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水野 雄介革新をもたらす新型リチウムイオン電池
「全樹脂電池」の開発

代表的なリチウムイオン電池の反応式図1

〈正極反応〉
　LiCoO2 ⇄ Li（1－x）CoO2 ＋ xLi＋ ＋ xe－ ……式（1）

〈負極反応〉
　xLi＋ ＋ xe－ ＋ 6C ⇄ LixC6 ……式（2）

〈全反応〉
　Li（1－x）CoO2 ＋ C6Lix ⇄ LiCoO2 ＋ 6C ……式（3）

はじめに

リチウムイオン電池は、正極
と負極の間をリチウムイオンが
移動することで充放電を行う電
池のことで、一般に繰り返し充
放電が可能なものを二次電池と
呼ぶ。鉛蓄電池などの他の電池
に比べ、小型で大容量の電力を
蓄えることができ、携帯電話、
パソコンのバッテリー、産業用
ロボット、電気自動車などの幅
広い用途で使用されている。
近年、太陽光発電や風力発電

といった再生可能エネルギーの
普及・拡大を背景に電力貯蔵の
必要性が増している。再生可能
エネルギーは、日射量や風の吹
き具合といった気象条件によっ
て発電量が左右され、そのまま
では安定した電力供給が難し
い。そこで、発電した電力を必
要なときに備えて貯めることが
できる電力貯蔵と組み合わせる
ことで電力供給システムの安定
性を高めることができる。
電力貯蔵は、電力需要全体の

バランス調整や、発電効率の向
上も可能である。電力需要は1
日のうち昼間が最大（ピーク）、

夜間が最小であり、夏や冬など
の空調を使用する時期に最大と
なる特徴がある。電力会社で
は、電力需要量が最も多くなる
時期の最大需要に備えた発電・
送電設備を確保している。しか
し、これらの対応は、電力需要
の少ない時期には発電所の稼働
率が下がることを意味し、最も
効率よく発電できる定格出力で
の運転時間が減るため、発電効
率が低下する。こうしたことか
ら蓄電設備を併設し、需要の少
ない時間帯で余剰電力を貯蔵
し、ピーク需要の時間帯に供給
するピークシフトをして、発電
所の稼働を一定にして発電効率
を向上させることが期待されて
いる。
本稿では、それら電力貯蔵に
革新をもたらす開発中の新型リ

チウムイオン電池「全樹脂電
池」を紹介する。

リチウムイオン電池の
構造

固体のなかには、隙間の多い
結晶構造を持つものがある。そ
うした固体が正極となり、電子
を受け取ったとき、等量の1価
の陽イオンが隙間に入れば電流
が流れる。負極もその陽イオン
が出入りする隙間を持つ場合、
同じイオンが正極と負極を行き
来する二次電池ができる。その
代表的なリチウムイオン電池の
反応式を図1に示す。正極には
LiCoO2、負極には黒鉛が使用
され、それぞれ正極で式（1）、
負極で式（2）の反応が起こり、
全体としては式（3）の反応が
起こる。リチウムイオン電池
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リチウムイオン電池の主な電池構成と充電、放電時の電流、イオンの流れのイメージ図図2

従来型電池と全樹脂電池（バイポーラ型）の組電池における構造イメージ図図3
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は、図2のように主に正極集電
体、正極、負極集電体、負極、
正極と負極を分けるセパレー
タ、その空間を埋める電解液で
構成されている。正極と負極は
それぞれリチウムイオンを蓄え
られるようになっており、この
リチウムイオンが電解液の中を
通って正極、負極と移動するこ
とでエネルギーをためたり取り

出したりすることができる。

全樹脂電池の構造と
高エネルギー密度化

「全樹脂電池」はAPB株式会
社＊の代表取締役CEOである堀
江英明氏が着想し、当社と共同
で開発を進めてきた技術で、主
要材料を樹脂に置き換え、バイ
ポーラ型構造を採用している全

く新しいリチウムイオン電池で
ある。バイポーラ型構造は、1
枚の単電池（セル）の表と裏に
それぞれ正極と負極があり、そ
の間に電解質を含んだセパレー
タを介して積層した構造のこと
である。
電力貯蔵で使われるような、

数kWh～数MWhの蓄電池の
場合、必要な出力等に合わせて
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リチウムイオン蓄電池の異常による事故件数図4

従来型電池の内部短絡時のイメージ図5

独自開発した樹脂集電体図6
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従来型電池の内部短絡時のイメ ジ5
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（金属集電体）

発熱・発火

複数の単電池を直列および並列
に組み合わせて使用する。従来
型の電池は、単電池を組み合わ
せるために電池の外装体や接続
のための配線が必要である。一
方、全樹脂電池は、従来型には
ないバイポーラ型構造であり、
単電池を積層するだけで電気的
な接続が可能なため、接続のた
めの配線が不要となる。つま
り、組電池のコンパクト化、す
なわち高エネルギー密度化が可
能となる（図3）。

リチウムイオン電池の
異常時信頼性

リチウムイオン電池は、他の
電池に比べて、大きなエネル
ギーを蓄えられる分、使い方を
誤ると発火や発煙といったトラ
ブルにつながることがある。経
済産業省の調査では、リチウム
イオン電池の異常による事故は
近年増加傾向にあり、その多く
が火災を伴っている（図4）1）。
特に、複数の電池を組み合わせ
て使用する電力貯蔵では、火災
の規模も大きくなる。
一般的に事故の主な原因は、

過充電（充電のし過ぎ）、過放
電（放電のし過ぎ）、衝撃によ
る電池の内部短絡であると推定
されている。内部短絡とは、セ
パレータの破損や、導電物の介
在により電池内部で正極と負極
が接触することである。内部短
絡が起こると、電気エネルギー

を持った正極、負極が直接つな
がるため、きわめて大きな電流
（短絡電流）が流れて電池が高
温になり、電解液に引火また発
火する。
これまでリチウムイオン電池
の異常時の挙動に関してさまざ
まな検討がなされてきた。しか
し実際には、損傷事故は頻発し
ており、根本的な対策が喫緊の
課題となっている。

全樹脂電池と
異常時信頼性

従来型の電池は、集電体に金
属が使用されており、集電体の
面方向の抵抗が非常に小さい。

そのため、図5に示す通り、内
部短絡が起こると金属集電体に
沿って大電流が短絡箇所に注ぎ
込み、発熱・発火に至る。
一方、全樹脂電池は、集電体

に樹脂（図6）を使用している。
樹脂集電体は面方向の抵抗が大

＊APB株式会社のホームページ
https://apb.co.jp/

三洋化成ニュース❸ 2021 冬 No.529



従来の金属集電体および全樹脂電池の樹脂集電体での電流の流れ図8

全樹脂電池の内部短絡時のイメージ図7

（1）従来型電池 （2）全樹脂電池（バイポーラ型）

電流方向：集電体に対して平行 電流方向：集電体に対して垂直

全樹脂電池

釘が刺さる（内部短絡）

大電流が流れない
（樹脂集電体）

ほとんど発熱しない

R = ρ = ρ = ρ×105
L
A

1
1×10×10－6 R = ρ = ρ = ρ×10－5

L
A

10×10－6

1×1

1m

1m

1m

1m

（集電体のサイズ：1m×1m×10µm）

きく、内部短絡が起こっても大
電流が流れないように設計して
おり、発熱がほとんどなく、異
常時信頼性が高い電池となって
いる（図7）。
電池の歴史が始まって以来、

電池の集電体に金属を使って
きた理由は、電気抵抗を低く
するためである。図8では、
1m×1m×10µmサイズの集電体
に関して、従来型電池と全樹脂
電池の電気抵抗Rを求めた。公
式中のρは電気抵抗率、Lは集
電体の長さ、Aは断面積であ
る。従来型の電池における電流
の経路は図8（1）に示すよう
に集電体に対して平行に流れて

いる。そのため、集電体部分の
抵抗値はρ×105であり、低い
抵抗を実現するためには集電体
に電気抵抗率の低い金属を活用
する必要があった。一方、全樹
脂電池はバイポーラ型を採用し
ており、図8（2）に示すように、
集電体に対して垂直に電流が流
れている。そのため、従来の電
池との抵抗値の差は10の10乗
倍にも及ぶ。すなわち、バイ
ポーラ型では抵抗値が10の10
乗倍高い材料を使用しても、電
池としては十分低い抵抗を維持
することが可能となっている。
このように、全樹脂電池は高
いエネルギー密度と異常時信頼

性を実現したこれまでにないリ
チウムイオン電池である。これ
らの技術を担っている材料が独
自開発した樹脂集電体である。
樹脂集電体は、樹脂の中に電気
を流す導電性のフィラーが分散
されている。均一かつ薄膜に成
型するために、高度にフィラー
を分散させる必要があり、当社
の界面制御技術が活かされてい
る。

今後の展開

全樹脂電池は、電池の大型化
やデザインの自由化を可能に
し、電力貯蔵に革新をもたらす
だけでなく、幅広い用途への可
能性が期待される。特に電力貯
蔵は持続可能なエネルギーシス
テムへの転換を進めるために重
要な役割を果たす。全樹脂電池
は、太陽光発電、風力発電等の
普及を後押しし、脱炭素化を進
展させる。全樹脂電池の高エネ
ルギー密度と異常時信頼性の高
さを活かして、電力貯蔵を通じ
て持続可能な社会づくりに貢献
していきたい。
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