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要  旨  _________________________________________________  

リチウムイオン二次電池は高エネルギー密度化，大型化の方向で市場が拡大しているが，

一方で安全性との両立に課題があった． 

我々はリコーの印刷技術を用いて電極上へ耐熱セラミック層を印刷する技術を確立した．

1000℃以上の耐熱性を持つアルミナAl2O3をインクジェットインク化し，電極上へ直接印刷

することで，異常発熱時におけるリチウムイオン二次電池の安全性を向上させた．またこ

れまで他の印刷方式で課題となっていた印刷品質の課題や出力性能の低下を，インク組成

や使用材料の変更により解決した．インクジェット印刷は非接触印刷であるため，下地電

極へダメージを与えることなく薄膜印刷が可能であることが確認できた． 

電池材料のインクジェット印刷では更なる高次安全技術の確立として，現状のポリオレ

フィンセパレータの置き換えを狙う耐熱性セパレータの開発や燃焼系材料を使用しない固

体電解質材料によるセパレータ層印刷の技術を開発している． 

ABSTRACT  _________________________________________________  

The market for lithium-ion secondary batteries has been moving in the direction of higher energy 

density and larger size, but this comes with the challenge of achieving compatibility with safety. 

We have established a technology to print a heat-resistant ceramic layer on the electrode using Ricoh 

printing technology. Alumina Al2O3, which has a heat resistance of 1000°C or higher, was converted 

into an inkjet ink and printed directly on the electrode to improve the safety of lithium-ion secondary 

batteries during abnormal heat generation. In addition, we have solved the problems of print quality and 

decreased output performance, which have been issues in other printing methods, by changing the ink 

composition and materials used. Since ink jet printing is non-contact printing, we were able to perform 

thin film printing without damaging the base electrode. 

In order to establish higher-order safety technology for inkjet printing of battery materials, we are 

developing a heat-resistant separator to replace the current polyolefin separator and a separator layer 

printing technology using a solid electrolyte material that does not use combustion. 
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1. 背景と目的 

リチウムイオン二次電池は携帯電話やデジタルス

チルカメラ等に搭載され普及してきたが，近年では

更に電動自動車，蓄電池，パワーツール等へと市場

を拡大し，且つエネルギー密度も増加傾向にある．

それに伴って市場での発火事故件数が増加し大きな

問題となっている． 

電池の発火事故の多くは，リチウムイオン電池内

部の正極と負極が何らかの異常事態により電気的に

短絡することにより発生するものである．本研究は

このような発火事故を防ぐために開発したものであ

る． 

 

2. 電池の構造と発火のメカニズム 

2-1 リチウムイオン電池とは 

2-1-1 電池に使用される部材と充放電メカニズム 

Fig. 1にリチウムイオン電池の構成図を示す．通

常，リチウムイオン電池は正極，負極，セパレータ，

電解液で構成されており，これらを重ねて倦回また

積層した素子を，金属缶やラミネートフィルムに封

入して構成されている． 

リチウムイオンが正極からセパレータを通して負

極に吸蔵されることを充電と呼び，負極から再びセ

パレータを通って正極にリチウムイオンが吸蔵され

ることを放電と呼ぶ．電解液は負極，正極，セパ

レータの空隙内に満たされ，リチウムイオンを運搬

する役割を担う． 

 
出展：電池工業会HP 

Fig. 1 Lithium-ion battery configuration (square battery). 

2-1-2 リチウムイオン電池の発火メカニズム 

電池の内部には多数の可燃性材料が存在している．

負極に使用されるカーボン材料，バインダ，正極に

使用される導電材（主としてカーボンが使用され

る），バインダ，そして電解液，セパレータ，樹脂

製の絶縁材料等（ガスケット，絶縁保護テープ類

等）． 

Fig. 2にリチウムイオン電池の発火メカニズムを

示す．横軸にリチウムイオン電池が短絡してからの

時間経過，縦軸に温度上昇とその際に発生する事象

を示した．充電した電池が電池内部で短絡した際の

発火のメカニズムは以下の通りである． 

◆発火メカニズム1) 

① 電池内部で短絡が発生する． 

② 短絡箇所に大電流が流れ，ジュール発熱によ

り温度が上昇する． 

③ 100℃近辺まで電池の温度が上昇すると負極

上の保護被膜が壊れ，電解液の還元分解と発

熱が起きる． 

④ 熱により樹脂セパレータが融解し，短絡箇所

が拡大して，更に温度上昇が加速する． 

⑤ 200℃近辺で正極と電解液の反応が起こり，

正極から酸素が放出されて更に温度が上昇す

る（熱暴走）． 

⑥ 電池内部からの火花や異常発熱が原因となっ

て，電解液に着火し，発火する． 
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このような発火現象を抑えるには①，②の電池の

内部短絡の防止，③負極の保護被膜の破壊防止，④

セパレータの融解による温度上昇の加速の抑制，⑤

正極の熱暴走の抑制が必要となる． 

本開発では特に①，②，④の電池の内部短絡防止

に着目し，インクジェットの活用により負極上にセ

ラミックを印刷することで，電池の短絡，短絡箇所

拡大を防止し，ジュール発熱を抑制することを試み

た． 

 

Fig. 2 Ignition mechanism due to internal short circuit 1). 

3. インクジェットによるセラミック耐熱層の

開発 

3-1 グラビア印刷によるプレテスト 

インクジェット印刷の優位性検証のため，薄膜印

刷に多用されるグラビア印刷でテスト印刷を実施し

た． 

3-1-1 セラミック含有グラビア印刷インクの作製 

主溶媒を純水として，アルミナ（Al2O3），CMC

（カルボキシ・メチル・セルロール），SBR（スチ

レンブタジエンラバー）を加え，粘度200 mPa∙secに

調整し，グラビア印刷用インクを作製した． 

3-1-2 印刷結果 

あらかじめ用意したCu箔上にグラファイトを塗

布したリチウムイオン電池用負極材上にグラビア印

刷装置を用いて，3-1-1で作製したインクにてテス

ト印刷を実施した． 

セラミック層をグラビア印刷した電極の写真を

Fig. 3に示す．印刷面に多数のクレータ上の孔が確

認された．この孔はインクが電極表面に塗布された

直後から発生していることが分かった．グラビア印

刷では液膜を電極表面に転写する形で印刷する方式

であるため，多孔質である電極内部にインクが浸透

し，電極内部に内包した空気が浮き上がってクレー

タとなっていることが分かった． 

 

 

Fig. 3 Ceramic printing by gravure printing. 

3-2 インクジェットによるセラミック印刷テスト 

3-2-1 セラミック含有インクジェット用インクの作製 

本実験では主溶媒として純水を使用した．プロセ

ス概要を以下に示す． 

① ビーカーにアルミナ（Al2O3），分散材，純水，

を入れ，ホモジナイザ（日本精機製作所製

US-600AT）にてプレ分散を実施した． 

② ①で作製したプレ分散液をビーズミルにて，

粒径がDmax≦2.5 µmとなるまで，解砕，分散

した． 

③ ①で作製した分散液に粘度調整材，湿潤材と

結着材を加えて，セラミック含有インク

ジェット用インクを処方した． 

3-2-2 セラミック層の印刷 

印刷には産業用インクジェット評価装置のリコー

製EV2500を使用した． 

3-1-2と同様にあらかじめCu箔上にグラファイト

を印刷したリチウムイオン電池用の負極を準備し，
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その表面にEV2500を使用して，セラミック層を印

刷した．膜厚は3 µm～13 µm程度まで複数種印刷し

た． 

セラミック層をインクジェット印刷した電極の写

真をFig. 4に示す．インクジェットを用いた場合に

はグラビア印刷で見られたような気泡欠陥は発生し

なかった． 

負極の電極層はグラファイト粒子が層状に形成さ

れた多孔構造であるため，セラミックインクは浸み

込みを抑制するために，粘度，表面張力等のインク

組成を改良し，電極層に浸み込まない組成とした

（特許出願中）． 

 

 

Fig. 4 Ceramic printing by inkjet method. 

 

Fig. 5 Ceramic printed negative electrode (SEM image). 

Fig. 5にセラミック印刷済み負極の断面を示す．

セラミック層の厚みは約10 µm程度である．膜厚は

インクの固形分濃度やインクの印刷密度（dpi）で

設計可能である．本件では電池テストのため，約2 

µ～12 µm程度まで4種類のアルミナ印刷済み電極を

作製した． 

3-2-3 リチウムイオン電池作製 

Fig. 6にアルミナ層の膜厚を約2 µ～12 µm程度ま

で振って，4種類のアルミナ印刷済み電極を作製し

た際の電極写真を示す． 

アルミナ層を印刷した電極表面の抵抗は，アルミ

ナの層を厚くするほど高抵抗となることが確認され

た．また，明度を示すL*を測定すると，以下の通

りであった． 

T1: L*=60.1 

T2: L*=70.1 

T3: L*=79.3 

T4: L*=89.3 

L*とはCIE1976(L*, a*, b*)で表される色空間を示

す指標であり，L*は色の明度としてL*=0は黒，

L*=100は白を示す2)． 

アルミナインクは，インクの組成によっては電極

の空隙に浸み込むため，単純な印刷量（g/m2）では

絶縁抵抗値との相関が低い．電極層にアルミナが浸

み込むと黒くなり，電極上に形成されると白くなる

ため，色度L*で数値化することにより，絶縁抵抗

値との相関グラフによって，品質を評価することが

可能である．Fig. 6により電極抵抗値が高いほど，

L*値が高いことが分かる． 

 

 

Fig. 6 Alumina layer printed negative electrode. 

Fig. 7 に，試作電池の概要を示す．正極に

LiNixCoyO2-Al（X+Y=1.0．以下，NCAと略す），負

極にグラファイトを用いた．電解液はLiPF6（六

フッ化リン酸リチウム）を塩とし，溶媒にEC（エ
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チレンカーボネート），DMC（ジメチルカーボネー

ト），EMC（エチルメチルカーボネート）を混合し，

注液した． 

セラミック層（アルミナ）を負極上に印刷した電

極を試作電池とした．また，アルミナ層を印刷して

いない電極をRef.電池とした． 

セル容量は180 mAhで設計し，セラミック層が電

池性能へ与える影響を評価した． 

 

Fig. 7 Overview of prototype battery. 

 

Fig. 8 Appearance of prototype cell. 

3-2-4 電池性能試験 

3-2-3で作製した電池を評価した結果をFig. 9に示

す．横軸に充電深度（SOC: State of Charge）を示し，

縦軸に出力密度特性を示す．Ref.に対して，開発初

期にTRYしたセラミック印刷電池では出力性能の低

下が確認された． 

これはフィルムセパレータに加えて新たにセラ

ミック層を形成したためにLiイオンの透過性が阻害

され出力密度の低下につながったと推測された． 

 

Fig. 9 Power characteristics of early development ceramic 
printing battery. 

本開発ではイオン透過性の阻害となる要因を抽出

し，インク組成及び，セラミック印刷層の構造を改

質することで，イオンの透過性を改善することに成

功した． 

Fig. 10に改良したセラミックインクを使用した電

池の出力性能評価結果を示す．T1～T4はそれぞれ

目付量（mg/cm2）を変えた3-2-3で作製したセラ

ミック層印刷電極を使用した．開発初期のような出

力性能の低下は見られず，且つ，目付量増による出

力性能の低下も見られない． 

 

Fig. 10 Performance of ceramic printed batteries after 
power characteristics improvement. 
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3-2-5 安全性試験 

次に，3-2-3で作製したセラミック印刷済み電極

を使用して電池の釘刺し安全性試験を実施した． 

電池の積層数を上げて1300 mAhとして安全性試

験を実施した結果をFig. 11に示す．釘刺し試験を実

施した結果，セラミック層を印刷していないRef.電

池は激しく発煙し，その後発火した．セラミック層

を印刷した電池では発煙は確認されたが，発火を抑

制することができた．またセラミック層の目付量

（＝厚み）を増やすほど，発煙の量が減っていくこ

とが確認された．電池の設計や容量により目付量を

設定することで，電池の安全性を調整することがで

きる． 

 

 
Fig. 11 Results of nail penetration test performed for each 

basis weight of ceramic layer. 

4. 考察 

4-1 電池の安全性が向上した要因について 

今回，電極上へセラミック層を印刷することに

よって，電池の釘刺し安全性が向上することが確認

できた．従来の樹脂セパレータのみの場合には

Fig. 12のように，電極と釘とが接触して短絡し，発

火・発煙に至ると思われる． 

セラミック層の形成により，釘と電極の間にセラ

ミック層が介在し，短絡を抑制し，ジュール発熱を

抑制することができると思われる． 

 

 

Fig. 12 Mechanism of short circuit prevention by alumina 
layer. 

5. 結論 

5-1 結論 

今回，インクジェットを活用してリチウムイオン

電池の表面にセラミック層を形成することにより，

リチウムイオン電池の釘刺し安全性を向上させるこ

とができた．インクジェットを活用することのメ

リットは以下のように考えている． 

・ 電極上へ非接触で印刷できるため，電極表面へ

ダメージを残すことなく印刷が可能． 

・ インクジェットの均一な液滴により，安定した

膜厚が実現可能． 

・ これまでグラビアやダイ方式では実現困難で

あった凹凸面（活物質粒子）への薄膜印刷が可

能． 

本技術を活用し，機能性印刷の実現を目指す． 

5-2 将来展望 

本件ではリコーの培ったインクジェット技術によ

り電極上へ直接耐熱絶縁層を印刷することにより，

リコーが目指す「機能する印刷」の具現化を実現し

た．加えて，電池材料や多孔質材料の印刷が完成す

れば，電池は自由な形状で印刷により製造すること

が可能となる．電池の形状によりデバイスの形状が

制限される従来の製造から解放され，電池製造プロ

セスに向けて，新たな価値の提供を目指す． 
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