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全固体リチウム電池は次世代の蓄電池として期待されているが，その実用化に向けては固体電解質と電極

との界面における大きな界面抵抗が大きな課題となっている．我々は薄膜型の全固体電池を用いて電解質/電
極界面に関する研究を進め，固体電解質 Li3PO4と正極 LiCoO2の界面において 8.6 Wcm2の極めて低い界面抵

抗を得ることができた．この抵抗はこれまでに報告されている全固体電池の界面抵抗に比べて 1桁低いもの
である．また，放射光表面 X線回折を用いて，低抵抗界面と高抵抗界面の界面構造を調べ，電極界面におけ
る結晶性が界面抵抗に大きく影響を与えることを明らかにした．本稿ではそのあらましと低抵抗界面作製の

ための指針について述べる． 
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All-solid-state lithium batteries are expected to become the next generation of batteries. One of the major drawbacks 
for the practical use of all-solid-state batteries is their large interface resistance at the solid electrolyte and electrode 
interface. We have been investing electrolyte/electrode interfaces using all-solid-state thin-film batteries. In this study, 
we report an extremely low resistance of 8.6 Wcm2 at a solid electrolyte (Li3PO4) and electrode (LiCoO2) interface. This 
value is an order of magnitude smaller than those presented in previous reports on all-solid-state batteries. Using 
synchrotron surface X-ray diffraction, we investigated the atomic structure of the Li3PO4/LiCoO2 interfaces; the low-
resistance interface exhibited a flat and well-ordered atomic arrangement at the electrode surface, whereas the high-
resistance interface showed a disordered interface. These results indicate that the crystallinity of LiCoO2 at the interface 
has a significant impact on interface resistance. 
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1. はじめに 
電気自動車の車載用途や定置型蓄電池として，大

型リチウム電池の利用が期待されている．しかしな

がら，現在実用化されているリチウム電池は，可燃

性の有機電解液を使用しているため，発火の危険性

を秘めており，安全性の点から大型化に問題がある．

そこで注目を集めているのが全固体電池である．全

固体電池は，電極を構成する正極，負極，電解質の

３つすべての部材が不燃性固体で構成されているた

め，高い安全性を有する． 
極端に言えば，電池は，正極，負極，電解質の３

つで構成されている．そして，全固体電池と既に実

用化されている液体電池の大きな違いは，（１）固

体電解質を利用していること，（２）Liイオンが固
体電解質と電極の“固体と固体の界面”を移動して

いることの 2点である．すなわち，全固体電池の実
用化への課題は，（１）Liイオン伝導性の高い固体
電解質の開発，（２）固体電解質と電極における低

抵抗界面の形成の 2点に集約され，その設計指針を
明らかにすることが急務となっている． 

 
2. 真空プロセスによる薄膜型全固体モデル電池の
作製 

電解質/電極界面におけるイオン伝導性について
は解明されていないことが多く，その理解に適した

界面の形成が必要である．そこで，Fig. 1 に示すよ
うな，正極活物質，固体電解質，負極活物質を積層

した薄膜型全固体モデル電池に着目した．このよう

な積層構造の作製には，半導体プロセスによって培

われた薄膜作製技術を応用でき，また固固界面にお

ける原子配列と電子状態の理解は表面科学と応用物

理が得意とする分野である． 
電解質と電極の接合界面におけるイオン伝導性を

定量的に評価するための“理想的な界面”とは， 
(1)大気暴露によるコンタミネーションのない“清
浄な界面”  

(2)接合面積，結晶構造，結晶方位などの“構造を
規定した界面” 
である．上記の“理想的な界面”を有する薄膜型全

固体モデル電池を作製するため，真空環境下でパル

スレーザー堆積法（PLD法），スパッタリング法，
真空蒸着法により正極，電解質，負極の各薄膜を作

製した[1]．作製したモデル電池の模式図および写
真を Fig. 1(a)，(b)にそれぞれ示す．基板として
Al2O3(0001)単結晶を用い，その上に集電体として
Au薄膜（100 nm）をDCスパッタ法により成膜した．

その後，正極として LiCoO2薄膜（100 nm）を PLD
法（KrFエキシマレーザー）により作製した．なお，
下地の Au 薄膜をあらかじめ熱処理することにより
結晶方位のそろった（c軸配向）LiCoO2薄膜を得た．

続いて，固体電解質として Li3PO4-xNx（LiPON）薄膜
を RF スパッタ法により成膜した．その際，スパッ
タターゲットと基板との位置関係を on-axis と off-
axis配置の二通りで作製して（Fig. 1(c)），界面抵抗
値を比較した． 後に，負極として Li 金属薄膜
（600 nm）を真空加熱蒸着した．これら薄膜作製の
際には，真空チャンバー内でメタルマスクを切り替

え，Fig. 1(b)の電池素子パターンを形成した．した
がって，試料を一度も大気暴露することなく電池構

造を作製するため，理想的な清浄電解質/電極界面
を得ることが可能である． 

 
3. 薄膜モデル電池の電気化学評価 
初に，作製した薄膜モデル電池の電池特性を紹

介する（Fig. 2）．サイクリック・ボルタンメトリ

 
Fig. 1. (a) Schematic cross-sectional view and (b) microscope 

photograph of a fabricated thin-film battery. (c) 
Configurations of a sample substrate and a Li3PO4 target in 
the sputtering chamber (color online). 

 

 
Fig. 2. (a) Cyclic voltammogram at a scan rate of 0.1 mV/s. (b) 

Charge and discharge curves with a constant current of 20 
nA corresponding to a 1C rate for the thin-film battery. 
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（cyclic voltammetry, CV）測定では，3.9 V，4.07 V，
4.17 Vにて LiCoO2への Liイオンの挿入脱離を示す
反応ピークが観察され，初期サイクルから 3サイク
ル目まで CV 曲線がほぼ重なる．すなわち，反応電
位，反応ピーク電流はほとんど変化せず，Liイオン
の挿入脱離に伴う界面抵抗の増大などの劣化が起き

ないことが分かった．また，充放電試験では，100
サイクル目までほとんど容量劣化がなく，良好な電

池特性が得られた． 
 

4. 交流インピーダンス測定による電解質/電極界面
抵抗の分離計測 

交流インピーダンス測定により電解質/電極界面
の界面抵抗を計測し，界面のイオン伝導性を評価し

た．Fig. 3(a)に off-axis 配置で成膜した LiPON 薄膜
を固体電解質とした薄膜モデル電池の例を示す．Li
に対する LiCoO2の電位（開放端電圧 Voc）が 3.7 V
のときは高周波領域で１つの円弧，低周波領域で傾

きおよそ 45度の直線が観測される．Voc=4.2 Vにす
ると，低周波側の直線の代わりに小さな円弧が現れ，

この小さな円弧の直径から界面におけるイオン伝導

性を導くことができる．Fig. 3 (a)のプロットの円弧
の直径（抵抗値 4.3 kW）および界面の有効面積（0.2 
mm2）から見積もられた電解質/電極界面の抵抗率は
8.6 Wcm2であり，過去に報告されている値より 1ケ
タ程度小さいことがわかった[2]． 
次に，基板とスパッタターゲットの中心軸が揃っ

た on-axis 配置で成膜した固体電解質の場合につい

て調べた（Fig. 3(b)）．一般にスパッタ法では，RF
出力や導入ガス分圧だけでなく，ターゲット・基板

間の配置関係により，薄膜の特性ならびに薄膜表

面・界面の状態が変化することが知られている．

Fig. 3(b)の Voc=4.2 Vで観測された低周波領域の円弧
は，Fig. 3(a)より大きく，界面抵抗の大きさは 880 
Wcm2 に増大したことがわかった．これより，on-
axis 配置では，スパッタ成膜中のイオン衝突の影響
が大きく，LiCoO2 薄膜表面へのダメージが増した

ために界面抵抗が増大したと考えられる． 
 

5. 放射光 X 線回折による電解質/電極界面の構造評
価 

固体電解質/電極界面の界面抵抗は，固体電解質
と電極の材料の組み合わせだけで決まるのではなく，

その界面作製プロセスにより大きく変化することが

分かった．同様の傾向は，固体電解質 Li3PO4 を

PLD法（ArFエキシマレーザー）で作製した薄膜モ
デル電池でも観測された．具体的には，パルスレー

ザーの繰り返し周波数を変化させると，繰り返し周

波数 20 Hzで固体電解質 Li3PO4を成膜したとき（180 
Wcm2）よりも，繰り返し周波数 5 Hz で成膜したと
き（5.5 Wcm2）の方が，界面抵抗が低くなった．そ

こで，「電解質/電極界面形成時の界面へのダメージ
とはどのようなものか？」，そして「低抵抗な電解

質/電極界面とは，どのような構造の界面であるの
か？」という問いに答えるため，放射光 X線結晶ト
ランケーションロッド（crystal truncation rod, CTR）
散乱測定[3]により，低抵抗界面と高抵抗界面の界
面構造の違いを調べた[4]． 
試料として，Al2O3(0001)単結晶基板上に LiCoO2

薄膜（10 nm）を PLD法で成長させ，続いて Li3PO4

薄膜（50 nm）を，低抵抗界面および高抵抗界面と同
じ条件（パルスレーザー繰り返し周波数 5 Hzおよび
20 Hz）で成膜したものを用いた．また，比較として，
LiCoO2 薄膜上に Li3PO4 薄膜を成膜しない単膜試料

についても測定を行った． 
Fig. 4(a)に上記 3試料から得られた CTR散乱プロ
ファイルを示す．散乱プロファイルには，LiCoO2

の 0003 ブラッグピークに加えて，そのピークの裾
に LiCoO2 薄膜の厚さに相当するフリンジが観測さ

れていることから，薄膜が高い結晶性を示すことが

分かる．また，低抵抗試料（5 Hz）と高抵抗試料（20 
Hz）の 0003 ブラッグピーク近傍の散乱強度を比較
すると，低抵抗試料よりも高抵抗試料の強度がより

急激に減少しており，高抵抗試料の界面近傍の結晶

 
Fig. 3. Impedance spectra of thin-film batteries deposited in the 

(a) off- and (b) on-axis configurations. The inset of (b) 
shows the magnified spectra high-frequency region. Square 
and circle symbols represent the data for the discharged and 
charged states, respectively (color online). 
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性が劣っていることが直感的に理解できる． 
Fig.4(b)には，CTR 散乱プロファイルを解析して
得られた界面近傍の電子密度プロファイルを示す．

電子密度プロファイルの各ピークは，LiCoO2 薄膜

中の Li 原子層，Co 原子層，O 原子層に対応し，
LiCoO2の薄膜内部（深さ 10 - 30 Å）では，各原子層
の鋭いピークが分離していることから，低抵抗試料

と高抵抗試料のいずれにおいても高い結晶性を有す

ることが示唆される．一方，LiCoO2 と Li3PO4 の界

面近傍（深さ 0 Å）では，低抵抗試料と高抵抗試料
で大きな違いがみられる．すなわち，低抵抗試料で

は，深さ 0 Å での界面近傍においても，Co 原子層
の鋭いピークの両側にO原子層に相当する２つのピ
ークが観測されるのに対して，高抵抗試料における

深さ 0 Å近傍のピークはブロードである．つまり，
Li 原子，Co 原子，ならびに O 原子が本来あるべき
原子位置からずれた位置にあることを示しており，

界面近傍の結晶性が乱れていることが分かる．解析

により得られた原子位置ゆらぎ σの大きさは，薄膜
内部では，低抵抗試料で σb = 0.4 ± 0.3 Å，高抵抗試
料で σb = 0.6 ± 0.5 Åであり，両者で大きな差はみら

れなかった．一方，界面近傍の原子位置ゆらぎは，

低抵抗試料で σs = 0.5 ± 0.4 Å，高抵抗試料で σs = 1.9 
± 0.9 Å であり，高抵抗試料が極めて大きな値を示
した．高抵抗試料における大きな原子位置ゆらぎは，

LiCoO2の CoO2層の厚さに相当するほど大きく，高

抵抗界面ではその結晶性が失われてアモルファスに

近い状態にあると言える． 
以上の結果は，低抵抗界面では，界面での原

子配列がより規則的であることを示しており，電

解質/電極界面形成時の原子配列の乱れをいかに抑
制するかが重要であることを示唆している．この低

抵抗試料のプロファイルは，Li3PO4を成膜していな

い LiCoO2 単膜の電子密度プロファイルと比較する

と，少しブロードである．したがって，さらなる界

面形成条件の 適化によって結晶性の高い固体と固

体の接触界面を形成することができれば，より低い

界面抵抗が得られることも期待できる． 
 

6. おわりに 
清浄な電解質/電極界面を有し，かつ，イオン伝
導経路を規定した薄膜型の全固体リチウム電池（薄

膜モデル電池）を真空プロセスで作製した結果，極

めて低い抵抗を示す電解質/電極界面を得ることに
成功した．界面抵抗を低くするうえで重要な点は，

電解質および電極材料の選択だけでなく，界面形成

プロセスを制御することであり，界面近傍の原子配

列の乱れを抑制することである．まさに，原子レベ

ルでの界面構造の精密制御が必要とされている．作

製条件を 適化した全真空プロセスにより作製した

薄膜モデル電池の界面抵抗は，液体電解質を用いた

場合よりも低く，高速な充放電動作，高出力を特徴

とする全固体電池の実現可能性を示すとともに，全

固体リチウム電池の将来性の高さを示すものである．

本研究で得られた指針をもとに，電解質/電極界面
の形成プロセスに，さらなる工夫が施され，全固体

電池の実用化につながることが期待される． 
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抗に加えて，固体電解質薄膜のバルク抵抗が含まれ

ています．固体電解質の抵抗率ならびにイオン伝導
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