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まえがき＝リチウムイオン二次電池は，Ni-MH電池など
の従来の二次電池と比較して小型で軽量であり，かつセ
ル電圧が高いことからエネルギー密度が高い。このた
め，スマートフォンなどのモバイル機器に加え，近年で
はハイブリッド自動車や電気自動車，定置型蓄電池への
適用が進められている。しかしながら，高容量化や高出
力化，長寿命化，安全性の向上，低コスト化の課題があ
り，電極材料や電解液，セパレータの開発は活発に行わ
れている。とくに，長期使用が想定される車載用や定置
型のリチウムイオン電池では，耐久性向上の検討や寿命
予測の観点から正極，負極のいずれが支配的に劣化して
いるかを明確にすることは，さらなる長寿命，高入出力
特性の電池を開発する上で重要である。
　㈱コベルコ科研（以下，当社という）においても，こ
のような劣化機構の解明の要請に対し，電池の試作およ
び内部抵抗分離解析技術，物理解析，シミュレーション
技術など，二次電池の総合分析および解析技術を確立し
てきた。とくに充放電サイクル劣化に関しては，車載用
など高出力が要求される電池で使用される正極活物質に
ついて，層状岩塩構造のLi（NixMnyCo1-x-y）O2 系活物質，
スピネル構造のLiMn2O4，オリビン構造のLiFePO4を始
め，グラファイト，Siなどの負極活物質の抵抗分離解析
と物理解析の複合解析を行い，劣化機構の解明を行って
きた 1 ）～ 5 ）。
　既報文献 6 ）～ 8 ）に続き本稿では，リチウムイオン電池
の長期サイクル試験における劣化について，内部抵抗分
離解析と物理解析による複合解析の事例を紹介する。

1 . 評価用電池の試作および電池特性評価

　劣化解析を行う上で，電池特性の低下と部材の劣化
（活物質の結晶構造の変化，皮膜の形成，電解液の分解，
ガス発生，など）を相関付けて解析することが重要であ
る。また，そのための新たな分析評価・解析手法の開発
も不可欠である。
　当社では，開発品を含む種々の正極活物質，負極活物
質，セパレータ，電解液を用いた評価用電池の試作が可
能である。図 1 に示す円筒型電池（18650タイプ），ラミ
ネート型電池，角形電池の試作を行っており，サイクル
劣化や高温保持劣化のデータを取得するとともに，新た
な評価・解析手法の開発を行っている 9 ）～12）。以下に，
ハイブリッド用高入出力電池を模擬したラミネート型試
作電池を用いた充放電サイクル劣化の解析事例を示す。
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図 1  評価用試作電池（円筒型，ラミネート型，角形）
Fig. 1  Prototype cells for testing (cylindrical cell, laminate call and 

prismatic cell from the left)
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1. 1　評価用電池の試作
　正極は，平均粒径10μmのLi（Ni1/ 3 Mn1/ 3 Co1/ 3 ）O2を活
物質とし，導電助剤としてアセチレンブラック，結着剤
としてPVDF（ポリフッ化ビニリデン），溶媒として
NMP（N－メチルピロリドン）を加えて薄膜旋回型高
速ミキサにて混練し，粘度を適切に調整した後，連続塗
工機にて集電体アルミ箔に両面塗工した。乾燥後ロール
プレスにより密度調整を行い，合材層の膜厚42μm，密
度2.8g/cm3 の正極とした。負極は平均粒径35μmのグラ
ファイトを活物質とし，正極同様の工程にて混練後スラ
リー化し，集電体銅箔に合材層を両面塗工し，膜厚55μ
m，密度1.3g/cm3 とした。露点－70℃以下に調整された
Arガス雰囲気下にて，作製した正極と負極をセパレー
タ（ポリエチレン製樹脂フィルム）を挟んで対向させた
電極積層体をラミネート外装材に格納し，電解液

（ 1 mol/L LiPF6 /エチレンカーボネート（EC）：ジエチ
ルカーボネート（DEC）= 1 ： 1 vol.%）を加えて，設計
容量550mAhの積層型ラミネート型電池を作製した。そ
の後，0.2ItA（0.26mA/cm2）× 3 サイクルの初期充放電
を行った。
1. 2　充放電サイクル試験における容量低下の評価
　試作したラミネート型電池を対象に，室温において電
圧2.7～4.2V，2 ItA（2.6mA/cm2）で6,100回の充放電サイ
クル試験を実施した。化学反応式は，
　正極反応：
　Li（Ni1/3 Co1/3Mn1/3）2 ⇔Li1－x（Ni1/3 Co1/3Mn1/3）O2＋Lix

＋＋xe－

　負極反応：
　C＋Lix

＋＋xe－＋⇔LixC
　全反応：
　Li（Ni1/3 Co1/3Mn1/3）2 ＋C ⇔Li1－x（Ni1/3 Co1/3Mn1/3）O2＋LixC
である。 2 ItAでの充放電曲線を図 2 に示す。充放電サ
イクル数の増加に伴って，充電曲線が高電圧側に，放電
曲線が定電圧側にシフトしている。この過電圧の増加は
抵抗が増加していることを示している。また，充放電容
量の低下が見られ，6,100サイクルにて 2 ItAでの放電容
量は初期の46%に低下している。
　充放電容量の調査のため，2.7Vから4.2Vの間で0.2ItA
にて定電流定電圧充電（定電圧保持 1 時間），0.2ItAに
て定電流放電を実施した。このときの充放電曲線を図 3

に示す。低レートでの充放電は過電圧の影響が少なく，
電池の充放電可能な容量を評価することができる。充放
電サイクル数の増加に伴って充放電容量の低下が見ら
れ，6,100サイクルにて放電容量は初期の74%に低下して
いる。したがって，充放電サイクルにより，内部抵抗の
増加と容量の低下が起こっている。

2 . 劣化解析

2. 1　内部抵抗分離解析
　内部抵抗増加因子を特定することは，充放電サイクル
耐久性や入出力特性向上のための研究開発に重要な知見
を与える。しかしながら，内部抵抗の構成因子は複雑で
あり，活物質／電解液界面の電荷移動抵抗，活物質中の
リチウムイオン拡散抵抗，活物質／活物質界面や活物質
／導電助剤界面，活物質／集電体界面などの電子抵抗，
電解液中のイオン伝導抵抗など，リチウムイオンが関わ
る反応や電子が関わる反応が存在する。内部抵抗の解析
においては，時定数の異なる反応を分離することができ
る交流インピーダンス法が有用であるが 13），反応時定数
が近接している場合には，電池（フルセル）のまま測定
した交流インピーダンス波形の解析のみで，抵抗因子を
分離することは困難である。
　当社では，内部抵抗に対する正極，負極，セパレータ，
電解液の寄与を分離するための抵抗分離解析技術を開発
している14）。図 4 に正極および負極の抵抗分離解析の概
念図を示す。正極，負極それぞれについて対極をリチウ
ムとした抵抗解析用のハーフセルを作製し，内部抵抗を

図 2  充放電曲線（ 2 ItA）
Fig. 2  Cycle dependence of charge-discharge profile ( 2 ItA)

図 4  抵抗分離の概念図
Fig. 4  Schematic image of resistance separation analysis

図 3  充放電曲線（0.2ItA）
Fig. 3  Cycle dependence of charge-discharge profile (0.2ItA)
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測定することで正極，負極の抵抗増加の寄与を分離する
ことが可能となる。
　劣化電池の正極，負極を用いて構成した解析用電池

（フルセル）の満充電状態での内部抵抗測定結果を図 5 ，
図 6 に示す。内部抵抗測定は交流インピーダンス法によ
り行った。周波数変調した微弱電圧（電流）を電池に印
加し，応答電流（電圧）の振幅および位相差から時定数
の異なる反応素過程を分離する手法である。OCV（開
回路電圧）に対して振幅10mVを重畳させた交流電圧を
1 MHzから 1 mHzまで印加し，その応答電流から内部
抵抗を求めた。10kHz付近の高周波数域に応答する反応
に対応する円弧と，10Hzから0.1Hzの低周波数域に応答
する反応に伴う円弧と，リチウムイオンの拡散抵抗（ワ
ールブルグインピーダンス）を示す右上がりの直線部が
見られ，サイクルの増加に伴って低周波数側の円弧が顕
著に増大していることが分かる。
　図 7 に劣化正極ハーフセル，図 8 に劣化負極ハーフ
セルの満充電状態での内部抵抗測定結果を示す。正極は
低周波数域に電荷移動抵抗が確認され，フルセルと同様
に抵抗の増大が確認された。一方で負極は，主に高周波
数域にて電荷移動抵抗の増大が確認された。今回の充放
電サイクル試験では，フルセルにおいて低周波数域の反
応が顕著に増加していたが，この低周波数域の反応は正
極の電荷移動抵抗であり，内部抵抗増加の主要因は正極
であることが抵抗分離解析により明らかとなった。

2. 2　単極容量の評価
　作製したハーフセルを用いて単極容量測定を実施し
た。その結果を図 9 に示す。解析用フルセルでは充放電
サイクル試験により容量低下が確認された。一方で，正
極ハーフセルおよび負極ハーフセルでは，フルセルに見
られる容量低下が確認されなかった。ハーフセルは対極
が金属Liであるため，充放電に必要なリチウムイオンは
十分に存在する。つまり，今回の充放電サイクル試験で
は，正極，負極の活物質はリチウムイオンを挿入脱離す
る能力を失ってはいないが，充放電可能なリチウムイオ
ンが減少しているために容量低下が起こっていると考え

図 5  解析用フルセルの内部抵抗（ナイキスト線図）
Fig. 5  Nyquist plots of degraded full cell

図 7  劣化正極ハーフセルの内部抵抗（ボード線図）
Fig. 7  Bode plots of degraded Cathode half cell

図 6  解析用フルセルの内部抵抗（ボード線図）
Fig. 6  Bode plots of degraded full cell

図 8  劣化負極ハーフセルの内部抵抗（ボード線図）
Fig. 8  Bode plots of degraded Anode half cell

図 9  ハーフセルでの単極容量測定結果
Fig. 9  Capacity fade analysis of cathode and anode
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られる。なお，負極での容量増加は副反応が起こってい
ると考えられ，電解液の分解による皮膜生成反応が活性
化していることが示唆される。
2. 3　正極活物質内のリチウムイオン拡散抵抗の評価
　作製した正極ハーフセルについて，定電流間欠滴定法

（Galvanostatic Intermittent Titration Technique，以下
GITTという）によってリチウムイオンの拡散抵抗を評
価した15），16）。GITTのパルス波形例を図10に示す。IR領
域は主に電解液中のイオン伝導抵抗，電子抵抗，電解液
／活物質界面の電荷移動抵抗が含まれる。ΔEτ領域に
はリチウムイオンの拡散が含まれるが，とくに，反応時
定数の遅い電解液／活物質界面の電荷移動抵抗と，リチ
ウムイオンの拡散抵抗を正確に分離するためには，反応
時定数を評価できる交流インピーダンス法との複合解析
が必要となる。
　50%充電状態でのGITT波形を解析し，式（ 1 ）を用
いてリチウムイオンの拡散係数を算出した。Lは電極合
材層の厚み，ΔEsはGITT測定前後の電位差である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………（ 1 ）

　放電状態での正極活物質内のリチウムイオン拡散係数
を図11に示す。充放電サイクル数の増加に伴って，拡
散係数が低下していることが明らかとなった。
2. 4 正極の劣化解析
　充電時にはリチウムイオンは正極活物質から引き抜か
れ，負極活物質に挿入される。放電時には逆の反応が起

こり，充放電サイクル試験においては，正極・負極の活
物質にてリチウムイオンの挿入・脱離による構造変化が
繰り返される。
　正極の劣化機構解明のため，正極の結晶構造変化を
Cs-STEMにより調査した。リチウムイオンは水分と反
応して容易に状態が変化するため，劣化後の試作電池を
露点－70℃以下に調整されたAr雰囲気下にて解体し，
取り出した正極を，不活性ガス雰囲気を保持したまま
FIB（収束イオンビーム）装置に挿入した。その後，断
面マイクロサンプリング法によりTEMサンプルを摘出
し，FIB加工により薄片化した。
　660サイクル後の正極活物質の断面TEM観察結果を
図12に示す。Li（Ni1/3 Mn1/3 Co1/3 ）O2（NMC）は六方晶系
の層状岩塩構造であるが，表層の構造はリチウムが脱離
した立方晶岩塩構造に結晶構造転移していることをナノ
電子線回折像，およびシミュレーションパターンとの比

DLi＋＝ 4L2
πτ （τ<< L2/DLi＋）ΔEs

ΔEτ
2

図10  NMC正極活物質のGITT波形
Fig.10 Scheme for single step of GITT profile of NMC cathode 

material

図11  NMC正極活物質内のLiイオンの拡散係数
Fig.11 Chemical diffusion coefficient of Li＋ as a function of voltage 

calculated by GITT analysis

図12  正極表面の結晶構造転移層のCs-STEM像
Fig.12 Cs-STEM-HADDF image shows cubic phase on the surface of 

NMC cathode material (660cycle)

図13  正極表面のSTE-HADDF像とEDXライン分析（660サイクル）
Fig.13  STEM-EDX line scan analysis of surface of NMC (660cycle)
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較により同定した。
　図13に原子分解能で観察した正極活物質表層の断面
Cs-STEM-HADDF像を示す。遷移金属元素の並ぶ層の
間にリチウムイオンが挿入あるいは脱離されるが，本来
リチウムイオンが存在すべきサイトに遷移金属のNi，

Co，Mnが移行するカチオンミキシングが起こっている
ことが確認された。また，STEM-EDXライン分析によ
り，立方晶岩塩構造では酸素欠損が，さらに最表層では
Mn溶出に伴うNi，Coの濃化が確認された。
　一方で，6,100サイクル後の正極活物質の表層では，
立方晶岩塩構造への結晶構造転移層の厚さは30nm程度
で顕著な増加はみられなかったが，図14に示すSTEM-
EELS結合状態マッピング像により，活物質表層で形成
された立方晶岩塩構造層上に新たにMn，Coの酸化物，
フッ化物由来の無機系界面層の形成も確認された。
2. 5　負極の劣化解析
　660サイクル後の負極活物質の表面皮膜の結合状態を
XPSにより調査した。主要元素の狭域スペクトルを図15
に示す。有機系の皮膜やLiF，Li2CO3 などの無機系の皮
膜に加え，正極活物質から溶出し負極上で析出したと考
えられるMnの存在を確認した。皮膜厚さは，SiO2 換算
で約30nmであった。
　6,100サイクル後の負極活物質の主要元素の狭域スペ
クトルを図16に示す。660サイクル後にみられた有機系
の皮膜やLiF，Li2CO3 などの無機系の皮膜，Mnの析出
に加え，新たにLi酸化物が確認された。皮膜厚さはSiO2

換算で約140nmであり，660サイクルから 4 倍以上増加
した。LiFやLi2CO3などに加え，長期サイクルにおける
LiOxの生成が充放電可能なリチウムイオンを失活させ，
充放電容量の低下を引き起こしていると考えられる。

図14  正極表面のSTEM-EELS 結合状態マッピング像（6,100サイクル）
Fig.14 STEM-EELS chemical binding state mapping of surface of 

NMC (6,100 cycle)

図16  負極表面のXPS深さ方向分析（6,100サイクル）
Fig.16  XPS depth profile of surface of graphite (6,100 cycle)

図15  負極表面のXPS深さ方向分析（660サイクル）
Fig.15  XPS depth profile of surface of graphite (660cycle)
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3 . 内部抵抗分離解析と物理解析の複合解析によ
る劣化メカニズム

　内部抵抗の増大が確認された正極活物質は，充放電サ
イクルにより表層にて立方晶岩塩構造への結晶構造転移
が確認された。この結晶構造転移は，反応サイトを減少
させ，電解液／活物質界面の電荷移動抵抗を増大させる
と考えられる。また，長期サイクルにおけるMn，Coの
酸化物層，フッ化物層の存在が反応サイトを減少させ，
電解液／活物質界面の電荷移動抵抗を増大させると考え
られる。さらに，遷移金属がリチウムイオンサイトへ移
行するカチオンミキシングは，リチウムイオンの固相内
の拡散を阻害し，拡散抵抗を増大させると考えられる。
　一方で，充放電サイクル試験において，正極，負極と
もにリチウムイオンを挿入，脱離する能力は失っておら
ず，充放電可能なリチウムイオンが減少していることが
明らかとなった。グラファイト表面にLiを含む皮膜が形
成され，とくに長期サイクルにおいてLiOxの皮膜が厚
く形成されることで充放電可能なリチウムイオンが捕ら
われ，結果として充放電容量を低下させると考えられる

むすび＝リチウムイオン電池は，車載や定置型用途に適
用が進み，高容量化や高出力化，長寿命化，そして安全
性の向上に向けた取り組みがますます進むものと考えら
れる。実機電池に適用可能な内部抵抗分離解析と物理解
析との複合解析は，劣化メカニズムの解明のために今後
ますます重要な技術となる。さらに，次世代電池として

高電位・高容量正極を用いたリチウムイオン電池17）や，
固体電解質を用いた全固体電池18）, 19），ナトリウムイオ
ン電池，さらには燃料電池の研究開発が活発となってい
る。当社では電池の試作，物理解析や化学分析，安全性
試験，およびCAEとの複合解析を進めている。これら
の評価・解析技術群を総合した評価・解析を行うことに
よって，次世代二次電池，燃料電池の開発に貢献できる
よう努めたい。
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