極の性能評価技術の開発」を行った。その結果、成

膜速度、長尺化の目標値を達成し、安全に、安定して薄膜負極製造が行える技術を確

立し、薄膜負極の量産製造技術の見極めができた。 

 

本開発の薄膜負極を用いることにより、Ｌｉ２次電池の高容量化が可能である。そ

の実用化ができればハイブリッド自動車用２次電池（バッテリー）を高性能化でき、

ハイブリッド自動車普及促進を図ることができる。燃費が向上するハイブリッド自動

車の普及促進により、自動車からの二酸化炭素排出量削減に寄与できる。薄膜負極の

実用化のためには、量産製造技術開発が必須であり、 大のブレークスルーポイント

である長尺・高速成膜技術を確立する必要があるため、本開発で導入したパイロット

設備を稼働して作りこみによる生産技術開発を進め、実用化を進めていく所存である。 

 

本開発のＬｉ２次電池用薄膜負極実用化の課題を以下に記す。 

①量産効果で従来の炭素負極と同等以下の価格達成 

②薄膜負極を用いたＬｉ2 次電池の信頼性の実証 

①に関しては本開発で量産製造技術の見極めができたので、次年度以降も社内でこ

の技術開発を継続して量産時のコスト検証、低コスト化の目処付けを行い、従来炭素

負極と同等以下の価格達成をめざす。②に関しては電池メーカーと共同で実電池を試

作し、信頼性試験を実施してその安全性の実証を行う必要があり、次年度から電池メ

ーカーへのサンプル供試を開始していく予定である。 
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技術開発促進事業終了報告書＜公開版＞の取扱いについて 

 

本報告書は、参加企業の研究報告を目的に作成したものです。このため報告書の 

内容について引用等をされる場合には、参加企業及びＲＩＴＥの許可が必要ですので、

ご連絡いただくようお願い致します。 

 

連絡先 ①住友電気工業株式会社 研究開発本部 エレクトロニクス・材料研究所 

エネルギー環境材料研究部 プロジェクトリーダー 江村 勝治 

TEL 072-771-3137  FAX 072-772-4811  

          ②財団法人地球環境産業技術研究機構（ＲＩＴＥ） 

              研究企画グループ研究公募チーム  

              TEL  0774-75-2302    FAX  0774-75-2314 
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