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●特集Ⅰ / IT分野での応用進む高機能不織布

電池セパレータ材の開発状況

1.はじめに

電池には一次電池と二次電池と

がある。一次電池は一度電気エネル

ギーを取り出してしまうと，電池の

機能を失って役目を終るものをい

い，例えばマンガン乾電池やアルカ

リマンガン乾電池，酸化銀電池など

がある。

二次電池とは放電を行っても，外

部から充電して，電池内に再び化学

作用によって電気エネルギーを蓄

え，再度これを使用することのでき

る電池をいう。

これを充電式電池（蓄電池）とも

いい，放電と充電の繰返し使用に耐

えるものであり，鉛蓄電池やアルカ

リ二次電池，リチウムイオン電池な

どがある。

とくに，主として不織布がセパ

レータとして用いられるものに，

ニッケルカドミニウム電池，ニッケ

ル水素電池（アルカリ二次電池）があ

げられる。

なお，リチウムイオン電池は，リ

チウム金属のデンドライト抑制，電

解液に電気抵抗の高い有機電解液を

用いていることから，不織布ではな

く性能・安全面から微孔膜が使用さ

れている。

最近，電子機器の発展に伴って，

電池も高性能化が進み，使用される

機器・用途によって，使用される電池

も棲み分けされつつあるのが現状で

ある。

用途としては携帯電話，ノート型

パソコンなどの各種携帯機器から，

電動自転車，コードレス掃除機，電動

工具，ロボット，人工衛星，バック

アップ用電源，乾電池代替用途など

に利用されるものが拡大され，日常

的に必要なものとなっているのが現

状である。

また，最近の注目される事例とし

ては，1995年頃から，大気汚染解消，

二酸化炭素の低減問題に対する取組

みに対し，とくにニッケル水素電池

を中心とした高性能電池が搭載され

た，ハイブリット車（HEV）の商品

化・販売が図1に示すように本格化

してきた。

2. アルカリ二次電池について

正極活物質にニッケル酸化物（オ

キシ水酸化ニッケル），負極活物質に

酸化カドミニウム（ニッケルカドミ

ウム電池に使用），金属水素化物（水

素吸蔵合金：ニッケル水素電池に使

用），電解液に水酸化カリウム水溶液

を用いる。

円筒形と角形の形状がある。円筒

形は正極板と負極板とを不織布のセ

パレータを介して渦巻き状に巻き回

し，金属製のシリンダー状ケースに

挿入した構造である。

図2に代表的円筒形電池の内部構

造を示す。角形は正極板と負極板の

それぞれ複数枚にセパレータを介し

て交互に重ね合わせて電極群を構成

図1  電気自動車販売台数 図2   円筒形ニッケル水素電池（ニッケルカドミウム電池）の構造
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し，金属製角形ケースに挿入した構

造である。

電解液は水酸化カリウム水溶液

で，密度1.20～1.30 g/cm3（20℃）の

高濃度アルカリ水溶液である。電池

特性の向上を目的に水酸化リチウム

や水酸化ナトリウムが添加されるこ

ともある。

セパレータの役割としては，極板

間の絶縁，電解液の保持，過充電時に

発生する酸素の透過など重要な役割

が多く，第三の電極と考えても過言

ではないほど重要な部品である。と

くに，この特性を満たす上で，不織布

は最適な材料と考えられる。

3.小型アルカリ二次電池の用途
（リチウムイオン電池との比較）

前述したように，携帯電話，ノ－

ト型パソコン，デジタルビデオカメ

ラ，デジタルカメラ，PDA，ポータ

ブルオーディオなど小型ポータブル

電子機器には軽量でエネルギー密度

が高く，かつ繰り返し充電放電が可

能な高性能二次電池が使用されてい

る。

その中でも，アルカリ二次電池

は，安全性にも優れ，かつ安価である

ことから広く用いられている。電池

構成としては正極，負極，セパレ－

タ，電解液などから構成されている

が，最近の電池の高性能化に伴いセ

パレ－タの性能が電池性能を大きく

左右し重要な電池構成部品となって

いる。1)

表1に主な小型二次電池の用途別

適性について示す。とくにアルカリ

二次電池は，瞬間的パワーを要する

動力電源，一般のサイクル用途であ

る家電，通信機などを中心に広く用

いられている。

したがって要求される電池特性

は用途により種々様々であり，セパ

レ－タに要求される特性も多岐にわ

たってきているのが現状である。

とくに，パワー用と一般サイクル

用途では求める特性（高率放電性，高

温特性，サイクル寿命特性など）が大

きく異なりセパレータ設計が重要と

なっている。

4.  アルカリ二次電池セパレー

   タの要求特性

アルカリ二次電池用セパレータ

の基本要求機能は，電池の正極と負

極との隔離を行い電極間の電気的短

絡の防止を行うことと，電池の電解

液を保持して正極と負極との間のイ

オン伝導性を確保することである。

一般的な要求特性は以下のとお

りである。

(1)  正極と負極とを物理的に分離

    できる

(2)  短絡を防ぐために電気絶縁性

    を持つ

(3)  電解液に対して濡れ易く，保

     液性に優れる

(4) イオン伝導性を阻害しない

(5)   耐電解液性があり物理的，化

     学 的に安定である

(6)  電気化学的耐酸化性がある

(7)  電池反応を阻害する有害物質

    を発生しない

(8)  電池組立て工程および電池反

   応に対して耐え得る強度がある

これらの一般要求特性のほかに，

各種電池の種類や形状に応じた特有

の要求事項が付加される。

密閉形のニッケルカドミウム電

池やニッケル水素電池では，過充電

時に正極から発生する酸素ガスを負

極に吸収させる必要があるため，酸

素ガスの透過性が必要である。

電池内部ではこのほかに充放電

に伴う電極の膨張・収縮や，電池温度

の上昇，長期サイクル使用による電

極活物質のマイグレーションとデン

ドライト（金属イオンの析出成長），

表1　小型二次電池の用途別適正

分   類            用  途 Ni/Cd電池 Ni/MH電池 Li-ion電池

電動工具 ◎ ◎ △
電動アシスト自転車 ○ ◎ △

動力電源 電気自動車（ZEV） ◎ △
電気自動車（HEV） ◎ △

事務機
ノート型PC ◎ ◎
サブノート・パームトップPC △ ◎

シェーバー ◎ ◎
デジタルビデオカメラ △ ○ ◎

家  電 ポータブルオーディオ ◎ ◎
デジタルカメラ ○ ◎

セルラーフォン △ ○ ◎
通信機 PHS △ ○ ◎

コードレスフォン ◎ ◎ ○

防  災
フラッシュライト ◎ ◎
非常用照明 ◎ ◎

Ootical Network Unit ◎ ○
雑  貨 ラジコン ◎ ◎

玩具 ◎ ◎

◎：現在主力で使用されている
○：次に多くされていくもの
△：使用される可能性がある
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セパレータの電解液ドライアウト

（枯渇化）現象など，さまざまな物理・

化学現象が起きており，セパレータ

にとっては非常に過酷な環境である

ことを考慮しなければならない。

また最近では，電池製造時のコス

ト低減のために，電池製造時の歩留

りを向上させ，極板群構成時の

ショートを低減させることも重要な

設計要素になってきている。

5.  アルカリ二次電池セパレー

   タの開発の経過

アルカリ二次電池セパレータ開

発は，当初ニッケルカドミニウム電

池用セパレータ向けに開発された。

アルカリ溶液を電解液に用いるた

め，適当な耐薬品性，親水性を持つポ

リアミドセパレータが開発された。

また，遅れて開発されたニッケル

水素電池用セパレータにも，開発当

初，ニッケルニッケルカドミニウム

電池で用いられていたポリアミド繊

維を用いた乾式不織布セパレータが

使用された。

しかし，ポリアミド繊維は親水性

が高く電解液との馴染みがよいこと

から，容易に電池特性は得られるも

のの，反面長期のアルカリ溶液中で

徐々に分解されアンモニアを生成

し，これが正極状で硝酸イオンに酸

化され，これが負極上で還元される

シャトル効果により自己放電が大き

いものであった。
2)3)

（NH(CH2)5CO）n + nOH－

　→ nNH2(CH2)5COO－　→ NH3

生成されたアンモニアは，正極上

で酸化されて硝酸イオンとなり，硝

酸イオンは負極上で還元されてアン

モニアとなる次式の反応が繰り返さ

れる（シャトル効果と呼ばれる）。

（正極反応）

NH3 + 6NiOOH + H2O + OH－　

　→　 6Ni(OH)2 + NO2－

NO2－ + 2NiOOH + H2O　

　→　2Ni(OH)2 + NO3－

（負極反応）

NO3－ + MHx

　→　 NO2－ + MHx－2 + H2O

NO2－ + MHx

　→　 NH3 + MHx－6 + OH－ + H2O

以上の反応より電極の酸化・還元

が繰り返されて自己放電を加速して

いる。

また，ポリアミドセパレータ自身

も分解され，電解液保持性の低下に

よるドライアウト，強度低下による

電極短絡の発生により電池寿命の短

いものであった。

これに代わるものとして，ポリオ

レフィン不織布が用いられてきた。

ポリオレフィン系繊維は耐薬品性が

ありアルカリ電解液中で分解するこ

とがなく，耐酸化性にも優れている

ため電池の長寿命化が可能である。

しかし，ポリオレフィンは疎水性

であるため，表面を物理的あるいは

化学的に親水化処理する必要があ

り，コロナ放電処理やプラズマ放電

処理，あるいはフッ素ガス処理やス

ルホン化処理などにより親水化を行

い，自己放電特性の改善が大きく図

られた。

とくに近年，環境にやさしい高性

能なニッケル水素電池が，一次電池

の代替として急速に市場での拡大を

みせている。

6. アルカリ二次電池用不織布

  セパレータの不織布製法

不織布は乾式法，湿式法，スパン

ボンド法，メルトブロー法が使用さ

れている。また，繊維結合は熱接着法

が主として用いられている。

乾式法は機械的強度に優れてお

り，湿式法は地合いが均一であり，電

池の高容量化のためのセパレータ厚

さの低減化・低目付化を可能にして

いる。

スパンボンド法は機械的強度が

強いが地合いの均一性に劣り，メル

トブロー法は細繊維で緻密化が可能

であるが強度に劣る。しかし，両者と

も樹脂から直接シート化できるため

に製造原価が安価であることが大き

な特徴である。

代表的な不織布セパレータの電

子顕微鏡写真を，写真1～写真4に

写真1   乾式法不織布セパレータ 写真2   湿式法不織布セパレータ

写真3  スパンボンド法セパレータ 写真4   メルトブロー法セパレータ
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示す。

7.  乾式法，湿式法における構

   成繊維材料

前述したように，電解液アルカリ

中で分解がなく，耐アルカリ，耐酸化

性に優れたポリオレフィン系繊維が

用いられるようになってきている。

表2にポリアミド繊維とポリオレ

フィン繊維の耐アルカリ性，耐酸化

性による基布強度保持率の比較を示

す。結果からもポリオレフィン繊維

は耐アルカリ，耐酸化性に優れるこ

とが理解できる。

また，オレフィン系セパレータに

は，次に示す代表的3種類の繊維が使

用されている。

1) 芯鞘型複合繊維　　

2) 単一繊維　　　　　

3) 分割型複合繊維　　

上記繊維は製造方法により繊維

形状が異なり，乾式法では5μmか

ら2 0 μm 程度の繊維径で繊維長

30mmから70mmのクリンプ（ちぢれ

状）のかかったステープルファイ

バーと呼ばれる短繊維を使用する。

湿式法においては，同繊維径で

3mmから20mm程度のチョップファ

イバーと呼ばれる直毛状短繊維を使

用する。

基本的には，繊維同士の絡みのみ

で形成されている繊維シート作成

後，芯鞘型複合繊維（接着繊維）の鞘

成分のみを熱で溶融させ繊維を熱圧

着させることにより不織布を形成す

る。この熱接着工程により，基布に適

切な機械的強度を持たせている。

近年，電池の高容量化が進み，し

たがってセパレータの低目付化が進

んでいる。低目付化に伴い，ますます

基布の均一性が要求されてきてお

り，製造するのに有効な湿式法が主

流となってきている。

フリース結合方法においては，

サーマルボンド法（熱接着），ケミカ

ルボンド法（含浸法，スプレー法），

ニードルパンチ法，水流絡合法など

があるが，セパレータ用途にはサー

マルボンド法が主として用いられて

いる。

この理由としては，ポリマー接着

剤（バインダー）を用いるケミカルボ

ンド法はバインダー成分が電池特性

に悪影響を及ぼす可能性があり，純

粋に使用繊維のみで構成されるよう

に製造が可能なサーマルボンド法が

主流として用いられている。

ただし，分割型複合繊維を使用す

る場合は，まず繊維を分割・絡合し，

その後サーマルボンド法を併用し，

さらに熱接着を行うことにより高モ

ジュラス強度でかつ緻密なセパレー

タを実現させている。

分割形複合繊維を用いた不織布

セパレータの電子顕微鏡写真を写真

5に示す。

セパレータは，目的とする厚さに

調整する必要があり，基布製造後，カ

レンダー設備により厚さの適切な調

整を行う。

乾式法や湿式法の不織布は，電池

の要求特性に応じてさまざまな繊維

を混合することができるが，スパン

ボンド法，メルトブロー法は単一成

分の単一構造繊維のみとなる。

近年，電池の高容量化に伴いセパ

レータ厚さの低減化が強く要求され

ており，目付が低減することによっ

て電池極板群構成時の短絡不良率の

増大が大きな問題となってきてい

る。

これに対応するために高強度の

（通常の繊維強度の1.5倍から3倍の

強度を有する）繊維を一部使用する

事が有効であることが分かり，繊維

強度をさらに向上させる開発が行わ

れている。

8.  ポリオレフィン不織布の親

   水化処理

ポリオレフィン繊維は撥水性で

あり，その繊維から構成されるポリ

オレフィンセパレータも何らかの方

法で親水化処理（表面処理）を行う必

要がある。ポリオレフィン系繊維セ

パレータの親水化処理方法としては

以下のものがある。

(1) 界面活性剤付与

(2) コロナ放電処理

(3) プラズマ処理

(4) フッ素ガス処理

(5) アルリル酸グラフト重合処理

表2   ポリアミド繊維とポリオレフィン繊維の耐酸化，耐アルカリ試験による基布強
       度保持率の比較

写真5   分割形複合繊維セパレータ

      
  サンプル

耐アルカリ性　　　　　　　　     耐酸化性

80℃，30日   55℃，30分 80℃，30分

ナイロン6繊維 測定不可 30%以下 測定不可

ナイロン66繊維 測定不可 30%以下 測定不可

ポリプロピレン繊維 100% 100% 100%

PP/PE芯鞘繊維 100% 100% 100%

・耐アルカリ試験溶液 ：30%KOH溶液 500mlに浸漬
・耐酸化性試験溶液 ：5%KMO溶液250ml，25%KOH溶液50mlの割合で混合した溶液500mlに試

   料を浸漬
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(6) スルホン化処理

さらに，これらを組み合わせる場

合もある。

(1)  界面活性剤付与は，予め繊維

に付着している繊維油剤をそのまま

利用する場合と，不織布形成後に界

面活性剤を付与する場合とがある。

処理は比較的容易であるが，この

方法では電池構成時には親水性を示

すが，電池の充放電繰返し使用によ

り電解液に界面活性剤が溶解し，セ

パレータの繊維自身は親水性を失っ

て電解液の保持能力が急激に低下す

る。

( 2 ) コロナ放電処理は不織布表面

のみ親水化を行うもので安価な処理

方法であるが，親水化が不均一で親

水性の持続性も悪い。

( 3 ) プラズマ処理は不織布表面と

さらに不織布内部の繊維表面にも親

水化が可能であり，耐久性も得られ

る。

( 4 ) フッ素ガス処理はフッ素ガス

を利用して繊維表面に酸素含有の親

水基を形成するため，さらに耐久性

が向上する。

( 5 ) アクリル酸グラフト重合処理

はアクリル酸を繊維とグラフト重合

させてポリアクリル酸重合によりカ

ルボキシル基を形成させる。

( 6 ) スルホン化処理は発煙硫酸に

よりスルホン酸基を繊維表面に付与

させる。

(4)と(5)と(6)は，親水性の官能基

を化学的に表面に形成させる処理方

法であり，恒久的に親水性を維持す

ることができる。

この中でもスルホン化処理は耐

熱性，耐酸化性など化学的安定性に

最も優れ，また公定水分率がポリア

ミド繊維に近いため電解液の保持性

が高く，良好な電池特性を得ること

ができる。

アクリル酸グラフト重合処理や

スルホン化処理は，親水性だけでは

なく電池の自己放電を抑制する効果

も発現することが分かっている。

電池の正極活物質中に含まれる

窒素元素が電池反応によりアンモニ

アに還元され，このアンモニアをア

クリル酸グラフト重合セパレータや

スルホン化処理セパレータが吸着す

ることにより，自己放電の反応を防

止する役目をしていると考えられて

いる。

表3にセパレータの種類による自

己放電抑制率を比較する。

表4に市販中の代表的なスルホン

化処理，フッ素ガス処理による電池

特性への影響について当社測定デー

タを示す。

フッ素ガス処理は，初期の電解液

吸液性に優れ，ガスによる処理のた

め処理による基布強度の劣化はな

い。反面，自己放電抑制効果がスルホ

ン化セパレータに比較し劣る。

また，スルホン化セパレータは電

解液の保持性，自己放電抑制効果に

優れるものの，反面初期の電解液吸

液性，処理による基布強度維持性に

劣る。

9.  アルカリ二次電池用セパレー

   タの最近の開発状況

9-1. 電池群構成時の耐ショ－ト性

     の向上

最近の急速な電池の高容量化に

伴い，セパレータの低目付化が促進

され，電池極板群構成時のショート

（短絡）が大きな問題となってきてい

る。最近の開発で耐ショート性を向

上させるためには，高強度の繊維の

利用が有効であることが分かってき

た。

また，基布中の繊維分散の均一

性，目付の均一性が望まれ，基布の製

造面からは湿式法による製造方法が

有効であることが確認され，使用さ

れている。

今後，いかに基布を均一に製造

し，繊維配合に高強度繊維を適切に

用いることが電池高容量化にともな

うセパレータの低目付化の鍵となる

と考えられる。

9-2. 細繊維の使用

分割性複合繊維を代表とする細

繊維の使用が必要となってきてい

る。理由としてセパレータの低目付

化に伴い，セパレータの絶対体積が

減少しているものの電池特性上，電

解液の保持性を高める必要があるか

らである。

セパレータの種類 親水化処理方法 自己放電抑制率（%）

ポリアミドセパレータ なし 20

界面活性剤処理 30

ポリオレフィンセパレータ
フッ素ガス処理 40

アクリル酸グラフト重合処理 70

スルホン化処理 80

表3　各種セパレータによる自己放電抑制率

･20℃，120%充電後，60℃，5日間放置した後の電池残存容量を測定

処理法
電解液 電解液 自己放電 処理による

吸液性 保持性 抑制効果 基布強度保持

フッ素ガス処理法 ◎ ○ ○ ◎

スルホン化処理方法 ○ ◎ ◎ ○

表4　親水化処理方法の違いによる電池特性の比較
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また，耐極板ショート，電極活物

質マイグレーション防止のため，よ

り均一で，緻密なセパレータが望ま

れている。

そこで，最近では，電解液の保持

性，基布の緻密性，均一性を向上させ

るために分割繊維を代表とする細繊

維の使用が行われるようになってき

た。

ただし，酸素ガス透過性との兼ね

合いもあるため，セパレータの通気

性維持に関する設計には十分な注意

が必要である。

9-3. アルカリ二次電池セパレータ

     への今後の開発動向

最近の電子機器の小型化，性能

アップ，使用持続時間の延長，低価格

化などさまざまな要求がアルカリ二

次電池にあり，次に示すような項目

がセパレータの開発に要求されてい

る。

1 )  応用機器の高性能化によるセ

パレータの高性能化（低目付化，薄

化，高電解液保持など）

2 )  応用機器ライフの短縮化によ

る開発期間の短縮化

3)  低価格化

また，セパレータの要求特性も図

3 に示すように多岐にわたり複雑に

なっている上に，例えば電池高容量

化にともないセパレータの低目付化

が要求される反面，高モジュラス強

度のセパレータが要求されるなど，

相反する要求が多く非常に迅速な開

発対応を求められている。

10.電気自動車用ニッケル水素

　 電池セパレータ

最近，電気自動車，とくにHEV用

にニッケル水素電池が広く使用され

急速に普及しつつある。電気自動車

用電池としてもっとも重要な特性は

信頼性である。信頼性とは特性・品質

の均一性と安定性に加え，安全性も

重要項目である。

電気・電子機器向けの民生用電池

は，その搭載個数は1個からせいぜい

十数個程度であったが，電気自動車

用には1 台当たりに数十個から数百

個の電池が搭載されており，かつ高

電圧を必要とするためにすべて直列

に接続されているのが現状である。

また，使用期間も従来の自動車寿

命と同等の長期にわたる寿命が求め

られており，すべての電池が均一な

耐久性をもっていなければならな

い。

セパレータに要求される特性は，

第一に物性・特性が均一であること

が要求される。

第二に性能面で，長期耐久安定性

（サイクル性能），高電流充放電性，自

己放電抑制機能が求められる。

第三に経済性が重要となる。環境

にやさしい低公害車である電気自動

車の普及には価格が大きなネックと

なっており，いかに低コストで高性

能，高品質なセパレータを開発する

かが今後のカギとなっている。
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