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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１８年度から平成１９年度の

２年間、住友電気工業株式会社が参加して実施した「非液系高容量電池用積層

薄膜電極材の製造技術の開発｣に関する技術開発成果をまとめたものである。 
本事業では、電解液を用いない高容量電池の電極材に係る製造技術を開発す

ることにより、温室効果ガス排出量の少ないハイブリッド自動車の普及を促進

させ、地球温暖化問題の解決に資することを目的としており、具体的に以下の

目標を設定した。 
 ・成膜法 ：３種類の材料を連続かつ一括に成膜 
 ・生産能力 ：線速 0.3m／分以下 
 ・膜厚ばらつき ：幅方向  10%以内 
   ：長手方向 5%以内 
 ・膜の電池性能 ：膜インピーダンス  500Ω以下 
   ：膜ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ面内ばらつき 10%以内 
技術開発項目「複数材料同時連続積層成膜技術開発」では、既存設備を用い、

正極材料、固体電解質材料、負極材料の真空蒸着やパルスレーザー成膜での成

膜実験を繰り返し、膜特性や成膜レートと成膜条件との基礎的な相関関係を把

握し、最適と考えられる成膜条件を見出した。これら情報に基づいて、連続一

括成膜設備の基本設計と製作仕様作成を行い、連続一括成膜設備を開発し、設

備立ち上げならびに設備性能確認を行った。 
技術開発項目「界面組成制御技術開発」では、連続一括成膜設備における最

適成膜条件を把握するとともに、その最適成膜条件を用いて複数材料積層成膜

実験を行い、界面組成に関する改善効果を把握することを計画した。積層の前

段階で、アルゴンイオンボンバードメント法をはじめとする表面清浄化処理工

程を導入し、異種材料の材料的密着性を向上させた。 
技術開発項目「実着量均一制御技術開発」では、連続一括積層設備に適用し

た膜厚計測システムの特性を把握するとともに、連続一括積層設備で成膜した

膜の実着量分布ならびに面内特性分布を評価し、連続一括積層設備における最

適条件を見出すことを計画した。水晶振動子を用いた膜厚計測システムを用い

て各種成膜実験を繰り返すことで膜厚計測の実験データベースを更新すると

ともに、本システムを連続一括成膜設備に適用し周辺装置からの干渉対策をは

じめとする諸対策を講じ、所定の仕様を確認した。 
技術開発項目「非液系電極材電池性能評価技術開発」では、連続一括積層設
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備で成膜した膜を用いて電池性能評価試験を行い、特に目標である膜インピー

ダンスを中心に電池性能の把握を計画した。交流インピーダンス法を用いた電

池内部抵抗の解析手法を確立し、その手法を用いて、成膜実験で得られた膜の

電池内部抵抗を測定した。 
以上の取り組みにより、本事業の目標を達成することができた。 

主任研究者：江村勝治 
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２．技術開発の概要 

２－１．技術開発の最終目標 

本開発は、電解液を用いない高容量電池の電極材に係る製造技術を開発する

ことにより、温室効果ガス排出量の少ないハイブリッド車の普及を促進させ、

地球温暖化問題の解決に資することを目的としており、具体的に以下の目標を

設定する。 

・成膜法 ：３種類の材料を連続かつ一括に成膜 

・生産能力 ：線速 0.3m／分以上 

・膜厚ばらつき ：幅方向  10%以内 

：長手方向 5%以内 

・膜の電池性能 ：膜インピーダンス     500Ω以下 

：膜ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ面内ばらつき  10%以内 

 

正極 

負極 

集電体 

集電体 

＜従来技術＞ ＜今回提案＞ 
電解液を使用しない 
非液系積層薄膜電池 

市販のリチウムイオン電池 

正極 

負極 
集電体 

集電体 

固体 
電解質 

電解液 

正極・セパレータ・負極が対向して 
配置され、電解液中に浸された構造 正極・固体電解質・負極の膜を 

積層状に成膜 

ｾﾊﾟﾚｰﾀ 

 

図 1 従来電池との構造の比較 

２－２．目標設定の理由 

これらを達成することにより非液系高容量薄膜電池用電極材の量産製造技

術の量産性・コスト・品質を見極めることができる。 

 

２－３．技術開発の基礎となる技術及び研究 
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これまで、リチウム金属負極の成膜技術の開発ならびに硫化物系固体電解

質膜（Li2S-P2S5 系）の成膜技術を開発するとともに、リチウム金属と硫化物

系固体電解質膜からなる負極材を開発し、リチウム金属負極における長年の

課題であったデンドライト成長抑制効果を実証した。リチウム金属を負極材

として用いたときの、電池充放電サイクル特性を調べた結果、リチウム金属

上に固体電解質がない場合は約１８サイクル以降に急激な性能低下が認めら

れデンドライト成長が生じたものと推定されるのに対し、リチウム金属上に

固体電解質をつけた場合は、このような性能低下が認められなかった。また、

硫化物系固体電解質膜のイオン伝導性は実質的に従来の電解液と同等以上で

あることを確認した。さらに、レーザーアブレーション法を用い正極材・固

体電解質・負極材の積層薄膜から成る非液系積層薄膜電池を既に製作済みで

あり、電池特性を把握している。 

 

２－４．技術開発の内容 

本開発では、電解液を全く用いず、電池主要材料である正極材・固体電解

質・負極材すべてを一括かつ連続に気相成膜法にて積層成膜する製造技術開

発を行なう。具体的課題は以下のとおり。 

ａ）複数材料同時連続積層成膜技術開発 

ｂ）界面組成制御技術開発 

ｃ）実着量均一制御技術開発 

ｄ）非液系電極材電池性能評価技術開発 
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負極 正極 固体 
電解質 

銅箔 

＜従来技術＞ 

＜今回提案＞ 

正極 
セパレータ 

負極 

電解液 • 部材ごとにロール 
（粉末電極、ｾﾊﾟﾚｰﾀｼｰﾄ） 

• 重ねて巻き取り 
• その後に電解液を注入 

• 主要部材すべて薄膜 
 電池高容量化 

• 一括成膜 
 清浄な界面確保 

 

図 2 従来電池との製造方法の比較 

 

２－５．技術開発におけるブレイクスルーポイント 

ａ）複数材料同時連続積層成膜技術開発 

非液系電池の積層薄膜では、薄膜と薄膜の接触面（界面）がイオン伝導の

抵抗となりやすく、如何に接触を確実にするかが重要課題である。正極材・

固体電解質・負極材いずれも活性な材料であるため、大気等に触れれば最表

面の変質が避けがたく、界面抵抗が生じやすい。このため、正極材・固体電

解質・負極材の気相成膜を一旦大気に取り出すことなくひとつの真空槽内で

連続して行なう必要がある。 

ｂ）界面組成制御技術開発 

電極材の内部抵抗低減は、良好な電池性能を確保する上で重要である。異

種材料の接触面（界面という）では接触抵抗が現れ、とりわけ固体材料間の

接触で顕著に現れ易い。そこで、界面清浄化や前処理、界面部における材料

の組成制御の係る技術開発が必要である。 

ｃ）実着量均一制御技術開発 

気相成膜速度は原材料によって異なる。このため、複数材料を一括かつ連

続に成膜するには、基材上の成膜膜厚（実着量）をリアルタイムで計測し、

電子ビーム照射量等のフィードバック制御が必要である。 

d）非液系電極材電池性能評価技術開発 
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従来の電池は、正極材・セパレータ・負極材を押し当て電解液中に浸した

構造であるが、本提案の電池は正極材・電解質・負極材の積層薄膜構造であ

り、本構造に適した電池評価技術の確立が必要である。 

 

２－６．内外における技術との相違及び特許との関連 

当社では、平成 15～17 年度に京都議定書目標達成産業技術開発促進事業に

おいて「Li２次電池用薄膜負極製造技術の開発」に取り組み、電池の主要材料

のひとつである負極材の薄膜化により極限的な省スペース化ならびにエネル

ギー密度向上を行なった。今回提案技術では、正極も薄膜化し、さらに電解液

も固体電解質を用いて薄膜化することにより、電池の主要材料である正極・電

解質・負極すべてを薄膜化する。これにより電解液に係る安全性・信頼性の問

題を解決し、また小型高容量化が可能となる。さらに、これら正極・電解質・

負極を捲回方式ではなく、薄膜の一括積層成膜プロセスで製造することで、電

池製造プロセスを革新的に変え、工程数削減によるコストダウンを可能とする。

これらの点が新規である。 

これまでにも、イオン伝導性を有する固体電解質膜の開発が鋭意進められ、

電池材料への応用が模索されてきたが、従来のリチウムイオン電池に用いられ

る電解液と同等のイオン伝導性を持つ固体電解質の実現が困難であった。そこ

で、当社では硫化物系材料を用い、その元素組成を最適化し、また最適温度で

加温することにより、電解液と同等以上のイオン伝導性を持つ固体電解質を実

現した。これは、特許性（新規性、進歩性等）が認められ特許登録されている

（特許番号第 3407733 号）。 

 これまでにも、負極材料として最もエネルギー密度の高い金属リチウムを

用いた電池開発が進められてきたが、充放電に伴う金属リチウムの針状析出

（デンドライト状成長）による正負極短絡現象の問題を避けることができず、

実用化に至らなかった。そこで、当社では金属リチウムの表面に上記固体電解

質を形成することにより、金属リチウム表面上に保護膜が形成され、デンドラ

イト状成長が抑制されることを見出した。このようなリチウム金属膜と無機固

体電解質の積層から成るリチウム二次電池用負極部材について、特許性（新規

性、進歩性等）が認められ特許登録されている（特許番号第 3716833 号）。 

 また、電極材が従来は粉末法であるのに対し、今回提案技術は気相成膜法

である点で相違している。これにより、小型高容量化が可能となる。さらに、

電極製造方法が従来は「重ね捲き」であるのに対し、今回提案技術は「連続一

括成膜」である点で相違している。これにより、重ね捲回工程や電解液注入工

程が不要となり、工程数削減によるコストダウンが期待できる。 



- 7 - 

 

３．技術開発の内容 

３－１．複数材料同時連続積層成膜技術開発 

３－１－1．連続一括積層設備開発  

（１）目的  

複数材料を同時連続積層成膜するには、連続一括積層設備開発が必要となる。

市販されている蒸着設備は殆どが１チャンバーであり複合材料を連続一括積

層成膜することができない。また有機ＥＬディスプレイ用として有機物材料を

複数蒸着可能な装置は販売されているものの、電池用電極構成材料を連続的に

積層成膜できる設備は市販されていないためこれらの連続一括積層設備開発

を実施する必要がある。 

（２）方法 

正極材成膜部・界面組成制御層成膜部・固体電解質成膜部・負極材成膜部の

詳細設計および導入を行い、正極材・固体電解質・負極材を連続且つ一括に成

膜しうる設備開発をおこなった。     

連続一括積層設備の基本構想は、各電極層を成膜するチャンバーをゲートバ

ルブで仕切り、そのチャンバー間を定寸の基材が搬送し、間欠的に成膜を行う

バッチ処理方式を採用している。連続一括積層設備における非液系薄膜電極材

の製造フローを表 1に示す。 

        

表 1 非液系電池工程フロー 

工程 備考 

▽ 

○基材準備 

 

 

○前処理 Ar 雰囲気 

○正極材成膜 真空 

○界面組成制御層成膜 Ar 雰囲気 

○固体電解質成膜 真空 

○負極材成膜 真空 

△ 

 

雰囲気の管理は工程毎に独立したチャンバーを有し、ゲートバルブで仕切る

ことでコンタミネーション防止と雰囲気の独立制御を可能にする。 
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基材の搬送は、コンベアによって行う。基材を固定したトレーの両端部をコ

ンベアロールの上に乗せ、コンベアロールがチャンバー外部に設けられたサー

ボモーターで駆動され回転し搬送する。チャンバー内のコンベアロールへの駆

動力の伝達はチェーンによってなされる。基材の位置制御は温度や雰囲気の影

響を避けるためにチャンバー外に取り付けられた光センサーが、トレーに反射

されたレーザー光を検知することで適正な位置に搬送されたことを認識する

ことにより行う。 

本設備では危険物第二類と危険物第三類の材料を使用する。双方とも禁水性

物質であるため、各チャンバーには所定の露点以下で安全に危険物を取り扱え

るようアルゴングローブボックスを装備した。 

本設備では、スパッタリングおよびレーザーアブレーション双方で実験的に

界面組成制御層を成膜できる構成とした。レーザーアブレーションは成膜面積

が小さいものの、ターゲットと膜組成が比較的近いものが得られる利点があり、

酸化物の研究開発用として適している。スパッタリングの組成制御性はレーザ

ーアブレーションにはおよばないものの、大面積化が可能であり量産プロセス

への適用が可能になる。 

固体電解質ではカーボンボートで加熱した材料を個別に加熱制御し二元蒸

着を行う。排気ポンプの後段には除害装置を設け安全を確保する。 

固体電解質の成膜は二元蒸着であるため、二つの蒸発源の位置が異なり、基

材位置により組成が異なる問題がある。本問題を解決するために、蒸発源間の

距離を可能な限り近づけること、蒸発源と基材間の距離を遠ざけることを行っ

た。 

固体電解質の成膜は原料であるLi2Sと、P2S5の蒸発温度に差がある。よって、

輻射熱により蒸発源温度が干渉を受け組成が変動する問題がある。そこで蒸発

源間に遮蔽板を設け、その遮熱板の冷却を行うことにより対策とした。 

負極の金属リチウムは、危険物第三類自然発火性物質である。チャンバー内

への付着防止のため、基材とるつぼ間の間に、防着板を設けこれにスリットを

設け、その上を基材が移動しながら蒸着する方式を採用した。 

また、基材温度が上昇した場合、負極材が融解することがある。これを防止

する目的で以下２点の対策を設計に盛り込んだ。 

１点目は、基材およびるつぼ間に、るつぼ開口に対応した孔を有する熱遮蔽

板を入れこれを冷媒で冷却し、るつぼからの基材への輻射伝熱を防止する対策

である。成膜材料同様に、るつぼも加熱されており、これによりるつぼ本体か

らの輻射熱を抑制できる。 

２点目は、基材トレ－上に冷却ブロックを設置する機構を設けることで、成
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膜原料からの輻射伝熱を防止する対策である。 

基材の取り出しは、負極材成膜部後段部に設置したアルゴングローブボック

スで行う。アルゴングローブボックスと負極材成膜部の間には、成膜材料によ

る蒸気でアルゴングローブボックスが汚染されないよう出入り口にゲートバ

ルブを有する取り出し部を設置し、アルゴングローブボックスと負極成膜部が

同じ雰囲気にならない構造とした。 

グローブボックスはアルゴン精製器により常時露点を所定値に保つ。グロー

ブボックスにはアルミラミネートシール機が設置されており、これによる封止

で大気中に電極材料を取り出せるようにした。 

（３）結果と考察 

禁水性の物質を取り扱えるように、全てのチャンバーにグローブボックスを

配置した。 

表 2に、導入した設備の仕様及び検査結果を示す。 

 

表 2連続一括積層成膜設備検査結果 

分類 項目 仕様 判定

排気速度 1×10-3Pa/30分以下 合格

到達真空度 5×10-4Pa以下 合格

排気速度 1×10-3Pa/30分以下 合格

到達真空度 5×10-4Pa以下 合格

基材温度分布 ±10%　（500℃） 合格

排気速度 1×10-3Pa/30分以下 合格

到達真空度 5×10-4Pa以下 合格

基材温度分布 ±10%　（500℃） 合格

排気速度 1×10-3Pa/30分以下 合格

到達真空度 5×10-4Pa以下 合格

基材温度 200度以下 合格

排気速度 1×10-3Pa/30分以下 合格

到達真空度 5×10-4Pa以下 合格

基材温度 100度以下 合格

グローブボックス 露点 -76℃以下 合格

搬送系 搬送速度 5～80mm/sec 合格

負極

前処理

正極

界面組成制御

固体電解質

 
 
このように、仕様を満足する試験結果を得、検査に合格したことを確認した。 
以上のように、正極材・固体電解質・負極材すべてを一括かつ連続に気相成
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膜法にて積層成膜しうる連続一括積層設備を開発した。 
（４）まとめ 

前処理・正極・界面組成制御層・固体電解質・負極材を一括かつ連続に気相

成膜法にて積層成膜しうる連続一括積層設備を導入し、動作確認により全て仕

様に合格していることを確認した。 

今後は、事業化に向け危険物取り扱い時のメンテナンス性向上や、稼動率の

向上に取り組んでいく。 

３－１－２．正極材成膜技術開発 

（１）目的 

連続一括積層装置の正極材成膜部を用いて、電子ビーム蒸着法での単相膜形

成を目標として、開発に取り組んだ。  

（２）方法 

連続一括積層装置の正極成膜部を用い、蒸発源上方に基材トレ－を設置し、

基材をセットした。石英ガラス、及びシリコンウエハー基材はX線回折解析、

及び誘導結合型プラズマ発光分光分析（Inductively Coupled Plasma Optical 

Emission Spectrometry:以下、ICPと省略する）による組成分析用試料作製に

用いた。本装置では加熱ランプにて基材を500℃まで加熱することができる。

蒸着成膜時基材を加熱しない常温成膜と基材を加熱する高温成膜を行った。蒸

着成膜した後、得られた薄膜を大気中にてアニール処理を行った。 

（３）結果と考察 

まず、既に合成された目的組成物を蒸着源として用い、集電体（基材）上に

膜を形成した。蒸着された膜の ICP 測定結果より、Li 過剰になったことが確

認された。これは電子ビーム蒸着法を用いた場合、蒸着源として用いるリチウ

ム酸化物が高温により分解されるため、融点の低い Li が蒸発されやすくなる

ためと考えられる。Li と Co とそれぞれの酸化物の蒸気圧比較データを表 3に

示す。同じ蒸着温度で蒸気圧の低い Li が蒸発しやすい。 

 

 

 

 

 

 

 
ここで Liと Coの組成比を工夫することで Li/Co=0.9～1.1とほぼ狙い通り
の幅で制御することができた。 

蒸気圧　(Torr) 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1
Li 580 624 678 738 810 906 1020
Co 1355 1450 1550 1670 1815 1990 2200
Li2O 1175 1263 1358 1466 1576 1694 1825
CoO 1368 1476 1570 1683 1824 1972 2138

表 3 蒸発原料蒸気圧 
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Ｘ線回折の結果、正極薄膜にはLiCoO2とステンレス基材のピーク以外、他の

物質のピークが確認されなく、層状単相構造を確認した。 

図 3に、成膜した正極膜の外観写真を示す。 

 
図 3 ステンレス箔上に成膜した正極膜 

 

（４）まとめ 

正極蒸着技術開発を行い、以下の成果を得た。 

正極材の電子ビーム蒸着法を開発した。 

また、基材加熱の高温成膜をすることによって、クラックのない、基材との

密着性の良い薄膜を作製できた。 

３－１－３．固体電解質成膜技術開発 

（１）目的 

正極材の成膜に続いて、連続且つ一括に固体電解質を成膜する技術開発に取

り組んだ。 

固体電解質膜の形成は、二元蒸着装置での成膜を前提としている。固体電解

質にとって重要な性質はリチウムイオン伝導度であるが、これは、固体電解質

中の組成比に大きく依存する。そこで各蒸発源からの蒸発量を精密に制御する
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必要がある。従来は、蒸発源に収納する材料量を一定にし、投入電力量を一定

に制御することで組成比を制御していた。正極材および負極材の成膜チャンバ

ーと隣接したチャンバーでは、原料の自動供給による材料量の制御は、原料粉

末飛散による隣接チャンバーへの汚染の問題がある。そこで、連続且つ一括に

成膜するために、水晶振動子を用い各蒸発源の組成をリアルタイムで制御する

成膜技術開発を実施した。 

（２）方法 

今回設計した装置は、それぞれのボートを独立の電源で制御し、各ボート間

に断熱用の冷却板を設置する構成である。更に、水晶振動子がそれぞれの蒸発

量のモニターとして設置され、この出力が電源にフィードバックされる構成と

なっている。なお、各原料に対して設置された水晶振動子への付着量がお互い

に干渉しない様に、水晶振動子の設置位置は成膜中心位置から十分距離をとっ

て設置されている。 

なお、今回設計した蒸着装置で成膜した実際の固体電解質膜の成膜組成およ

び膜厚は、基材ホルダー内に計5点（四方と中央）ガラス基板（20mm×20ｍｍ

×0.7mmt）を設置し、18mm×18mmの面積に成膜した後グローブボックス中でア

ルミラミネート封止して大気中に取り出し、ガラス基板ごと硝酸水溶液に投入

して固体電解質膜を溶出させた溶液を希釈して誘導結合型プラズマ発光分光

分析（ICP分析）を行なって算出した。 

（３）結果と考察 

得られた膜の ICP 分析により、成膜実験で Li2S と P2S5の組成比は Li2S/P2S5

＝2.1～2.5 で制御できることを確認した。 

これにより、水晶振動子を用いた固体電解質組成制御法が有効であることが

確認できた。 

（４）まとめ 

固体電解質の組成比制御に対して、水晶振動子による蒸発量モニターを用い

た、蒸発源ボートの加熱電力のフィードバック制御を導入し固体電解質成膜法

を開発した。そして、蒸発量モニターによるフィードバック制御によって固体

電解質の組成比制御が可能である事を確認し、原料粉末飛散による隣接チャン

バーへの汚染を防止でき、正極材の成膜に続いて連続且つ一括に固体電解質を

成膜する技術開発に成功した。 

今後は、さらに精密な組成制御を実現するべく各制御パラメーターの最適化

を実施していく。 

３－１－４．負極材成膜技術開発 

（１）目的 
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正極材・固体電解質の成膜に続いて連続かつ一括に負極材を成膜する技術開

発に取り組んだ。蒸発源からチャンバー内に飛散する量を抑制するため、基材

とるつぼ間に防着板を設置し、防着板に設けたスリット上を、基材を移動させ

ながら成膜する技術開発を実施した。 

（２）方法 

るつぼ上の防着板にスリットを設け、基材を移動しながら成膜する。るつぼ

にはシーズヒーターを挿入し、加熱することで蒸発させ成膜する。るつぼには

熱電対を設置し、リアルタイムで温度測定し電源にフィードバック制御する。

これらの制御系によりるつぼを加熱し成膜実験を実施した。 

（３）結果と考察 

成膜面の外観観察より金属光沢のある金属リチウム膜が得られていること

を確認した。また、成膜後のチャンバー内には、基材―るつぼ間に設置した防

着板には付着は認められるものの、その他チャンバーへの付着は確認されなか

った。 

（４）まとめ 

正極材・固体電解質の成膜に続いて連続且つ一括に負極材を安全に成膜しう

る成膜技術の開発に成功した。今後は、事業化の際使用量が増加した場合の、

本方式の安全性について検証していく。 

３－１－５．連続一括積層成膜技術開発  

（１）目的 

非液系電池の課題は、薄膜と薄膜の接触面（界面）がイオン伝導の抵抗とな

りやすく、いかに接触を確実にするかである。正極材・固体電解質・負極材は

大気と反応すると表面が変質するため、大気に一旦出すことなく真空槽内で連

続して且つ一括に成膜する技術開発が必要である。 

また、これにより従来の電極製造方法で要していた重ね捲き工程や、電解液

注入工程が不要となり、工程数削減によるコストダウンが期待できる。 

（２）方法 

連続一括積層設備を用いて、連続一括積層実験を実施した。基材トレーにス

テンレス箔を取り付け、前処理・正極成膜・界面組成制御層成膜・固体電解質

成膜・負極成膜の順に処理を施した。 

（３）結果と考察 

最表面の負極には、金属光沢が確認され、他のチャンバーからの汚染なく成

膜できることが確認できる。 

これにより、正極・固体電解質・負極の３種類の材料を連続かつ一括に成膜

できることを確認した。 
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以上より成膜法の目標である、「３種類の材料を連続かつ一括に成膜」する

ことを達成した。 

次に連続一括積層成膜実験の線速測定の結果を図 4に示す。 
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図 4 連続一括積層設備の線速 

 
縦軸は、設備への投入時間を 0min とした連続一括積層成膜実験の処理時間

を示している。横軸は、設備への投入位置を 0m とし、前処理から負極材成膜

部まで全長 6.6m の設備内での基材トレーの位置を示したものである。 

目標は、線速 0.3m/min である。これは、全長 6.6m の設備を平均で 1分間に

0.3m 進むことであるので、22 分以内で全ての処理を完了できれば目標は達成

される。 

実施した実験において、20 分で全ての工程の処理が完了することを確認した。

線速に換算すると、0.33m/min となる。以上から、生産性の目標である「線速

0.3m/min 以上」の目標を達成した。 

（４）まとめ 

正極材・固体電解質・負極材の３種類の材料を真空槽内で連続かつ一括して

成膜できることを確認し、成膜法の目標を達成することができた。 

高密度化・工程数削減によるコストダウンが期待できる連続一括積層成膜技

術を開発し、目標である線速 0.3m/min の生産性を達成し、各材料がほぼ設計

通りの処理時間で生産できることを確認した。 
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今後は、事業化に向け更なる線速向上に取り組んでいく。特に最も時間を要

している正極の処理時間短縮が課題となる。これに対し、加熱条件の最適化お

よび成膜雰囲気の最適化に取り組んでいく。 

 

３－２．界面組成制御技術開発 

３－２－1．界面組成制御層薄膜形成技術開発 

（１）目的 

非液系薄膜電池のインピーダンス低減を目的として、薄膜正極と固体電解質

薄膜との界面組成制御層の形成技術の開発を行う。 

非液系電池のインピーダンスは、固体電解質自体のイオン伝導度、及び正極

活物質内のイオン拡散によるインピーダンス以外に、正極活物質と固体電解質

との界面のインピーダンスが大部分を占めている事が報告されている。非液系

粉末電池において、対策として界面のインピーダンス低減には正極活物質粒子

への界面組成制御層形成が有効との報告がある。 

これに対して、非液系薄膜電池では正極が粒子では無く薄膜であり、界面組

成制御層も平板状に薄膜化する必要がある。正極材・固体電解質・負極材の複

数材料同時連続積層成膜の技術開発を実施してきた。大面積成膜が可能なマグ

ネトロンスパッタリング法を用いた。 

（２）方法 

成膜の手法としては、大面積化対応可能な高周波マグネトロンスパッタリン

グ装置を用いた。真空排気系としてはロータリーポンプと油拡散ポンプからな

っており、高周波電源より12.56MHzの高周波電圧をターゲットと基板ホルダー

間に印加し、アルゴンプラズマ中で成膜を実施した。 

成膜はアルゴンガス雰囲気下で行い、圧力はアルゴンガス供給量制御、及び

真空排気系に設置したバルブの開度により調節した。なおアルゴン導入は

0.01Pa以下にまで排気してから実施した。 

（３）結果と考察 

成膜中のアルゴンガス圧力は 2Pa とし、投入する高周波の電力は 300W で成

膜した。目標組成比は 1である。組成比の測定方法は、シリコン基材上に成膜

した薄膜を溶解させ、モル比として算出した。得られた薄膜の組成比は 1を示

した。  

以上よりマグネトロンスパッタリングにより、上記条件で成膜することで、

薄膜の組成比がほぼ目標組成比となることが判った。 

（４）まとめ 

非液系薄膜電池のインピーダンス低減を目的として、正極材と固体電解質と
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の界面の界面組成制御層の形成技術の開発を行い、以下の成果を得た。 

マグネトロンスパッタ法により、界面組成制御層薄膜を目的組成で形成でき

た。 

３－２－２．前処理技術開発 

（１）目的 

基材の表面は酸化被膜で覆われている。このため、酸化皮膜が正極材と基材

との間で、インピーダンス層となることが懸念される。また、密着性低下原因

となる可能性もある。 

正極材料は、充電時の Li イオンの脱離により体積が 3％膨張し、充放電サイ

クル毎にその体積膨張収縮は繰り返され、密着性が低い場合は基材集電体から

の電極材料の剥離を生じる恐れがある。 

これらの懸念に対し、本設備ではアルゴンイオンボンバードメント前処理機

構を正極成膜室の前室に備えることで対策とした。 

プラズマ中のアルゴンイオンが、プラズマと基材間に生じた電界により加速

され、基材に衝突することで表面酸化被膜を除去し、正極との密着性を構造さ

せることができる。昨年度の導入時により基本的な性能は確認できていたもの

の、量産技術開発のためには基材有効エリアの範囲にわたり安定してアルゴン

イオンボンバードメントによる前処理をおこない、正極と基材の密着性を有効

エリア全体で得ることが目的である。 

（２）方法 

アルゴンイオンボンバードメントのためには、まずアルゴンプラズマを生成

する必要がある。本装置では基材全面が前処理できかつ、構造が簡易である容

量結合型プラズマを採用している。容量結合型プラズマは、図 5 に示す通り、

カソード側でのプラズマ－電極間の電位差が得られるのでエッチングするた

めには、基材をチャンバーと絶縁しなければならない。連続的に正極・固体電

解質・負極を成膜するため、基材を駆動ローラーで搬送する機構を採用してい

る。ローラーはチャンバーと接触しているため、基材を絶縁するためには、チ

ャンバーと絶縁されたカソード電極に基材を電気的に接続する機構が必要に

なる。そこで、本装置では、チャンバー底部にアクチュエイターを設置し、前

処理する際には基材を持ち上げ、チャンバー天井部にアルミナ絶縁版を介して

取り付けられたカソード電極に押し付け、前処理完了後には下降し、搬送ロー

ラーに再度設置する昇降機構を設けている。カソード電極には、電波法で規定

された工業用周波数 12.56MHz の高周波電力を加える。 
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図 5 前処理機構模式図 

 
また、プラズマを生成するためには、パッシェンの法則とよばれる、圧力お

よび基板間距離と電圧の関係で規定される放電条件を満たされなければなら

ない。前処理時に、基材は昇降機構により天井に押し付けられ同時に対向する

アノード電極も上昇する。この際アノード電極は、ローラー上部よりも基材に

近接するよう配置した。ローラーと電極間での放電を抑制し、アルゴンイオン

が効率的に基材を前処理するためである。 

圧力は、マスフローコントローラーにより一定量のアルゴンガスをチャンバ

ー内に導入するとともに、圧力計にて計測し、かつ一定の圧力を保持するよう

排気ポートに設置されたコンダクタンスバルブの開度を変更にするフィード

バック制御を実施する。 

本装置を用いて前処理実験を実施した。目標は 3nm のエッチングを得ること

である。エッチング量測定方法として最も精密に測定できる接触式表面粗さ計

による段差測定を採用した。基材の一部をマスキングし、露出部のみエッチン

グされるようにアルゴンイオンボンバードメントし、マスキング部とエッチン

グとの段差により測定する方法である。エッチング量測定用の基材にはシリコ

ンウエハーを用いた。本来はステンレス箔を基材とするが、ステンレス箔は表

面平滑性、反りにより 1nm 以下の正確な段差を測定することができない。以下

の表4に 500eV時のアルゴンイオン衝撃に対する各物質のエッチング率を示す。
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エッチング率①は、アルゴンイオン１個の衝撃によりエッチングされる原子数

の文献値である。エッチング率②はエッチング率①から計算したアルゴンイオ

ン1個の衝撃によりエッチングされる体積のシリコンを1とした場合の相対値

である。 

 

表 4 各物質のエッチング率 

物質 Si Fe Ni Cr 
エッチング率① 
（原子/イオン） 

0.5 1.1 1.45 1.18 

エッチング率② 
（体積/イオン） 
＊相対値 

1 1.3 1.7 1.3 

 
ステンレスを構成する元素である Fe、Ni、Cr のいずれもがシリコンよりも

大きいエッチング率を示しており、シリコンを基材として用いても、実際のエ

ッチング量を誤って過大評価することはないと判断した。 

基材は 20mm 角のシリコンウエハーを基材の４隅および中央の５点に配置し、

ステンレスでマスキングし搬送トレーに固定した。 

基材を前処理室に搬送後、1×10-3Pa まで真空排気しその後、アルゴンガス

を導入し、圧力が一定になった後に前処理を実施した。 

前処理条件を表 5に示す。 
 

表 5 前処理条件 

プラズマ生成ガス アルゴン 
圧力 10Pa 
基板－電極間距離 55mm 
投入電力 400W 

      
（３）結果と考察 

プラズマ発生状態を図 6に示す。実験で得られたテストピースを表面粗さ計

で測定したエッチング量を図 7に示す。いずれの場所でも目標である 3nm 以上

のエッチングが得られている。前処理中のプラズマの観察で、アーク放電等の

異常な放電は確認されなかった。また、処理された基材搬送トレーに放電痕は

見当たらず、前処理により基材に欠陥を生ずることはなかった。 
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表面粗さについても図 8の、段差計のチャートから、前処理した部位とマス

キング部で差はなく一様にエッチングされていることが分かる。 

以上のことから、本装置にて 3nm 以上のエッチングによる基材の前処理が実

施できることを確認した。 

また本前処理を実施した後、正極を蒸着したところ、剥離のない膜を得るこ

とが出来た。 

 

図 6 プラズマ発生状態 
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図 7 エッチング量 
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図 8 エッチング部表面段差計測定結果 
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（４）まとめ 

容量結合型プラズマを用いたアルゴンイオンボンバードメントによる前処

理機構を開発し、シリコンウエハーのテストピースにおいてエッチング量

4.6nm～5.5nm と目標である 3nm 以上のエッチング量を実現した。また、本装

置では、前処理室と正極成膜室が連結されており、前処理後導入したアルゴン

ガスを真空排気し、予め正極室を真空にしておけば、前処理した面が汚染され

ることなく、高インピーダンス層を形成することはなく正極室での成膜を行う

ことができる。また、これにより、基材表面上の酸化皮膜と正極との間での剥

離防止が期待できる。 

 

３－３．実着量均一制御技術開発 

（１） 目的 

真空中で連続且つ一括で成膜するため、各プロセス完了時に従来の段差計で

実着量を測定することができない。そこで装置内で実着量をリアルタイムで計

測し加熱源等にフィードバックするシステムが必要になる。実着量が不均一に

なった場合、電池性能に影響を及ぼす。 

正極の場合、膜厚が小さくなると電池の重要特性である放電容量が不足する

という問題が発生する。また膜厚が大きくなると、電池の容積が増加し大型化

してしまうという問題が発生する。 

固体電解質の場合は、膜厚が小さくなると正極・負極の絶縁性が確保できな

くなる恐れがあり、膜厚が大きくなるとリチウムイオンの伝導の抵抗になるお

それがある。 

負極の場合には、膜厚が小さくなると充放電サイクルでのサイクル劣化が大

きくなる。膜厚が大きくなると電池が大型化してしまうという問題がある。 

そこで、各電池構成材料について膜厚ばらつきとして幅方向 10％以内、長手

方向 5％以内という目標を掲げて研究開発に取り組んだ。   

（２）方法 

正極は、電子ビーム蒸着である。実着量の幅方向の均一化と長手方向に均一

化がある。蒸着源から蒸発している分子は、蒸発源直上を 0度とすると理論的

に cosθ則で分布している。そのため、端部の膜厚が薄く中央部が厚く形成さ

れる。 

     長手方向の均一化のため、今回は、バッチ式ではあるが基材を搬送しながら 

成膜する方法を採用した。そのため、チャンバー長はトレー長だけ長くなるが、 

長手方向に基材を走行させながら成膜することで、膜厚の均一化を図る。 

     蒸着速度は蒸発源への投入電力により制御することができるが、蒸発源から
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の伝熱や輻射によりロスが生じこれらが一定しない。このため水晶振動子によ

り成膜速度を採用しフィードバック制御することとした。 

     水晶振動子は水晶板に付着する膜がその厚みによって固有振動数を変化さ

せることを利用した実着量センサーである。  

実着量均一化機構の動作は以下の通りである。成膜に際しては、シャッター

が閉じた状態で、蒸発源に電力を投入する。蒸発源近傍の水晶振動子で蒸発速

度を一定に制御し規定の蒸発速度に達した段階でシャッターが開き成膜が開

始される。成膜開始と同時に基材の搬送を開始し、長手方向の実着量分布を低

減する。次に基材近傍の水晶振動子が成膜量を計測し、所望の膜厚に達すれば

シャッターが閉じ蒸発源への電力投入が停止される。この間、水晶振動子は成

膜速度を測定し一定の成膜速度となるよう投入電力を制御している。 

水晶振動子は、水冷用銅パイプで振動子を保持しているものが多いが、銅パ

イプは変形しやすく位置が固定できず正確な測定は不可能である。   

今回はステンレス製のステーに水晶振動子を固定することで位置を固定し

再現性のよい実着量測定を可能にしている。 

固体電解質は各蒸発源をカーボンボートにのせ、個別に電流をカーボンボー

トに流し、ジュール損による発熱で加熱し蒸発させる二元蒸着方式である。 

本方式では、各蒸発源の実着量を個別に制御しなければならないため、各蒸

発源専用の水晶振動子を設置した。ここで、各々の蒸発源の干渉を避けなけれ

ばならない。そのため、蒸発源の間には仕切り板を配置し、水晶振動子と蒸発

源を結んだ直線経路以外は防着板を配置した。また、水晶振動子にはコリメー

ターとよばれる筒を設置し、蒸発分子の周り込みによる干渉を防ぐ機構を設置

した。 

これらの水晶振動子で測定した実着量をリアルタイムで計測しボートの電

源にフィードバックする制御方式を採用している。 

負極は危険物であり、チャンバー内への付着を防止するため、基材とるつぼ

間に防着板を設置し、蒸発源上にスリットを設け、その上を基材が移動しなが

らする蒸着する方式を採用した。そのため実着量モニター用の水晶振動子を設

置するスペースが無い。実着量は、圧力と温度で決定されるため、圧力を一定

にし、るつぼ温度を熱電対で測定し、るつぼを加熱するヒーターに投入する電

流をフィードバック制御する方式としている。 

膜厚の測定用基材は、搬送トレー４角及び中央に板厚 0.5mm の 20mm 角のガ

ラス板をステンレス製マスクで固定したものを用いた。正極は表面粗さ計にて

膜厚を測定し、大気中に暴露できない固体電解質及び負極は、誘導結合プラズ

マ発光分析法で質量を求め、成膜面積から膜厚に換算した。 
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（３）結果と考察 

正極の幅方向膜厚ばらつきを図 9に示す。 
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図 9 正極の幅方向膜厚ばらつき 

 
これより正極材の幅方向膜厚ばらつきは 6％範囲内であることを確認し、目

標である「幅方向ばらつき 10%以内」を達成した。 

正極の長手方向の膜厚ばらつきを図 10 に示す。 
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図 10 正極の長手方向の膜厚ばらつき 
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これにより正極材の長手方向膜厚ばらつきは、3%の範囲内であることを確認

し、「長手方向ばらつき 5%以内」を達成した。 

    固体電解質の幅方向の膜厚ばらつきを図 11 に示す。 
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図 11 固体電解質の幅方向の膜厚ばらつき 

 

これにより固体電解質の幅方向膜厚ばらつきは 9%の範囲内であることを確

認し、目標である「幅方向ばらつき 10%以内」を達成した。 

固体電解質の長手方向の膜厚ばらつきを図 12 に示す。 
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図 12 固体電解質の長手方向の膜厚ばらつき 
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これにより固体電解質の長手方向膜厚ばらつきは 5%の範囲内であることを

確認し、目標である「長手方向ばらつき 5%以内」を達成した。 

負極材の幅方向の膜厚ばらつきを図 13 に示す。 
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図 13 負極材の幅方向の膜厚ばらつき 

 
これにより負極材の幅方向膜厚ばらつきは 8%の範囲内であることを確認し、

目標である「幅方向ばらつき 10%以内」を達成した。 

負極材の長手方向の膜厚ばらつきを図 14 に示す。 
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図 14 負極材の長手方向の膜厚ばらつき 

 

これにより固体電解質の長手方向膜厚ばらつきは 5%の範囲内であることを

確認し、目標である「長手方向ばらつき 5%以内」を達成した。 

以上より、正極材・固体電解質・負極材の全てにおいて、目標である「幅方

向ばらつき 10%以内」、「長手方向ばらつき 5%以内」を達成した。 
（４）まとめ 

実着量均一制御技術開発により、以下の結果を得た。 

正極蒸着部において、水晶振動子による実着量モニターによる電子ビーム投

入電流へのフィードバック制御、および蒸着中の基材トレー移動機構による実

着量均一制御システムの実証をおこなった。正極材料の基材への蒸着実験で、

幅方向の膜厚分布が目標 10％にたいし実測値 6％、長手方向の膜厚分布が目標

5%に対し実測値 3%と目標を達成した。 

固体電解質蒸着部において、実着量均一制御機構を設計・導入し、二元蒸着

による実証をおこなった。固体電解質は組成比が性能を決定するため、実着量

を個別に制御する必要があり、各蒸発源専用の水晶振動子でモニターし、各々

の蒸発源から水晶振動子に付着する蒸着分子の干渉を防止する機構を設置し

た。これら二台の水晶振動子で測定した実着量をリアルタイムで計測し、カー

ボンボートの電源にフィードバック制御する方式を設計・導入した。実際に二

元蒸着実験を実施し、幅方向の膜厚分布が目標 10%に対し実測値 9%、長手方向

の膜厚分布が目標 5%に対し実測値 5%と目標を達成した。 

負極蒸着部において、実着量均一制御機構を設計導入し、蒸着実験による実
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証をおこなった。実着量を決定するるつぼ温度をリアルタイムで熱電対により

測定し、加熱ヒーターに投入する電流をフィードバック制御する方式を設計・

導入した。実際に金属リチウムの蒸着実験を実施し、幅方向の膜厚分布が目標

10%に対し実測値 8%、長手方向の膜厚分布が目標 5%に対し実測値 5%と目標を

達成した。 

 

３-４非液系電極材電池性能評価技術開発 

（１）目的 

電池のインピーダンスは、電池の出力特性、作動電圧、放電容量に関係する

極めて重要な特性である。液系電池の場合、正負極間のリチウムイオン伝導パ

スは電池内部を埋め尽くしている液体の電解質（電解液）で確保されるため、

各部材間の界面は良好に形成され、その結果高イオン伝導（低インピーダンス）

が期待できる。一方、非液系電池の場合、正負極間のイオン伝導パスは、正負

極間に形成される固体電解質によって確保されるため、正極内部のリチウムイ

オン伝導が困難になる他、正極と固体電解質の界面、あるいは固体電解質と負

極の界面が固体同士によって形成されるため、界面のインピーダンスが高くな

りやすいという問題がある。そのため、今回は、これまで電池一般に用いられ

てきた交流インピーダンスによる解析手法を非液系電池に応用し、非液系電池

のインピーダンス評価技術を確立する事を目的とする。 

（２）方法 

一般に非液系電池は、5つの構成要素に分解して考える事ができ、それら各

構成要素は等価回路で表現できる。重要な点は、正極と固体電解質、固体電解

質と負極の間に形成される各界面を一つの電池構成要素として見なして解析

を行なう点である。図において、正極を除く4つの要素は、一般にはオーム抵

抗Rと容量Cの並列抵抗で記述される。なお正確には、②の「正極/固体電解質

界面」はRとCの並列回路ではなく正極を同時に組み込んで考えられるが、②の

実際の振る舞いはRとCの並列回路と似た挙動となる。この様な並列回路で現さ

れるインピーダンスは、実部と虚部の周波数変化を複素平面上にプロットする

と、半径をR/2とする円弧を描く。また、入力電圧の周波数を限り無く大きく

すると0Ωに近づき、周波数が小さくなるにつれてRに収束する。この時の収束

の速さはRとCの積（時定数）に依存しており、この速さに違いがある事によっ

てインピーダンスの発生源が異なる。なお、負極が金属場合、容量成分はほぼ

無視する事ができて、現実的にはRのみで表現できる。また、金属はRが極めて

小さいため、結果として負極インピーダンスはほぼ無視して良い事になる。正

極のみ、他の構成要素と異なり、通称ワールブルグインピーダンスと呼ばれる
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特殊な成分で表される。これは正極へのイオン拡散に由来するインピーダンス

である。このインピーダンスは、fを周波数、Aを定数とすると、A（1/f-i/f）

と表す事ができる。実部と虚部の大きさが等しいため、インピーダンスの実部

と虚部の周波数変化を複素平面上にプロットすると、45°の傾きを持つ直線と

なって現れる事が特徴である。なお、Aは、リチウムイオンの正極内拡散定数

の平方根の逆数に比例する量であり、Aが小さい程拡散が速い事を意味する。 

等価回路が示すインピーダンスの周波数変化を複素平面上に示すと、RとCの

並列回路に該当する箇所が半円となって現れる。周波数を十分小さくすると、

唯一発散挙動を示す正極拡散インピーダンスが表れる。このとき、円弧は必ず

しも完全に分離された状態で現れる訳ではなく、各並列回路の時定数の関係に

よっては一部重なった状態となって現れ、またどの円弧がどの構成要素に起因

するかはあくまで実験的に知る必要がある。時定数は電池の構成系によって変

わるため、例えば「固体電解質の抵抗は必ず何個目の円弧になって現れる」と

いう事は一般には言えない。例外的に、正極拡散インピーダンスのみ唯一発散

挙動を示すため、周波数無限小の時に表れるインピーダンスだけは正極部であ

ると判断できる。 

以上の事を基本として、交流インピーダンス測定による非液系電池のインピ

ーダンスの解析手法について述べる。今回用いた測定装置はBAS製のALS600Cで

あり、測定周波数範囲は10mHz～10kHzである。この周波数範囲で、振幅5～10mV

で電池の両端に交流電圧をかけ、各周波数における抵抗をプロットする。なお、

振幅を大きくするとS/Nは向上するが、移動電荷量が大きくなり、電池の開放

電圧（OCV：Open Circuit Voltage）が変化してしまう恐れがあり、電池イン

ピーダンスを見誤る可能性があるので注意が必要である。 

交流インピーダンス測定を行なう電池には予め次の準備をしておく。組立後

にまず充放電（3.0--4.2V）を行なう。これは、電池が良好な充放電カーブを

描くかどうかをチェックする事で、所望の電池が出来ているかどうかを確認す

るためのものである。次に、4.0Vまで電池を充電する。4.0Vという電位に充電

するのは以下の理由による。サイクリックボルタモグラム測定の結果から、正

極のリチウムイオンの挿入脱離が行なわれる電位は3.9～4.0V付近であるため、

この電位で電池インピーダンスを測定する事によって、正極に起因するインピ

ーダンス（正極と固体電解質の界面インピーダンス、正極内リチウムイオン拡

散インピーダンス）を評価する事が可能になるからである。 

交流インピーダンス測定の結果、既に述べた様に電池インピーダンスは複数

個の円弧を描き、低周波数領域で発散挙動を示す。 

以下で述べる「膜インピーダンス」は、インピーダンスの実部成分のみを表
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す。例えば、固体電解質の等価回路はRとCの並列回路であるが、以下では「固

体電解質の膜インピーダンス」はRを表す。これは、実際の電池は直流で駆動

するため、この時の固体電解質抵抗はRを示すと考えられるからである。また、

正極拡散インピーダンスについては、実部と虚部が周波数一定の時同じ値を示

すため、拡散インピーダンスの大きさは実部の大きさだけで議論できると考え

られるからである。 

（３）結果と考察 

成膜した電池をコインセルに組み、この電池について交流インピーダンス測

定を行なった。 

放電容量確認後、電池を 4.0V まで充電し、交流インピーダンス測定を行な

った。測定電圧の振幅は 5mV、走査周波数範囲は 10mHz～10kHz である。結果を

図 15 に示す。 
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図 15 非液系電池の膜インピーダンス測定 

 
この図から、この電池の膜インピーダンスは 67Ωと分かる。これにより、電

池性能の目標である「膜インピーダンス 500Ω以下」を達成した。 

また、基材面内のインピーダンス分布を測定した。同一基材内からＮ＝3 で

サンプリングし交流インピーダンス測定した結果を図 16 に示す。 
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図 16 非液系電池膜インピーダンス面内ばらつき測定結果 

 
これにより、平均値：70Ω、最小値：67Ω、最大値：76Ωと、70Ω±10%の

下限値：63Ωと上限：77Ωの範囲内で分布していることを確認し、目標である

「膜インピーダンス面内ばらつき 10％以内」を達成した。 

（４）まとめ 

非液系電池において電池の内部インピーダンス低減は大きな課題である。そ

のためには、まず電池の膜インピーダンスを測定する必要がある。今回、従来

液系電池で用いられてきた交流インピーダンス測定手法を非液系電池に利用

する事を試みた。 

非液系電池を試作し、交流インピーダンス法によって膜インピーダンス測定

を行なった結果、67Ωであり、目標である 500Ωを達成することができた。 

また、基材面内の膜インピーダンス測定を実施した結果、目標である 10％ 

以内に対し、実測値が 70Ω±8.6%であることを確認し目標を達成した。 

今後は、この結果を元にしてさらに膜インピーダンスを低減するための対策

を施し、低減効果について交流インピーダンス法を用いて確認する。 

 

４、技術開発成果の概要 

連続一括積層設備を設計および導入し、複合材料連続積層成膜技術開発を実

施した。これにより非液系高容量薄膜電池用電極材の量産製造技術の量産性・

コストの見極めを行った。また、界面組成制御技術開発および実着量均一制御
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技術開発、非液系電極材電池性能評価技術開発を実施し、非液系高容量薄膜電

池用電極材の量産製造技術の品質の見極めを行った。 

（１）複数材料同時連続積層成膜技術開発 

 連続一括積層設備を設計および導入し、所定の性能仕様を満足していること

を、動作試験を実施して確認し連続一括積層設備の開発に成功した。その後、

連続一括積層設備を用いて複数材料同時連続積層成膜実験を行い、最適な製造

条件を把握することで、目標である正極材・固体電解質・負極材の３種類の材

料を連続かつ一括に成膜できることを確認した。この実験において、測定され

た線速は0.33m/minと目標である0.3m/min以上を達成することができた。 

（２）界面組成制御技術開発 

 前年度に導入したアルゴンイオンボンバードメントの条件最適化を行い、基

材と正極材界面の組成制御技術を開発した。また、正極材と固体電解質界面の

マグネトロンスパッタリングによる薄膜形成技術を開発した。 

（３）実着量均一制御技術開発 

 連続一括積層設備に適用した水晶振動子による膜厚計測システムおよび、る

つぼ温度制御による実着量制御システムの特性を把握し、連続一括積層設備で

成膜した膜の実着量分布ならびに面内特性分布を評価・最適制御条件の探索を

実施した。これにより正極材・固体電解質・負極材全てにおいて膜厚ばらつき 

幅方向10％以内、長手方向5%以内の目標を達成することができた。 

（４）非液系電極材電池性能評価技術開発 

 連続一括積層設備で成膜した膜に対し、交流インピーダンス法を用いた非液

系電池の性能評価技術を開発した。膜インピーダンスについては、目標である

500Ω以下ならびに面内ばらつき5%以内を達成することができた。 

 

５、あとがき 

平成１８年度より開始した「非液系高容量薄膜電池用電極材の製造技術の開

発」について、成果をまとめた。連続一括積層設備を設計及び導入し、最適条

件を探索することで、正極材・固体電解質・負極を真空槽内で、連続かつ一括

に積層成膜できる製造技術を開発し、非液系高容量薄膜電池用電極材の量産製

造技術の、量産性・コスト・品質の見極めを行った。 

二次電池の主たる技術課題は「小型高容量化」と「電解液に係る安全性・信

頼性の問題解決」である。今回開発した電解液を用いない高容量電池の電極材

に係る製造技術を用いれば、温室効果ガス排出量の少ないハイブリッド車の普

及を促進させ、地球温暖化問題の解決に資することが期待できる。 

今後は、連続一括積層設備を用いて、さらなる製造技術の開発・安全性の検
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証に取り組み、実用化していく所存である。 
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