
リチウムイオン二次電池の受託試作事業の増強
Expansion of Contract Business of LIBs (Lithium-ion Secondary Batteries) Fabrication
リチウムイオン二次電池（以下LIB）市

場は、昨年10月の日本政府のカーボン
ニュートラル宣言以降、顕著に拡大を
続けています。特に、自動車の電動化
は、今後加速することが予測されてお
り、そのため車載向けとして、次世代
の先進LIBと全固体LIBの研究開発が活
発化しています。次世代の先進LIBに
は、NMC811やNCAなどのHigh-Ni正極
活物質の適用が期待されています。ま
た、さらに次世代の負極活物質には、Si
系活物質と黒鉛との混合負極が体積エ
ネルギー密度の視点を踏まえて開発が
進展しています（図1参照）。このような
高容量正極と負極の組み合わせにおい
て、例えば電極密度と電池特性に密接

な関係を持つ組合せを変えて、実電池
を模擬した電池試作が研究開発の促進
に特に有効です。

当社の電池試作・解析センターでは、
これまで極低露点で制御された専用ド
ライルームにて、混錬・塗工からラミネー
ト型セルの試作まで一貫して受託してま
いりました。今般、電極・電池試作の受
託能力を拡大致しました。従来の枚葉
式プレス機からロールtoロールの電極プ
レスが可能な連続プレス機にリプレース
いたしました。当社の連続ロールプレス
機は、高容量LIBの厚膜電極への対応
として、プレス圧力は従来の3倍（総圧
30ton級）まで増強いたしました（写真1）。

当社は、高容量化LIBの部材のスク

リーニング評価から全固体電池の試
作・分析評価・解析に加えて、水素社会
を支える燃料電池のMEA試作・各種評
価試験・物理解析まで強化を進めてい
ます。お気軽にご相談ください。
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写真1　当社ドライルーム内に新設した連続ロールプレス機

制御系

連続ロールプレス本体

図1　車載電池の技術シフト1）
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自動車のEV化を支える
電池試作・評価技術（2）
〜先進LIB（高容量セル）のセル試作・評価〜

当社電池試作・解析センターは、電極
打ち抜き機、自動積層機、注液ブース、
封止装置を保有しております。ドライ
ルームの露点は、常時制御しておりま
す。最適な試作環境において、お客様
に電池試作の受託サービスを提供いた
します。
▶ なぜいまこれが？

EV用のLIB容 量は、EVの一 充 電 航
続距離に直結するため高容量化が進
展しています。次世代の先進LIBには、
NMC811やNCAなどのHigh-Ni正極活物
質を用いた正極の採用が期待されてい
ます。
▶ これがポイント！

当社では、お客様からご支給された
High-Ni正極について、全ての工程は、
ドライルーム内にて正極（電極）の打ち
抜き⇒セル組み（自動積層機にて可能）
⇒注液⇒封止まで露点を制御した雰囲
気下にてセルの試作が可能となってお

ります。
当社標準のラミネート型電池は、図1

に示す4タイプとなります。Aタイプ・A
タイププラスは、お客様がご支給され
る電極が少量の場合、あるいは新規活
物質のスクリーニング評価に好適です。
C・Dタイプは、積層化により3－20Ah級
のセル試作が可能です。セル部材の一

部をお客様ご支給材に置き換えてセル
評価が可能です。お気軽にご相談くだ
さい。

▶ お問い合せ先
機能材料ソリューション本部　電池試作・解析センター

莇 丈史
azami@jfe-tec.co.jp

自動車のEV化を支える
電池試作・評価技術（１）
〜先進LIB（高容量セル）の電極試作

（混錬・塗工・プレス）〜

当社は、ドライルーム内にプラネタリ
ミキサ（混錬機）、連続塗工機、連続ロー
ルプレス機を保有しております。ドライ
ルームの露点は、常時制御しております。
最適な試作環境において、お客様に電池
試作の受託サービスを提供いたします。
▶ なぜいまこれが？

先進LIBとして高容量セル向けの正
極活物質が注目されております。設計
上の観点から先進LIBは、現行LIBより
も高電圧設計となり、その電極は高目
付量、高密度が想定されておりますが、
高容量の正極活物質は、大気中の微量
な水分と反応し易く、一旦水分を吸着
してしまうと、混錬時に増粘しゲル化し
てしまうことがあります。
▶ これがポイント！

当社は、ドライルーム内にて混錬・塗工・
プレスまで露点を制御して試作可能のた

め、増粘・ゲル化のリスクは大幅に低減で
きます。写真1は、ドライルーム内に設置
している連続塗工機です。露点を制御し
た雰囲気にて、大気にさらすことなく電極
試作が可能です。また、当社の連続ロー
ルプレス機は、新規にドライルームに設
置いたしました。表1に当社
従来法とし大気下でロールプ
レスした高容量正極と当社ド
ライルーム内でロールプレス
を行った高容量正極の水分
測定結果を示します。ドライ
ルーム内にてロールプレスを
行った電極の水分量は、従
来法に比べて2桁低いことが
確認できます。なお、一般に
電池性能は、電極中の水分
量が多いほど低下します。当
社試作品の水分量
は、制御できている
ことが確認できまし
た。また、連続ロー
ルプレス機は、熱プ
レス（加熱90℃）対応

も可能です。お気軽にご相談ください。

▶ お問い合せ先
機能材料ソリューション本部　電池試作・解析センター

莇 丈史
azami@jfe-tec.co.jp

Kneading and Coating, Pressing for Advanced LIBs (High Capacity Cells) ElectrodeEV 特集号 Part1 電池解析技術

Fabrication and Evaluation of Advanced Lithium-ion Secondary BatteriesEV 特集号 Part1 電池解析技術

ロール to ロールプレス環境の
露点（℃） 電極水分量（ppm）

従来（＠協力会社） 未制御 126

当社ドライルーム -40 8

図1　当社標準ラミネート型セル

写真1　当社保有の連続塗工機

表1　当社従来品とドライルーム内の電極プレス品の水分量
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自動車のEV化を支える
電池試作・評価技術（3）
〜車載リチウムイオン二次電池の

解体調査・分析技術〜

▶ なぜいまこれが？
近年急速に普及が進むEV・HEVです

が、航続距離を長くするためには高エネ
ルギー密度を有するLIBの搭載が必要不
可欠となっています。それに伴い、LIB
の開発に関わる性能調査や劣化解析、
流通品の故障解析などの需要が益々増
加しています。

当社では車載用LIBの分析需要に応え
るための人員、技術、設備を備えています。
▶ これがポイント！

LIB内部の電極や電解液は空気と反
応することにより化学状態が変化して
しまうため、これらの分析を正確に行
うためにはLIB内部の各部材取り扱い時
に空気との反応を防ぐ必要があります。
車載電池の劣化調査の際に電池内部
の各部材が空気と触れてしまうと、空
気による各部材の変質なのか、車載電

池の劣化なのかを判別できません。当
社では不活性ガスのArで満たされたグ
ローブボックスを使用して、電池内部
が空気に触れないように電池を解体す
ることができるため、電池内の各部材
の変質を防ぎながら分析試料の準備を
することができます。

また、EV・HEVの車載LIBを分析する
ため、EV・HEV車体を吊り上げて電池
パックを取り出す作業に始まり、電池
パックから単セルへの分離、セルの解
体、電極や電解液などの各部材の分析
まで、一貫してお引き受けし対応するこ
とが可能です。（図1、表1）

当社では電池を試作することもでき
るため、取り出した電極（正極・負極）を
用いてコイン型やラミネート型のリワー
クセルを試作し充放電試験を実施する
サービスについても提供可能です。お
気軽にご相談ください。

▶ お問い合せ先
機能材料ソリューション本部　電池試作・解析センター

小川 雅裕
m-ogawa@jfe-tec.co.jp

次世代EV用の全固体電池
の試作・評価技術（1）
〜全固体系試作・評価〜

当社電池試作・解析センターは、次世
代電池の候補の一つとして期待される、
硫化物系全固体電池について、お客様
に電池試作・評価の受託サービスを提供
いたします。
▶ なぜいまこれが？

現行液系LIBは、有機系電解液を用い
ているため、電池の安全性（発炎・発火
性）に懸念があることから、難燃性、高
電圧時の安定性が期待されている硫化
物系固体電解質を用いた全固体電池の
研究開発が注目されています。
▶ これがポイント！

図1に当社の圧粉成型法による全固体電
池の試作フローを示します。当社は、硫化
物系固体電解質として、LPS（Li2S-P2S5）
系固体電解質を当社内で合成し、全固
体電池の試作評価に適用しています。
圧粉成型法による硫化物系全固体電池
の試作は、正・負極活物質および固体電
解質、添加剤、導電助剤のスクリーニ

ング評価に特に適しています。
図2に当社にて試作した全固体電池の

高容量正極の表面コートの有無の影響を
調べたハーフセル評価の例を示します。
本 評 価 結 果 から、
高容量正極の表面
コート有りのセル
は、表面コート無し
セルより放電容量が
大きいことが判りま
す。また、溶媒とバ
インダを用いて混錬
した塗工式ついて
は、50mm×50mm
サイズの電極試作

（正極層、固体電解
質層、負極層）が可
能です。

現在、塗工式電
極を用いたラミネー
ト型セルの試作開
発を進めています。
最新情報について
お気軽にご相談く
ださい。

▶ お問い合せ先
機能材料ソリューション本部　電池試作・解析センター

莇 丈史
azami@jfe-tec.co.jp

表1　電池分析メニュー

図1　電池の各部材取り出し

Fabrication and Evaluation of All-solid-state Lithium-ion Secondary Batteries for Next-generation EVsEV 特集号 Part1 電池解析技術

部材 目的 手法

セル

容量 充放電試験
内部構造 X 線 CT 測定

電極・その他部材の 
重量、寸法 解体採寸秤量

電極

正極 /
活物質 

（導電助剤）

結晶構造、成分同定 X 線回折

組成分析 ICP、雰囲気制御
TGA、燃焼 IC

断面構造解析 断面 SEM
表面状態解析 XPS

負極 /
活物質 

（導電助剤）

黒鉛負極の黒鉛度
X 線回折

結晶配向、結晶サイズ

組成分析 ICP、雰囲気制御
TGA、燃焼 IC

断面構造解析 断面 SEM
表面状態解析 XPS

バインダー バインダー、 
増粘剤の成分分析

FT-IR、
熱分解 GC-MS

タブリード 超音波溶接状態観察 断面 SEM

セパレータ
成分 FT-IR
層構成 断面 SEM

電解液
溶媒 主成分、不純物、 

変成物、水分量
GC、GC-MS、 
カールフィッシャー法

電解質 成分 ICP、NMR
添加剤 成分 GC-MS

車体から

パックから セルから

セル

各部材

電池パック

Disassembly and Analysis of Lithium-ion Secondary Batteries for EV and HEVEV 特集号 Part1 電池解析技術

図2　全固体電池のサイクル試験評価例

図1　圧粉型全固体電池の試作フロー
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次世代EV用の全固体電池
の試作・評価技術（3）
〜 LA-ICP-MSを用いた全固体電池の

元素分布測定〜

▶ なぜいまこれが？
全固体電池の開発において、電池内

部の元素分布を把握することが必要とさ
れています。特に高性能な電池を開発す
るためには、キャリアとして電池の作動
を担うリチウムイオンの移動拡散現象を
評価することが非常に重要となります。
▶ これがポイント！

一般に元素分布評価に利用される電
子線マイクロアナライザ（EPMA）は、軽
元素であるリチウムを測定することは
できません。当社は、「レーザーによる
局所分析」と「軽元素から重元素まで高
い感度を有するICP-MS」を組み合わせ
たレーザーアブレーション（LA）-ICP-
MSを全固体電池の元素分布測定に適用
しました。リチウムは大気中の酸素や

水分と反応するので、全固体電池を測
定するためには、試験片の作製から測
定に至る全工程で大気を遮断して作業
する必要があります。

そこで当社は、専用の大気非暴露セ
ルを作製し、さらに全固体電池に適した
測定条件（レーザー出力・周波数・照射径、
質量分析条件等）を確立し、明瞭な元素
イメージング像を取得することに成功し
ました。さらに現在は各元素の定量化
にも取り組んでいます。図1に示した全
固体電池（100％充電時）の大気非暴露測
定LA-ICP-MS分析結果から正
極材のリチウムが負極層に集
まっていることが明確にわか
ります。

また、活物質に含まれる元
素（Ni,Si）や添加元素など、複
数の元素を同時かつ高感度に
測定することも可能です。現在、
当社は定量化にも取り組んで
います。LA-ICP-MSは、前処

理（蒸着）不要で、大気圧下で分析するこ
とができ、レーザーを最小φ4μmまで絞り
込むことで局所分析が可能な手法です。

当社では、全固体電池の以外にも各
種材料や生体組織におけるLA-ICP-MS
技術の適用実績が豊富にございますの
で、お気軽にご相談ください。

▶ お問い合せ先
分析ソリューション本部　分析評価・解析センター

城代 哲史
s-kinoshiro@jfe-tec.co.jp

次世代EV用の全固体電池
の試作・評価技術（2）
〜全固体電池材料の分析・解析技術〜

▶ なぜいまこれが？
自動車のEV化で注目される全固体電

池はLi析出、ナノレベルの成分変化や構
造的変化などが性能に影響するため、よ
り高度な物理解析が求められています。
▶ これがポイント！

全固体電池セルの劣化挙動に対する
解析では、活物質/固体電解質界面に
おける元素拡散や構造変異等の把握が
必要となるため、SEM、TEMを始めと
して様々な解析技術を駆使して調査を
行っております。図1には、一例として
LiNbO3コートされた高容量正極活の劣
化後の界面状態をSTEM像観察および
EDXマッピング分析した事例を示してお
り、像観察では判別しにくかったLiNbO3

コート層や助剤の分布を明瞭に可視化で
きています。

また、全固体電池用材料の様々な物
性調査にも注力しており、SEM-EDXを
用いた正極活物質表面コート層の披覆率
分析や、EBSDを用いたLi金属箔の結晶
粒解析、全固体電池中のバインダー成分

の電子染色技術の開発（図2）などを例と
して挙げることができます。

さらに、全固体電池に特有な課題であ
る電池内部の割れ構造を評価する手法と
して、X線断層映像（CT）や3D-SEM等の
三次元データに対する機械学習や深層
学習（Deep learning）を用いた構造データ
の抽出・解析にも取り組んでおります。

最後に、上に挙げたトピック以外にも
多くのニーズに応える分析手法の提案が
可能ですので、お気軽にご相談ください。

▶ お問い合せ先
機能材料ソリューション本部　電池試作・解析センター

大森 滋和
s-oomori@jfe-tec.co.jp

Analysis of All-solid-state Lithium-ion Secondary Battery MaterialsEV 特集号 Part1 電池解析技術

Elemental Imaging Method for All-solid-state Lithium-ion Secondary Battery by using LA-ICP-MSEV 特集号 Part1 電池解析技術

図1充電状態100％時のイメージング結果

図1　全固体電池正極層のTEM-EDX分析例
（a）STEM像、（b）EDXマッピング像

図2　全固体電池断面SEM像とバインダーのRu電子染色例

(b)(a)
正極活物質

固体電解質

1µm

正極活物質

固体電解質
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水素社会を担う燃料電池の
試作・評価とナノ構造解析（１）
〜燃料電池の試作・評価〜

固 体 高 分 子 形 燃 料 電 池（Polymer 
Electrolyte Fuel Cell；PEFC）は2枚のセパ
レータで1枚の膜・電極接合体（Membrane 
Electrode Assembly；MEA）を挟み込むこと
により単セルを構成しており、実際は単セ
ルを積層したスタックとして使用します。
PEFCは低い温度で作動し、高い発電効
率を示すことから、自動車用の次世代電
源として、期待されております。実用化
の課題の一つとして、PEFC環境下での
構成部材の耐久性が挙げられます。
▶ なぜいまこれが？

PEFC構成部材の耐久性を評価する方
法の一つとして、発電試験があります。
当社では発電試験後の部材（セパレータ
やMEA）を物理解析／化学分析によっ
て、発電試験前のものと比較すること
により、部材の耐久性を評価します。
図1は発電試験装置の外観、図2は試作
したセルの外観です。
▶ これがポイント！

図3に試作したMEAおよびセパレー

タを組込んだ単セルの発電試験の例、
図4に発電試験前後のセパレータ表面を
極低加速走査型電子顕微鏡（Ultra-Low 
accelerating Voltage-Scanning Electron 
Microscope；ULV-SEM）により観察した
結果を示します。耐久試験後のセパレー
タ表面には腐食生成物が確認できます。
また、アノード側セパレータ表面の腐食
生成物の形態がカソード側のものと異
なっている事を確認しており、様々な物
理解析装置を駆使することにより、変
化工程の解析が可能です。

各部材（触媒層付膜（CCM：Catalyst 
Coated Membrane），MEA，セパレータ等）
の試作、部材の耐久性評価および劣化
解析まで一貫して対応するワンストップ
ソリューションサービスを提供できるこ

とが当社最大の特徴です。セルの試作、
発電試験および劣化解析等について、
当社へお気軽にご相談ください。
▶ お問い合せ先
機能材料ソリューション本部　環境耐久性・腐食解析センター

熊谷 昌信
ma-kumagai@jfe-tec.co.jp

水素社会を担う燃料電池の
試作・評価とナノ構造解析（2）
〜固体高分子形燃料電池触媒中の担体・触媒・

アイオノマーの3次元可視化・定量評価〜

▶ なぜいまこれが？
カーボンフリーな社会を実現するた

めの重要なエネルギー源の一つとして、
水素と酸素を利用して発電する燃料電
池が現在注目を集めており、特に自動
車に代表されるモビリティ分野におい
ては、低温で動作し、発電効率の高い
固体高分子形燃料電池（以下PEFC）の実
用化に向けた研究が世界中で進められ
ています。
▶ これがポイント！

PEFCの心臓部となる触媒には白金合
金でできた触媒粒子とプロトン伝導を担
うアイオノマー（スルホン酸の官能基を
含む高分子）等の高価な材料を使用する
ことから、実用化のためには効率的な材
料の利用と電池性能を両立させる構造
設計が重要なポイントとなっています。

このため、PEFCの開発では電気化学的
な特性だけでなく構造を評価するため
の観察技術が必要ですが、PEFCに使用
する触媒粒子の粒径は約3 nm程度であ
り、それらが修飾されるカーボン担体の
直径も20 nm程度と極めて小さく、観察
するためには透過電子顕微鏡などの高
性能な電子顕微鏡が必要となります。

しかし、従来の電子顕微鏡観察技術
では電子線照射に弱いという弱点に加え、
カーボン担体と同じような軽い元素で構
成されているアイオノマーをカーボン担体
と識別することが困難でした。

当社が開発したこの材料系に最適化
した走査透過電子顕微鏡（STEM）観察
技術は、これらカーボン担体やアイオノ
マーを透過してきた電子の僅かな差を
区別して検出することができます。さら
に二次元観察による平面上の識別はも
ちろんのこと、内部構造を含む三次元
的な構造解析や定量評価もできるよう
になりました（図）。

この技術とコンピューターシミュレー

ションを組み合わせることで、PEFC触
媒の実際の構造と理想的な構造を比較
検討することができ、触媒作製プロセス
の最適化を効率的に推進できることが期
待されます。お気軽にご相談下さい。

▶ お問い合せ先
機能材料ソリューション本部　ナノ解析センター

宇部 卓司
t-ube@jfe-tec.co.jp

Trial Manufacture and Evaluation of Polymer Electrolyte Fuel CellEV 特集号 Part1 電池解析技術

3D-Visualization and Quantification Technique for Catalyst Polymer Electrolyte Fuel cell by Scanning Transmission Electron MicroscopeEV 特集号 Part1 電池解析技術

図　PEFC触媒構成要素の三次元構造像　
カーボン担体とアイオノマーの位置関係が内部まで

可視化できています

図1　発電試験装置の外観

図3　セル電圧の経時変化 図4　SEM観察結果

図2　単セルの外観
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水素社会を担う燃料電池の
試作・評価とナノ構造解析（4）
〜燃料電池セル用ガスケットの

ガスリーク性評価技術〜

燃料電池（以下、FC）セル用ガスケッ
トは、燃料電池内で水素と酸素の流路
を保ち、生成された水の排水性を高め
るシール部材です。

同部材は、低温から高温までの幅広
い温度範囲で長期間シール性を保持す
ることによりFCセルスタックの高性能
化や長期信頼性に貢献しています。
▶ なぜいまこれが？

FCセルの長期間信頼性のためには、
シール性の確保が重要です。そのため
出荷前にガスリーク検査が実施されて
います。当社では、ガスバリアフイルム
の気体透過量を高精度に評価できるガ
ス透過試験機を保有しています。この
試験機にガスケット接合部を模擬した
構造の治具をセットし、ガスケット接合
部からのガスリーク性を評価可能とする
技術を開発しました。
▶ これがポイント！

図1は、開発した治具とガス透過試験
機への装着状態の外観です。具体的には、

最初に評価用のガスケットを上下の治具
に挟み治具を締め付け、ガスケットを圧
縮します。次に、通常はバリアフイルムを
固定する部分に治具を固定します。その
後、上流側からHeガスを流し、治具／ガ
スケット接合部からリークしたHeガス流
量を四重極質量分析計により計測します。

図2は、NBRゴム製ガスケット（外径
30mm、内径10mm、厚さ5mm）を20%圧縮
した状態でHeガス
リーク量を計測した
結果です。40℃環
境で、投入ガス圧
力を2水準（100kPa、
120kPa）変化させて
計測しました。両水
準で、Heガ スリー
ク量を安定して計
測することに成功し
ました。投入ガス圧
力の増加に伴いHe
ガスリーク量が増加
する傾向を確認しま
した。

今後、下記のよ
うなご要望がありま
したら是非お気軽

にご相談ください。①大きなガスケット
を評価したい、②投入ガス圧を上げて
評価したい、③環境試験により劣化し
た状態のガスケットを評価したい等

▶ お問い合せ先
機能材料ソリューション本部　マルチマテリアル評価センター

北田 卓也、尾形 浩行
t-kitada@jfe-tec.co.jp, h-ogata@jfe-tec.co.jp

水素社会を担う燃料電池の
試作・評価とナノ構造解析（3）
〜固体高分子形燃料電池用ステンレス鋼

セパレータの耐食性評価〜

固 体 高 分 子 形 燃 料 電 池（Polymer 
Electrolyte Fuel Cell；PEFC）を構成する部
材の一つにセパレータがあり、セルの薄
肉化、低コスト化の観点から、プレス加
工可能なチタンやステンレス鋼が注目さ
れています。しかしながら、実用化の課
題の一つとして、PEFC環境下でのセパ
レータの耐食性が挙げられています。
▶ なぜいまこれが？

セパレータの耐食性は発電試験に加
え、PEFC模擬環境での動電位分極試験
または定電位分極試験により行います。
PEFC模擬環境での分極試験はセパレー
タの耐食性を短時間で評価できること
が特徴です。
▶ これがポイント！

セパレータの耐食性評価（分極試験）

は通常ガラスセルを使用しますが、溶
液中に含まれるフッ化物イオンによ
り、ガラス成分（コンタミ）が試験溶液
に溶出する可能性があります。当社で
は、図1に示すセパレータ耐食性評価
用セルを開発し1）、ガラス成分の溶出
を低減した環境で耐食性評価を行いま
す。当社では、これらに加えて、ガス
拡散層（Gas Diffusion Layer；GDL）との
接触抵抗測定、誘導結合プラズマ質量
分 析（Inductively coupled plasma - mass 
spectrometry；ICP-MS）による溶出金属の
定量分析、極低加速走査型電子顕微鏡

（Ultra-Low accelerating Voltage-Scanning 
Electron Microscope；ULV-SEM）および
透過型電子顕微鏡（Transmission Electron 
Microscope；TEM）によるセパレータの観
察、X線光電子分光（X-ray Photoelectron 
Spectroscopy；XPS）による基材または表
面処理層の酸化状態、深さ方向組成分
布の評価、接触角測定によるセパレー
タ表面の濡れ性評価等を実施できる体

Evaluation of Corrosion Resistance for Stainless Steel as Bipolar Plate for Polymer Electrolyte Fuel CellEV 特集号 Part1 電池解析技術

Leakage Evaluation Technology for Gases from Gasket Joints in Fuel CellsEV 特集号 Part1 電池解析技術

図1　耐食性評価用セルの外観

図2　NBRゴム製ガスケットのHeガスリーク量測定結果
　　（外径30mm、内径10mm、厚さ6mm）

図1　開発治具とガス透過試験機への装着状態

制を整えております。お気軽にご相談く
ださい。
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▶ お問い合せ先
機能材料ソリューション本部　環境耐久性・腐食解析センター

熊谷 昌信
ma-kumagai@jfe-tec.co.jp
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