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　エネルギー環境に目を向けてみると、原子力発電がこのような状況の中、自然エネルギーや省エネルギーに対する関心が高まっている。上手にエネル
ギーを使用するには、工夫が必要であるが、蓄電池は有用なデバイスの一つである。より便利に電池を使用するには電池の信頼性と安全性を高める必
要がある。エネルギー利用の場合には、より大きな電池を作製することが必要となっており、安全性はより重要な課題である。もちろん、大きなエネルギー
密度を有する電池が必要であるので、電池の安全性確保と相反する部分もある。このような問題を解決する一つの方向性として、リチウム電池の固体化が
挙げられる。電池をセラミックスや高分子で作製すると、燃えにくい電池を作製することができる。より高い電池の安全性を確保することができれば、より広
い用途で電池が使用される。電池業界にとっても電池の固体化はその市場拡大の意味で重要である。また、電池を固体で作製することができれば、電池
のコストを下げたり、電池のエネルギー密度を向上させたりする上で、大変よい。リチウム電池の固体化、電池の一つの究極的な形と言える。
　本書では全固体電池を作製するための技術や材料について詳細に紹介している。まだまだ、固体電池の製造には越えなければならないハードルがあ
るが、地道や研究開発を進めることで乗り越えることができると信じている。いずれ究極的な電池の製造がやって来るものと期待している。本書を読めば、
固体電池の開発状況を知ることができ、固体電池の将来について考えるヒントを得ることができる。そのような観点から一読いただければと思う。

大容量化+究極の安全性　 電解質の開発、電極と電解質の界面制御、製造技術について解説



詳細、最新情報は S&T出版　全固体リチウムイオン二次電池 で検索

1章　全固体リチウムイオン二次電池のメカニズムと将来展望
　1.　電解質の性質
　2.　界面の形成
　3.　全固体電池開発の現状
　4.　高分子固体電解質
　5.　全固体電池への期待

2章　特許からみたリチウムイオン二次電池の技術動向
　1.　特許出願動向
　　1.1　出願人国籍別出願動向
　　1.2　技術区分別動向
　　1.3　出願人別動向
　　1.4　注目特許
　2.　研究開発動向
　　2.1　研究者所属機関国籍別動向
　　2.2　研究者所属機関別動向調査

3章　全固体リチウムイオン二次電池の高性能化にむけた要素技術
　1節　無機固体電解質のイオン伝導メカニズムと設計
　　1.　無機固体電解質の設計指針
　　2.　無機固体電解質の代表例
　　　2.1　イオン導電性と構造上の特徴
　　　2.2　Li3N
　　　2.3　NASICON型リチウムイオン導電体
　　　2.4　ペロブスカイト型リチウムイオン導電体
　　　2.5　リシコン(LISICON)
　　　2.6　ガラスセラミックス
　　　2.7　Li10Ge2PS12
　　3.　ガラス系無機固体電解質

　2節　高分子固体電解質のイオン伝導メカニズムと設計
　　1.　高分子中のイオン伝導メカニズム
　　2.　高導電率発現のためのポリエーテル設計
　　3.　選択的リチウムイオン輸送の実現
　　4.　界面電荷移動反応とポリエーテル構造
　　5.　高いイオン伝導性と低い電荷移動抵抗を実現するリチウム塩設計

　3節　無機固体電解質・電極界面の
　　　　　出入力密度向上に向けた界面制御法とメカニズム
　　1.　無機固体電解質を用いた全固体電池の特長
　　2.　出力性能の律速段階
　　3.　界面イオニクス現象
　　4.　全固体リチウム二次電池の高出力化
　　5.　界面抵抗の発生要因

4章　固体電解質の開発
　1節　チオリシコン固体電解質とそれを用いた二次電池の特性
　　1.　チオリシコン
　　2.　チオリシコンを用いた全固体電池
　　3.　全固体電池の実現に向けて

　2節　多価イオン伝導性固体電解質の開発
　　1.　3価イオン伝導体
　　　1.1　β−アルミナ(β-Al2O3)，β”−アルミナ(β”-Al2O3)型3価イオン伝導体
　　　1.2　ペロブスカイト型3価イオン伝導体
　　　1.3　タングステン酸スカンジウム(Sc2(WO4)3)型3価イオン伝導体
　　　1.4　ナシコン(NASICON)型3価イオン伝導体
　　2.　4価イオン伝導体
　　　2.1　Zr2O(PO4)2
　　　2.2　ナシコン(NASICON)型4価イオン伝導体

　3節　PEO系固体電解質とそれを用いた二次電池の特性
　　1.　全固体型リチウムポリマー電池
　　2.　PEO系リチウムイオン導電性ポリマー
　　　・マトリックスポリマーを改善する試み
　　　・無機フィラーを使う試み
　　　・可塑剤を添加する試みなど
　　　・ルイス酸性物質をポリマー電解質中に導入
　　3.　全固体リチウムポリマー電池の製作
　　4.　全固体リチウムポリマー電池の電気化学特性

　4節　有機イオン性プラスティック電解質の開発と可能性
　　1.　プラスチッククリスタルとは
　　2.　ユニークな固体電解質としての可能性
　　　2.1　分子系
　　　2.2　有機イオン性プラスチッククリスタル

　5節　ホウ素の特性を活用した有機・無機ハイブリッド型イオンゲル電解質
　　1.　電解質へのホウ素の導入効果
　　2.　in-situ ゾル―ゲル法による有機・無機ハイブリッド型イオンゲル電解質
　　3.　セルロースを利用した有機ホウ素系イオンゲル電解質
　　4.　アミロースを用いた有機ホウ素系イオンゲル電解質
　　5.　シクロデキストリンから誘導したホウ素多置換型マクロサイクルの利用

　6節　真性ポリマー電解質の開発とそれを用いた二次電池の特性
　　1.　真性ポリマー電解質について
　　　1.1　真性ポリマー電解質の定義

　　　1.2　真性ポリマー電解質の特徴と課題
　　2.　真性ポリマー電解質の課題解決方法
　　　2.1　ポリマーの化学構造からの解決
　　　2.2　ポリマーの形状からの解決
　　3.　我々の取組の紹介
　　　3.1　シアノエトキシメチル基を有するポリ(オキセタン)誘導体を用いた例
　　　3.2　リン酸エステル構造を有するポリ(オキセタン)誘導体を用いた例

5章　全固体リチウムイオン二次電池電極の設計と開発
　1節　粉体技術による無機固体リチウムイオン二次電池の電極設計
　　1.　バルク型全固体リチウム二次電池の構築
　　2.　バルク型全固体電池の高出力化にむけた電極設計
　　　2.1　電極活物質の微粒子化
　　　2.2　電極活物質の表面修飾
　　3.　バルク型全固体電池の高容量化にむけた電極設計
　　　3.1　硫黄正極活物質の適用
　　　3.2　固体電解質薄膜コーティングの適用

　2節　3次元全固体リチウムイオン電池の電極設計
　　1. 3次元電池の構造
　　2.　三次元電池用電極の作製
　　　2.1　櫛形電極を用いた方法
　　　2.2　櫛形電極とレジスト壁の組み合わせ
　　　2.3　規則的なホールアレイを有する固体電解質
　　3.　その他の方法
　　4.　リチウム金属負極を用いた三次元電池

6章　全固体リチウムイオン二次電池の製造技術
　1節　エアロゾルデポジション(AD)法による常温衝撃固化現象と
　　　　全固体薄膜型リチウム・イオン電池への応用
　　1.　エアロゾルデポジション法による常温衝撃固化現象
　　2.　成膜条件の特徴
　　　2.1　基板加熱の影響
　　　2.2　原料粉末の影響
　　3.　常温衝撃固化と成膜メカニズムに関する検討
　　　3.1　粒子衝突速度の測定
　　　3.2　緻密膜形成の基本メカニズム
　　4.　高硬度、高絶縁ＡＤ膜と実用化への試み
　　5.　全固体・薄膜型リチウムイオン電池への応用
　　6.　大面積コーティングへの挑戦
　　7.　今後の技術展望

　2節　スプレー法による正極・負極・電解質の薄膜作製
　　1.　正極の薄膜作製
　　2.　負極の薄膜作製
　　3.　固体電解質の薄膜作製
　　4.　積層電池の作製

　3節　PLD法を用いた正極材料・固体電解質の薄膜化
　　1.　薄膜電池とは
　　2.　PLD法
　　3.　正極材料の薄膜化
　　　3.1　LiCoO2
　　　3.2　LiMn2O4
　　　3.3　Li4Ti5O12
　　　3.4　V2O5
　　　3.5　その他の材料
　　4.　固体電解質の薄膜化
　　5.　全固体電池の作製

　4節　酸化物系全結晶型リチウムイオン二次電池の
　　　　　実現をめざしたフラックスコーティング技術
　　1.　フラックス法
　　2.　フラックスコーティング法
　　3.　フラックス法による酸化物系全結晶型LIB用結晶粒子の育成
　　　3.1　フラックス法による酸化物系全結晶型LIB正極用結晶粒子の育成
　　　3.2　フラックス法によるLIB負極用結晶粒子の育成
　　　3.3　フラックス法による酸化物系結晶電解質粒子の育成
　　4.　酸化物系全結晶型LIB創成へのフラックスコーティング法の応用
　　　4.1　フラックスコーティング法による集電体表面での
　　　　　　　LIB正極および負極活物質用結晶層の直接成長
　　　4.2　フラックスコーティング法による
　　　　　　　正極活物質結晶層／結晶電解質層積層体の作製
　　　　　　　～結晶電解質表面での正極活物質結晶層の直接成長～
　
　5節　薄膜全固体リチウムイオン二次電池の量産技術
　　1.　量産技術の概要
　　　1.1　量産装置の概要
　　　1.2　スパッタリングターゲットの概要
　　　　1.2.1　LPOターゲット
　　　　1.2.2　LCOターゲット
　　　1.3　第一世代量産ライン
　　2.　薄膜形成プロセスの概要
　　　2.1　正極(LiCoO2)膜の形成
　　　2.2　固体電解質(LiPON)膜の形成
　　3.　薄膜全固体リチウム二次電池の特性


