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(57)【要約】
【課題】優れたＬｉイオン伝導性および耐Ｌｉ還元性を有する耐リチウム還元層を成膜す
ることができる耐リチウム還元層形成用組成物、かかる耐リチウム還元層形成用組成物を
用いた耐リチウム還元層の成膜方法、かかる耐リチウム還元層を備えるリチウム二次電池
を提供すること。
【解決手段】本発明の耐リチウム還元層形成用組成物は、溶媒と、前記溶媒に対して、そ
れぞれ溶解性を示すリチウム化合物と、ランタン化合物と、ジルコニウム化合物と、金属
Ｍを備える化合物とを含有し、一般式（Ｉ）で表される化合物における化学量論組成に対
して、リチウム化合物が１．０５倍以上２．５０倍以下、ランタン化合物とジルコニウム
化合物とが０．７０倍以上１．００倍以下、および金属Ｍを備える化合物が等倍に含んで
いる。
　Ｌｉ７－ｘＬａ３（Ｚｒ２－ｘ，Ｍｘ）Ｏ１２　　・・・　　（Ｉ）
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶媒と、
　リチウム化合物と、ランタン化合物と、ジルコニウム化合物と、金属Ｍを備える化合物
と、を含み、
　前記リチウム化合物、前記ランタン化合物、前記ジルコニウム化合物および前記金属Ｍ
を備える化合物のそれぞれは前記溶媒に対して溶解性を示し、
　一般式（Ｉ）で表される化合物における化学量論組成に対して、前記リチウム化合物が
１．０５倍以上２．５０倍以下であり、
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物における化学量論組成に対して、前記ランタン化合
物が０．７０倍以上１．００倍以下であり、
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物における化学量論組成に対して、前記ジルコニウム
化合物が０．７０倍以上１．００倍以下であり、
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物における化学量論組成に対して、前記金属Ｍを備え
る化合物が等倍に含む、ことを特徴とする耐リチウム還元層形成用組成物。
　Ｌｉ７－ｘＬａ３（Ｚｒ２－ｘ，Ｍｘ）Ｏ１２　　・・・　　（Ｉ）
　［式中、金属ＭはＮｂ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｙ、Ｈｆ、Ｔａ、Ａｌ、Ｓｉ、Ｇａ、Ｇｅ、
Ｓｎ、およびＳｂのうちの少なくとも１種を表し、Ｘは０～２を表す。］
【請求項２】
　前記リチウム化合物は、リチウム金属塩化合物およびリチウムアルコキシド化合物のう
ちの少なくとも１種であり、
　前記ランタン化合物は、ランタン金属塩化合物およびランタンアルコキシド化合物のう
ちの少なくとも１種であり、
　前記ジルコニウム化合物は、ジルコニウム金属塩化合物およびジルコニウムアルコキシ
ド化合物のうちの少なくとも１種であり、
　前記金属Ｍを備える化合物は、前記金属Ｍの金属塩化合物および金属アルコキシド化合
物のうちの少なくとも１種であることを特徴とする請求項１に記載の耐リチウム還元層形
成用組成物。
【請求項３】
　前記溶媒は、水、単一の有機溶媒、水と少なくとも１種の有機溶媒を含む混合溶媒、お
よび、少なくとも２種類以上の有機溶媒を含む混合溶媒のいずれかである請求項１または
２に記載の耐リチウム還元層形成用組成物。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の耐リチウム還元層形成用組成物を用いて液状
被膜を形成する第１の工程と、
　前記液状被膜を加熱する第２の工程と、を含み、
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物を含む耐リチウム還元層を得ることを特徴する耐リ
チウム還元層の成膜方法。
【請求項５】
　前記液状被膜は、塗付法を用いて形成される請求項４に記載の耐リチウム還元層の成膜
方法。
【請求項６】
　前記第２の工程は、前記液状被膜を乾燥する第１の加熱処理と、リチウム、ランタン、
ジルコニウムおよび前記金属Ｍの金属酸化物を生成する第２の加熱処理と、前記一般式（
Ｉ）で表される化合物を生成、焼結する第３の加熱処理とを有する請求項４または５に記
載の耐リチウム還元層の成膜方法。
【請求項７】
　前記第１の加熱処理における加熱温度は、５０℃以上２５０℃以下である請求項６に記
載の耐リチウム還元層の成膜方法。
【請求項８】
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　前記第２の加熱処理における加熱温度は、４００℃以上５５０℃以下である請求項６ま
たは７に記載の耐リチウム還元層の成膜方法。
【請求項９】
　前記第３の加熱処理における加熱温度は、６００℃以上９００℃以下である請求項６な
いし８のいずれか１項に記載の耐リチウム還元層の成膜方法。
【請求項１０】
　リチウム二次電池であって、
　固体電解質層と、
　前記固体電解質層に接して配置された耐リチウム還元層と、を備え、
　前記耐リチウム還元層は、一般式（Ｉ）で表される化合物を含有し、
　前記耐リチウム還元層と前記固体電解質層との界面は、前記耐リチウム還元層と前記固
体電解質層との連続層であることを特徴とするリチウム二次電池。
　Ｌｉ７－ｘＬａ３（Ｚｒ２－ｘ，Ｍｘ）Ｏ１２　　・・・　　（Ｉ）
　［式中、金属ＭはＮｂ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｙ、Ｈｆ、Ｔａ、Ａｌ、Ｓｉ、Ｇａ、Ｇｅ、
Ｓｎ、およびＳｂのうちの少なくとも１種を表し、Ｘは０～２を表す。］
【請求項１１】
　更に、活物質成形体を備え、
　前記活物質成形体は、表面の一部である第１の面が前記耐リチウム還元層に接し、前記
第１の面以外の表面の第２の表面が前記固体電解質層に接するように設けられ、
　前記第１の面において、前記耐リチウム還元層と前記活物質成形体との界面は、前記耐
リチウム還元層と前記活物質成形体との連続層が形成されている請求項１０に記載のリチ
ウム二次電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐リチウム還元層形成用組成物、耐リチウム還元層の成膜方法およびリチウ
ム二次電池に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　携帯型情報機器をはじめとする多くの電気機器の電源として、リチウム二次電池が利用
されている。このリチウム二次電池は、正極と負極と、これらの層の間に設置され、リチ
ウムイオンの伝導を媒介する電解質層とを備える。
【０００３】
　近年、高エネルギー密度と安全性とを両立したリチウム二次電池として、電解質層の構
成材料に、固体電解質を使用する全固体型リチウム電池すなわち固体電解質層を備える全
固体型リチウム電池が提案されている。
【０００４】
　このような全固体型リチウム電池が備える固体電解質層の構成材料として、下記一般式
（Ａ）で表される化合物（以下、単に「化合物Ａ」と言う。）を含むものが知られている
（例えば、特許文献１、非特許文献１参照。）。
【０００５】
　　Ｌｉ７－ｘＬａ３（Ｚｒ２－ｘ，Ｎｂｘ）Ｏ１２　　・・・　　（Ａ）
　　［式中、Ｘは、０～２を表す。］
【０００６】
　この固体電解質層を形成する際に、特許文献１、非特許文献１では、化合物Ａは、固相
反応により生成される。具体的には、化合物Ａに対して化学量論組成通りに、化合物Ａに
対して等量で、Ｌｉ化合物、Ｌａ化合物、Ｚｒ化合物およびＮｂ化合物をモル比ベースで
混合し、得られた混合物を仮焼成する。そして、後工程である本焼結でのＬｉ欠損を補う
ために、化合物ＡのＬｉ量に対して、Ｌｉ換算で４～２０アトミック％のＬｉ化合物を添
加した後、例えば、９００℃～１１５０℃のような高温領域で本焼結を行うことで生成さ
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れる。
【０００７】
　また、前述のようにして得られる化合物Ａは、優れたＬｉイオン伝導性を有し、かつ、
優れた耐Ｌｉ還元性を有する。そのため、例えば、負極がリチウムで構成される場合、全
固体型リチウム二次電池を、負極と固体電解質層との間に耐リチウム還元層を備える構成
のものとし、この耐リチウム還元層における断裂やデンドライト成長が生じることに起因
する短絡の発生を抑制または防止することを目的に、前記耐リチウム還元層を、化合物Ａ
を含有するものとすることが考えられる。
【０００８】
　しかしながら、前述した固相反応によりリチウム還元層を形成すると、固体電解質層お
よび耐リチウム還元層を形成する粒子同士がこれらの界面において点接触により接触する
こととなる。そのため、リチウム還元層自体は優れたＬｉイオン伝導性を備えるものの、
前記界面において、優れたＬｉイオン伝導性が得られているとは言えなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第５０８３３３６号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】Ｓ．Ｏｈｔａ，Ｔ．Ｋｏｂａｙａｓｈｉ，Ｔ．Ａｓａｏｋａ、Ｊ．Ｐｏ
ｗｅｒ Ｓｏｕｒｃｅｓ，１９６，３３４２（２０１１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的の一つは、優れたＬｉイオン伝導性および耐Ｌｉ還元性を有する耐リチウ
ム還元層を成膜することができる耐リチウム還元層形成用組成物、かかる耐リチウム還元
層形成用組成物を用いた耐リチウム還元層の成膜方法、かかる耐リチウム還元層を備える
リチウム二次電池を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　このような目的は、下記の本発明により達成される。
　本発明の耐リチウム還元層形成用組成物は、溶媒と、
　リチウム化合物と、ランタン化合物と、ジルコニウム化合物と、金属Ｍを備える化合物
と、を含み、
　前記リチウム化合物、前記ランタン化合物、前記ジルコニウム化合物および前記金属Ｍ
を備える化合物のそれぞれは前記溶媒に対して溶解性を示し、
　一般式（Ｉ）で表される化合物における化学量論組成に対して、前記リチウム化合物が
１．０５倍以上２．５０倍以下であり、
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物における化学量論組成に対して、前記ランタン化合
物が０．７０倍以上１．００倍以下であり、
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物における化学量論組成に対して、前記ジルコニウム
化合物が０．７０倍以上１．００倍以下であり、
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物における化学量論組成に対して、前記金属Ｍを備え
る化合物が等倍に含む、ことを特徴とする。
　Ｌｉ７－ｘＬａ３（Ｚｒ２－ｘ，Ｍｘ）Ｏ１２　　・・・　　（Ｉ）
　［式中、金属ＭはＮｂ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｙ、Ｈｆ、Ｔａ、Ａｌ、Ｓｉ、Ｇａ、Ｇｅ、
Ｓｎ、およびＳｂのうちの少なくとも１種を表し、Ｘは０～２を表す。］
【００１３】
　このような組成比の耐リチウム還元層形成用組成物によれば、優れたＬｉイオン伝導性
および耐Ｌｉ還元性を有する耐リチウム還元層を成膜することができる。
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【００１４】
　本発明の耐リチウム還元層形成用組成物では、前記リチウム化合物は、リチウム金属塩
化合物およびリチウムアルコキシド化合物のうちの少なくとも１種であり、
　前記ランタン化合物は、ランタン金属塩化合物およびランタンアルコキシド化合物のう
ちの少なくとも１種であり、
　前記ジルコニウム化合物は、ジルコニウム金属塩化合物およびジルコニウムアルコキシ
ド化合物のうちの少なくとも１種であり、
　前記金属Ｍを備える化合物は、前記金属Ｍの金属塩化合物および金属アルコキシド化合
物のうちの少なくとも１種であることが好ましい。
【００１５】
　これにより、これらの化合物の混合物である耐リチウム還元層形成用組成物から前記一
般式（Ｉ）で表される化合物を高い生成率で得ることができる。
【００１６】
　本発明の耐リチウム還元層形成用組成物では、前記溶媒は、水、単一の有機溶媒、水と
少なくとも１種の有機溶媒を含む混合溶媒、および、少なくとも２種類以上の有機溶媒を
含む混合溶媒のいずれかであることが好ましい。
【００１７】
　これにより、リチウム化合物、ランタン化合物、ジルコニウム化合物および前記金属Ｍ
を備える化合物を、それぞれ、耐リチウム還元層形成用組成物中において、確実に溶解さ
せることができる。
【００１８】
　本発明の耐リチウム還元層の成膜方法は、本発明の耐リチウム還元層形成用組成物を用
いて液状被膜を形成する第１の工程と、
　前記液状被膜を加熱する第２の工程と、を含み、
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物を含む耐リチウム還元層を得ることを特徴する。
【００１９】
　このような耐リチウム還元層の成膜方法により、優れたＬｉイオン伝導性および耐Ｌｉ
還元性を有する耐リチウム還元層を成膜することができる。
【００２０】
　本発明の耐リチウム還元層の成膜方法では、前記液状被膜は、塗付法を用いて形成され
ることが好ましい。
【００２１】
　塗布法によれば、均一な膜厚の液状被膜ひいては耐リチウム還元層を容易に形成するこ
とができる。
【００２２】
　本発明の耐リチウム還元層の成膜方法では、前記第２の工程は、前記液状被膜を乾燥す
る第１の加熱処理と、リチウム、ランタン、ジルコニウムおよび前記金属Ｍの金属酸化物
を生成する第２の加熱処理と、前記一般式（Ｉ）で表される化合物を生成、焼結する第３
の加熱処理とを有することが好ましい。
【００２３】
　これにより、耐リチウム還元層において、前記一般式（Ｉ）で表される化合物の結晶構
造を、立方晶のガーネット型結晶構造を有するものとすることができ、さらに隣接する粒
状をなす前記一般式（Ｉ）で表される化合物の結晶同士を焼結させたものとすることがで
きるため、耐リチウム還元層は、より優れたイオン導電率を発揮するものとなる。
【００２４】
　本発明の耐リチウム還元層の成膜方法では、前記第１の加熱処理における加熱温度は、
５０℃以上２５０℃以下であることが好ましい。
【００２５】
　これにより、立方晶のガーネット型結晶構造を有する前記一般式（Ｉ）で表される化合
物をより高い生成率で得ることができる。
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【００２６】
　本発明の耐リチウム還元層の成膜方法では、前記第２の加熱処理における加熱温度は、
４００℃以上５５０℃以下であることが好ましい。
【００２７】
　これにより、立方晶のガーネット型結晶構造を有する前記一般式（Ｉ）で表される化合
物をより高い生成率で得ることができる。
【００２８】
　本発明の耐リチウム還元層の成膜方法では、前記第３の加熱処理における加熱温度は、
６００℃以上９００℃以下であることが好ましい。
【００２９】
　これにより、立方晶のガーネット型結晶構造を有する前記一般式（Ｉ）で表される化合
物をより高い生成率で得ることができる。
【００３０】
　本発明のリチウム二次電池は、固体電解質層と、
　前記固体電解質層に接して配置された耐リチウム還元層と、を備え、
　前記耐リチウム還元層は、一般式（Ｉ）で表される化合物を含有し、
　前記耐リチウム還元層と前記固体電解質層との界面は、前記耐リチウム還元層と前記固
体電解質層との連続層であることを特徴とする。
　Ｌｉ７－ｘＬａ３（Ｚｒ２－ｘ，Ｍｘ）Ｏ１２　　・・・　　（Ｉ）
　［式中、金属ＭはＮｂ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｙ、Ｈｆ、Ｔａ、Ａｌ、Ｓｉ、Ｇａ、Ｇｅ、
Ｓｎ、およびＳｂのうちの少なくとも１種を表し、Ｘは０～２を表す。］
【００３１】
　これにより、耐リチウム還元層と固体電解質層との層間における、リチウムイオン伝導
性のさらなる向上が図られる。
【００３２】
　本発明のリチウム二次電池では、更に、活物質成形体を備え、
　前記活物質成形体は、表面の一部である第１の面が前記耐リチウム還元層に接し、前記
第１の面以外の表面の第２の表面が前記固体電解質層に接するように設けられ、
　前記第１の面において、前記耐リチウム還元層と前記活物質成形体との界面は、前記耐
リチウム還元層と前記活物質成形体との連続層が形成されていることが好ましい。
【００３３】
　これにより、耐リチウム還元層と固体電解質層および活物質成形体との層間における、
リチウムイオン伝導性のさらなる向上が図られる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明のリチウム二次電池の第１実施形態を示す縦断面図である。
【図２】図１に示すリチウム二次電池の製造方法を説明するための図である。
【図３】図１に示すリチウム二次電池の製造方法を説明するための図である。
【図４】図１に示すリチウム二次電池の製造方法を説明するための図である。
【図５】本発明のリチウム二次電池の第２実施形態を示す縦断面図である。
【図６】実施例１～３、比較例１、２で測定されたＸ線回折スペクトルである。
【図７】実施例９、１０及び実施例１４で測定されたＸ線回折スペクトルである。
【図８】実施例１１～１３で測定されたＸ線回折スペクトルである。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、本発明の耐リチウム還元層形成用組成物、耐リチウム還元層の成膜方法およびリ
チウム二次電池を添付図面に示す実施形態に基づいて詳細に説明する。
【００３６】
　なお、以下では、本発明の耐リチウム還元層形成用組成物および耐リチウム還元層の成
膜方法を説明するのに先立って、まず、本発明のリチウム二次電池について説明する。
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【００３７】
　＜リチウム二次電池＞
　＜＜第１実施形態＞＞
　図１は、本発明のリチウム二次電池の第１実施形態を示す縦断面図である。なお、以下
では、説明の便宜上、図１の上側を「上」、下側を「下」と言う。また、図１においては
、図面を見やすくするため、各構成要素の寸法や比率等は適宜異ならせて記載してある。
【００３８】
　リチウム二次電池１００は、電極複合体１０と、電極複合体１０上に接合された耐リチ
ウム還元層３０と、耐リチウム還元層３０上に接合された電極２０とを有している。この
リチウム二次電池１００は、いわゆる全固体リチウムイオン二次電池である。
【００３９】
　電極複合体１０は、図１に示すように、集電体１と、活物質成形体２と、固体電解質層
３と、を備えている。なお、以下では、活物質成形体２と固体電解質層３とを合わせた構
成を、複合体４と称することとする。この複合体４は、集電体１と耐リチウム還元層３０
との間に位置して、対向する一対の面において、これらに対して互いに接合している。
【００４０】
　集電体１は、電池反応により生成された電流を取り出すための電極であり、複合体４の
一面４ａにおいて固体電解質層３から露出する活物質成形体２に接して設けられている。
【００４１】
　この集電体１は、後述する活物質成形体２が正極活物質で構成される場合、正極として
機能し、活物質成形体２が負極活物質で構成される場合、負極として機能する。
【００４２】
　また、集電体１の形成材料（構成材料）としては、例えば、銅（Ｃｕ）、マグネシウム
（Ｍｇ）、チタン（Ｔｉ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、亜鉛（
Ｚｎ）、アルミニウム（Ａｌ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、インジウム（Ｉｎ）、金（Ａｕ
）、白金（Ｐｔ）、銀（Ａｇ）およびパラジウム（Ｐｄ）からなる群から選ばれる１種の
金属（金属単体）や、この群から選ばれる２種以上の金属元素を含む合金等が挙げられる
。
【００４３】
　集電体１の形状は、特に限定されず、例えば、板状、箔状、網状等をなすものが挙げら
れる。また、集電体１の表面は、平滑なものであってもよく、凹凸が形成されていてもよ
い。
【００４４】
　活物質成形体２は、無機物の電極活物質を形成材料（構成材料）とした多孔質の成形体
である。
【００４５】
　この多孔体で構成される活物質成形体２が有する複数の細孔は、活物質成形体２の内部
で互いに網目状に連通した連通孔を形成している。
【００４６】
　この活物質成形体２に含まれる形成材料の種類を適宜選択することにより、集電体１は
、正極にも負極にもなり得る。
【００４７】
　集電体１を正極とする場合、この活物質成形体２の形成材料には、例えば、正極活物質
として公知のリチウム複酸化物を用いることができる。
【００４８】
　なお、本明細書において「リチウム複酸化物」とは、リチウムを必ず含み、かつ全体と
して２種以上の金属イオンを含む酸化物であって、オキソ酸イオンの存在が認められない
ものを言う。
【００４９】
　このようなリチウム複酸化物としては、例えば、ＬｉＣｏＯ２、ＬｉＮｉＯ２、ＬｉＭ
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ｎ２Ｏ４、Ｌｉ２Ｍｎ２Ｏ３、ＬｉＦｅＰＯ４、Ｌｉ２ＦｅＰ２Ｏ７、ＬｉＭｎＰＯ４、
ＬｉＦｅＢＯ３、Ｌｉ３Ｖ２（ＰＯ４）３、Ｌｉ２ＣｕＯ２、ＬｉＦｅＦ３、Ｌｉ２Ｆｅ
ＳｉＯ４、Ｌｉ２ＭｎＳｉＯ４等が挙げられる。また、本明細書においては、これらのリ
チウム複酸化物の結晶内の一部原子が他の遷移金属、典型金属、アルカリ金属、アルカリ
希土類、ランタノイド、カルコゲナイド、ハロゲン等で置換された固溶体もリチウム複酸
化物に含むものとし、これら固溶体も正極活物質として用いることができる。
【００５０】
　さらに、集電体１を負極とする場合、活物質成形体２の形成材料には、例えば、負極活
物質として、Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２、Ｌｉ２Ｔｉ３Ｏ７等のリチウム複酸化物を用いること
ができる。
【００５１】
　また、活物質成形体２は、空隙率が１０％以上５０％以下であることが好ましく、３０
％以上５０％以下であることがより好ましい。活物質成形体２がこのような空隙率を有す
ることにより、活物質成形体２の細孔内の表面積を広げ、かつ活物質成形体２と固体電解
質層３との接触面積を広げやすくなり、電極複合体１０を用いたリチウム電池を高容量に
しやすくなる。
【００５２】
　空隙率は、例えば、（１）活物質成形体２の外形寸法から得られる、細孔を含めた活物
質成形体２の体積（見かけ体積）と、（２）活物質成形体２の質量と、（３）活物質成形
体２を構成する活物質の密度とから下記の式（ＩＩ）に基づいて測定することができる。
【００５３】

【数１】

【００５４】
　また、詳しくは後述するが、活物質成形体２の空隙率は、活物質成形体２を形成する工
程において、粒子状の有機物で構成される造孔材を用いることで制御可能である。
【００５５】
　活物質成形体２の抵抗率は、７００Ω／ｃｍ以下であることが好ましく、１００Ω／ｃ
ｍ以下であることがより好ましい。活物質成形体２がこのような抵抗率を有することによ
り、電極複合体１０を用いてリチウム電池を形成した際に、充分な出力が得られる。
【００５６】
　なお、抵抗率は、活物質成形体２の表面に電極として用いる銅箔を付着し、直流分極測
定を行うことにより測定することができる。
【００５７】
　固体電解質層３は、固体電解質を形成材料（構成材料）とし、活物質成形体２の細孔内
を含む活物質成形体２の表面に接して設けられている。
【００５８】
　固体電解質としては、後述する一般式（Ｉ）で表わされる化合物の他、例えば、ＳｉＯ

２－Ｐ２Ｏ５－Ｌｉ２Ｏ、ＳｉＯ２－Ｐ２Ｏ５－ＬｉＣｌ、Ｌｉ２Ｏ－ＬｉＣｌ－Ｂ２Ｏ

３、Ｌｉ３．４Ｖ０．６Ｓｉ０．４Ｏ４、Ｌｉ１４ＺｎＧｅ４Ｏ１６、Ｌｉ３．６Ｖ０．

４Ｇｅ０．６Ｏ４、Ｌｉ１．３Ｔｉ１．７Ａｌ０．３（ＰＯ４）３、Ｌｉ２．８８ＰＯ３

．７３Ｎ０．１４、ＬｉＮｂＯ３、Ｌｉ０．３５Ｌａ０．５５ＴｉＯ３、Ｌｉ７Ｌａ３Ｚ
ｒ２Ｏ１２、Ｌｉ２Ｓ－ＳｉＳ２、Ｌｉ２Ｓ－ＳｉＳ２－ＬｉＩ、Ｌｉ２Ｓ－ＳｉＳ２－
Ｐ２Ｓ５、ＬｉＰＯＮ、Ｌｉ３Ｎ、ＬｉＩ、ＬｉＩ－ＣａＩ２、ＬｉＩ－ＣａＯ、ＬｉＡ
ｌＣｌ４、ＬｉＡｌＦ４、ＬｉＩ－Ａｌ２Ｏ３、ＬｉＦ－Ａｌ２Ｏ３、ＬｉＢｒ－Ａｌ２

Ｏ３、Ｌｉ２Ｏ－ＴｉＯ２、Ｌａ２Ｏ３－Ｌｉ２Ｏ－ＴｉＯ２、Ｌｉ３ＮＩ２、Ｌｉ３Ｎ
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－ＬｉＩ－ＬｉＯＨ、Ｌｉ３Ｎ－ＬｉＣｌ、Ｌｉ６ＮＢｒ３、ＬｉＳＯ４、Ｌｉ４ＳｉＯ

４、Ｌｉ３ＰＯ４－Ｌｉ４ＳｉＯ４、Ｌｉ４ＧｅＯ４－Ｌｉ３ＶＯ４、Ｌｉ４ＳｉＯ４－
Ｌｉ３ＶＯ４、Ｌｉ４ＧｅＯ４－Ｚｎ２ＧｅＯ２、Ｌｉ４ＳｉＯ４－ＬｉＭｏＯ４、Ｌｉ
ＳｉＯ４－Ｌｉ４ＺｒＯ４等の酸化物、硫化物、ハロゲン化物、窒化物が挙げられる。こ
れらの固体電解質は、結晶質であってもよく、非晶質であってもよい。また、本明細書に
おいては、これらの組成物の一部原子が他の遷移金属、典型金属、アルカリ金属、アルカ
リ希土類、ランタノイド、カルコゲナイド、ハロゲン等で置換された固溶体も、固体電解
質として用いることができる。
【００５９】
　なお、固体電解質として下記一般式（Ｉ）で表わされる化合物を用いることにより、固
体電解質層３と、耐リチウム還元層３０との界面がより均一なものとなるため、この界面
におけるイオン導電率をより優れたものとすることができる。
【００６０】
　固体電解質層３のイオン伝導率は、１×１０－５Ｓ／ｃｍ以上であることが好ましく、
５×１０－５Ｓ／ｃｍ以上であることがより好ましい。固体電解質層３がこのようなイオ
ン伝導率を有することにより、活物質成形体２の表面から離れた位置の固体電解質層３に
含まれるイオンも、活物質成形体２の表面に達し、活物質成形体２における電池反応に寄
与することが可能となる。そのため、活物質成形体２における活物質の利用率が向上し、
容量を大きくすることができる。このとき、イオン伝導率が前記下限値未満であると、固
体電解質層３の種類によっては、活物質成形体２において対極と相対する面の表層近辺の
活物質しか電池反応に寄与せず、容量が低下するおそれがある。
【００６１】
　なお、「固体電解質層３のイオン伝導率」とは、固体電解質層３を構成する上述の無機
電解質自身の伝導率である「バルク伝導率」と、無機電解質が結晶質である場合における
結晶の粒子間の伝導率である「流界イオン伝導率」と、の総和である「総イオン伝導率」
のことを言う。
【００６２】
　なお、固体電解質層３のイオン伝導率は、例えば、固体電解質粉末を６２４ＭＰａで錠
剤型にプレス成型したものを大気雰囲気下７００℃で８時間焼結し、スパッタリングによ
り直径０．５ｃｍ、厚み１００ｎｍのプラチナ電極をプレス成型体両面に形成して交流イ
ンピーダンス法を実施することにより測定することができる。測定装置には、例えば、イ
ンピーダンスアナライザ（ソーラトロン社製、型番ＳＩ１２６０）を用いる。
【００６３】
　また、詳しくは後述するが、複合体４の両面４ａ、４ｂは、好ましくは、製造時に研磨
加工された研磨面となっており、固体電解質層３から活物質成形体２が露出している。そ
のため、このような研磨加工を施した場合、両面４ａ、４ｂには、研磨加工の痕跡である
擦過痕（研磨痕）が残されている。
【００６４】
　なお、本実施形態の電極複合体１０は、活物質成形体２を成形する際に、活物質同士を
つなぎ合わせるバインダーや、活物質成形体２の導電性を担保するための導電助剤などの
有機物を用いることなく成形されており、ほぼ無機物のみで構成されている。具体的には
、本実施形態の電極複合体１０においては、複合体４（活物質成形体２および固体電解質
層３）を４００℃で３０分加熱した時の質量減少率が、５質量％以下となっている。質量
減少率は、３質量％以下が好ましく、１質量％以下がさらに好ましく、質量減少が観測さ
れない、または誤差範囲であることが特に好ましい。すなわち、複合体４を４００℃で３
０分加熱した時の質量減少率は０質量％以上であるとよい。複合体４がこのような質量減
少率を有するため、複合体４には、所定の加熱条件で蒸発する溶媒や吸着水等の物質や、
所定の加熱条件で燃焼または酸化されて気化する有機物が、構成全体に対して５質量％以
下しか含まれないこととなる。
【００６５】
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　なお、複合体４の質量減少率は、示差熱－熱重量同時測定装置（ＴＧ－ＤＴＡ）を用い
、複合体４を所定の加熱条件で加熱することで、所定の加熱条件による加熱後の複合体４
の質量を測定し、加熱前の質量と加熱後の質量との比から算出することができる。
【００６６】
　本実施形態の電極複合体１０においては、活物質成形体２において、複数の細孔が内部
で網目状に連通する連通孔を構成しており、活物質成形体２の固体部分も網目構造を形成
している。例えば、正極活物質であるＬｉＣｏＯ２は、結晶の電子伝導性に異方性がある
ことが知られている。そのため、ＬｉＣｏＯ２を形成材料として活物質成形体を形成しよ
うとすると、細孔を機械加工で形成するような、特定の方向に細孔が延在して設けられて
いるような構成では、結晶の電子伝導性を示す方向によっては、内部で電子伝導しにくい
ことが考えられる。しかしながら、活物質成形体２のように細孔が網目状に連通し、活物
質成形体２の固体部分が網目構造を有していると、結晶の電子伝導性またはイオン伝導性
の異方性によらず、電気化学的に滑性な連続表面を形成することができる。そのため、用
いる活物質の種類によらず、良好な電子伝導を担保することができる。
【００６７】
　また、本実施形態の電極複合体１０においては、複合体４が上述のような構成であるた
め、複合体４に含まれるバインダーや導電助剤の添加量が抑制されており、バインダーや
導電助剤を用いる場合と比べて、電極複合体１０の単位体積あたりの容量密度が向上する
。
【００６８】
　また、本実施形態の電極複合体１０においては、多孔質の活物質成形体２の細孔内の表
面にも固体電解質層３が接している。そのため、活物質成形体２が多孔質体ではない場合
や、細孔内において固体電解質層３が形成されていない場合と比べ、活物質成形体２と固
体電解質層３との接触面積が大きくなり、界面インピーダンスを低減させることができる
。したがって、活物質成形体２と固体電解質層３との界面において良好な電荷移動が可能
となる。
【００６９】
　さらに、本実施形態の電極複合体１０においては、集電体１は、複合体４の一面に露出
する活物質成形体２と接触しているのに対し、固体電解質層３は、多孔質の活物質成形体
２の細孔内にまで侵入し、細孔内を含み集電体１と接する面以外の活物質成形体２の表面
と接している。このような構造の電極複合体１０では、集電体１と活物質成形体２との接
触面積（第１の接触面積）よりも、活物質成形体２と固体電解質層３との接触面積（第２
の接触面積）のほうが大きいことは明らかである。
【００７０】
　ここで、仮に、電極複合体が第１の接触面積と第２の接触面積とが同じ構成であると、
集電体１と活物質成形体２との界面のほうが、活物質成形体２と固体電解質層３との界面
よりも電荷移動が容易であるため、活物質成形体２と固体電解質層３との界面が電荷移動
のボトルネックとなる。そのため、電極複合体全体としては良好な電荷移動を阻害してし
まう。しかしながら、本実施形態の電極複合体１０では、第１の接触面積よりも、第２の
接触面積のほうが大きいことにより、上述のボトルネックを解消しやすく、電極複合体全
体として良好な電荷移動が可能となる。
【００７１】
　これらのことから、以下で説明する本実施形態の製造方法で製造された、上述した構成
をなす電極複合体１０は、電極複合体１０を用いたリチウム電池の容量を向上させ、かつ
高出力とすることができる。
【００７２】
　電極２０は、耐リチウム還元層３０の複合体４とは反対側の面に接して設けられている
。
【００７３】
　この電極２０は、活物質成形体２が正極活物質で構成される場合、負極として機能し、
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活物質成形体２が負極活物質で構成される場合、正極として機能する。
【００７４】
　この電極２０の形成材料（構成材料）としては、電極２０が負極の場合、例えば、リチ
ウム（Ｌｉ）が挙げられ、電極２０が正極の場合、例えば、アルミニウム（Ａｌ）が挙げ
られる。
【００７５】
　電極２０の厚さは、特に限定されないが、例えば、１０μｍ以上１００μｍ以下である
ことが好ましく、１０μｍ以上３０μｍ以下であることがより好ましい。
【００７６】
　耐リチウム還元層３０は、他面４ｂにおいて複合体４に接し、一面３０ａにおいて電極
２０に接して設けられている。この耐リチウム還元層３０は、複合体４と電極２０との間
に位置して、対向する一対の面３０ａ、４ｂにおいて、これらに対して互いに接合してい
る。
【００７７】
　このような耐リチウム還元層３０を、複合体４と電極２０との間に備えることで、リチ
ウム二次電池１００において、電極２０と集電体１とが活物質成形体２を介して接続され
るのを防止すること、すなわち短絡を防止することができる。すなわち、耐リチウム還元
層３０は、リチウム二次電池１００における短絡を防止する短絡防止層としての機能を発
揮する。
【００７８】
　本発明では、この耐リチウム還元層３０が、下記一般式（Ｉ）で表わされる化合物（以
下、単に「化合物Ｉ」と言うこともある。）を含有する。この化合物Ｉは、常温において
も優れたリチウムイオン伝導性および耐リチウム還元性を有するセラミックス材料である
。また、かかる化合物Ｉを含む薄膜は、薄膜としても十分な強度を有している。そのため
、この化合物Ｉを含む薄膜を耐リチウム還元層３０にすることで、薄膜の断裂やリチウム
イオンが還元することにより生じるデンドライト成長に起因する短絡の発生を抑制または
防止することができる。したがって、この耐リチウム還元層３０は、優れたリチウムイオ
ン伝導性および耐リチウム還元性を発揮する。
【００７９】
　Ｌｉ７－ｘＬａ３（Ｚｒ２－ｘ，Ｍｘ）Ｏ１２　　・・・　　（Ｉ）
　［式中、ＭはＮｂ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｙ、Ｈｆ、Ｔａ、Ａｌ、Ｓｉ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｓｎ
、およびＳｂのうちの少なくとも１種を表し、Ｘは０～２を表す。］
【００８０】
　化合物Ｉにおいて、金属Ｍとしては、Ｎｂ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｙ、Ｈｆ、Ｔａ、Ａｌ、
Ｓｉ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｓｎ、およびＳｂが挙げられ、これらのうちの１種または２種以上を
組み合わせて用いることができる。これらの中でも、Ｎｂ（ニオブ）およびＴａ（タンタ
ル）のうちの少なくとも１種であることが好ましい。これにより、得られる耐リチウム還
元層３０をより優れたリチウムイオン伝導性および耐リチウム還元性を発揮するものとす
ることができるとともに、耐リチウム還元層３０を薄膜としても優れた強度を備えるもの
とすることができる。
【００８１】
　また、化合物Ｉ中のＸ、すなわち、金属Ｍの置換率は、できるだけ大きい方が好ましく
、特に限定されるものではないが、１以上２以下であるのが好ましく、１．４以上２以下
であるのがより好ましい。前記Ｘが小さ過ぎると、金属Ｍの種類等によっては、耐リチウ
ム還元層３０に、前述した機能を十分に発揮させることができないおそれがある。
【００８２】
　また、化合物Ｉは、耐リチウム還元層３０において、立方晶または正方晶のいずれの結
晶構造を有するものであってもよいが、立方晶のガーネット型結晶構造を有することが好
ましい。これにより、耐リチウム還元層３０のイオン導電率のさらなる向上が図られる。
【００８３】
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　この耐リチウム還元層３０のイオン伝導率は、１×１０－５Ｓ／ｃｍ以上であることが
好ましく、５×１０－５Ｓ／ｃｍ以上であることがより好ましい。耐リチウム還元層３０
がこのようなイオン伝導率を有することにより、耐リチウム還元層３０に含まれるイオン
を、活物質成形体２の表面に到達させることができ、活物質成形体２における電池反応に
寄与することが可能となる。そのため、活物質成形体２における活物質の利用率が向上し
、容量を大きくすることができる。このとき、イオン伝導率が前記下限値未満であると、
耐リチウム還元層３０の種類によっては、活物質成形体２において対極と相対する面の表
層近辺の活物質しか電池反応に寄与せず、容量が低下するおそれがある。
【００８４】
　なお、「耐リチウム還元層３０のイオン伝導率」とは、耐リチウム還元層３０を構成す
る上述の化合物Ｉ自身の伝導率である「バルク伝導率」と、化合物Ｉからなる結晶の粒子
間の伝導率である「流界イオン伝導率」と、の総和である「総イオン伝導率」のことを言
う。
【００８５】
　また、耐リチウム還元層３０のイオン伝導率は、例えば、化合物Ｉの粉末を６２４ＭＰ
ａで錠剤型にプレス成型したものを大気雰囲気下７００℃で８時間焼結し、スパッタリン
グにより直径０．５ｃｍ、厚み１００ｎｍのプラチナ電極をプレス成型体両面に形成して
交流インピーダンス法を実施することにより測定することができる。測定装置には、例え
ば、インピーダンスアナライザ（ソーラトロン社製、型番ＳＩ１２６０）を用いる。
【００８６】
　さらに、耐リチウム還元層３０の厚さは、特に限定されないが、例えば、１μｍ以上１
０μｍ以下であることが好ましく、２μｍ以上５μｍ以下であることがより好ましい。か
かる厚さに設定することで、リチウムイオン伝導性と耐リチウム還元性との双方の機能を
確実に発揮させることができる。
【００８７】
　上記のような構成の耐リチウム還元層３０は、本実施形態では、図１に示すように、複
合体４の他面４ｂに接して設けられている。また、複合体４は、他面４ｂにおいて、活物
質成形体２と固体電解質層３との双方が露出している。そのため、耐リチウム還元層３０
は、他面４ｂにおいて、活物質成形体２と固体電解質層３との双方に接している。
【００８８】
　このような耐リチウム還元層３０と複合体４との界面、すなわち、耐リチウム還元層３
０と活物質成形体２との界面、および、耐リチウム還元層３０と固体電解質層３との界面
では、それぞれ、耐リチウム還元層３０と活物質成形体２とが固溶した連続層（固溶体）
、および、耐リチウム還元層３０と固体電解質層３とが固溶した連続層（固溶体）が形成
されている。これにより、耐リチウム還元層３０と複合体４（固体電解質層３および活物
質成形体２）との界面における抵抗値が低くなり、その結果、前記界面でのリチウムイオ
ンの受け渡しがより円滑に行われるようになる。換言すれば、耐リチウム還元層３０と複
合体４との層間における、リチウムイオン伝導性のさらなる向上が図られる。なお、上記
のような連続層は、本発明の耐リチウム還元層形成用組成物を用いて、複合体４の他面４
ｂ上に耐リチウム還元層３０を形成することにより得ることができるが、その方法（本発
明の耐リチウム還元層の成膜方法）については、後述するリチウム二次電池の製造方法に
おいて詳述する。
【００８９】
　なお、化合物Ｉを含む薄膜で構成される耐リチウム還元層３０は、化合物Ｉの結晶（一
次粒子）が造粒することで形成された粒体（二次粒子）同士が焼結した多孔体で構成され
ている。そのため、耐リチウム還元層３０は、網目状に連通した連通孔（細孔）を備える
構成をなしているが、この連通孔には、室温で非晶質（ガラス質、アモルファス）である
充填材料が充填された充填部が形成されていることが好ましい。このような充填部を設け
ることにより、多孔体を補強することができるため、化合物Ｉで構成される多孔体におい
てリチウムイオンの受け渡しが行われたとしても、耐リチウム還元層３０における形状の
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安定化を図ることができる。
【００９０】
　この充填部の構成材料としては、例えば、ＳｉまたはＢを含むリチウム複酸化物が挙げ
られ、具体的には、Ｌｉ２ＳｉＯ３、Ｌｉ６ＳｉＯ５、Ｌｉ３ＢＯ３、Ｈ３ＢＯ３および
Ｌｉ２＋ＸＢＸＣ１－ＸＯ３等が挙げられ、これらのうちの１種または２種を組み合わせ
て用いることができる。
【００９１】
　［リチウム二次電池の製造方法］
　次に、図１に示す、第１実施形態のリチウム二次電池１００の製造方法について説明す
る。
【００９２】
　図２～４は、図１に示すリチウム二次電池の製造方法を説明するための図である。なお
、以下では、説明の便宜上、図２～４の上側を「上」、下側を「下」と言う。また、図２
～４においては、図面を見やすくするため、各構成要素の寸法や比率等は適宜異ならせて
記載してある。
【００９３】
　［１］まず、図２に示すように、成形型Ｆを用いて粒子状のリチウム複酸化物（以下、
「活物質粒子２Ｘ」と言う。）を含む形成材料を圧縮して成形し（図２（ａ）参照）、そ
の後、得られた圧縮成形物を熱処理することにより活物質成形体２を得る(図２（ｂ）参
照）。
【００９４】
　この熱処理は、８５０℃以上であって、用いるリチウム複酸化物の融点未満の処理温度
で行うことが好ましい。これにより、活物質粒子２Ｘ同士を焼結させて一体化された成形
体を確実に得ることができる。このような温度範囲で熱処理を行うことにより、導電助剤
を添加しなくても、得られる活物質成形体２の抵抗率を好ましくは７００Ω／ｃｍ以下と
することができる。これにより、得られるリチウム二次電池１００は、充分な出力を備え
るものとなる。
【００９５】
　このとき、処理温度が８５０℃未満であると、用いるリチウム複酸化物の種類によって
は、充分に焼結が進行しないばかりか、活物質の結晶内の電子伝導性自体が低下するため
、得られるリチウム二次電池１００に、所望の出力が得られなくなるおそれがある。
【００９６】
　また、処理温度がリチウム複酸化物の融点を上回ると、リチウム複酸化物の結晶内から
リチウムイオンが過剰に揮発し、リチウム複酸化物の電子伝導性が低下することに起因し
て、得られる電極複合体１０の容量が低下するおそれがある。
【００９７】
　したがって、適切な出力と容量を得るためには上記処理温度が８５０℃以上、リチウム
複酸化物の融点未満であることが好ましく、８７５℃以上１０００℃以下であることがよ
り好ましく、９００℃以上９２０℃以下であることがさらに好ましい。
【００９８】
　また本工程の熱処理は、５分以上３６時間以下で行うことが好ましく、４時間以上１４
時間以下で行うことがより好ましい。
【００９９】
　上記のような熱処理を施すことで、活物質粒子２Ｘ内の粒界の成長や、活物質粒子２Ｘ
間の焼結が進行するため、得られる活物質成形体２が形状を保持しやすくなり、活物質成
形体２のバインダーの添加量を低減することができる。また、焼結により活物質粒子２Ｘ
間に結合が形成され、活物質粒子２Ｘ間の電子の移動経路が形成されるため、導電助剤の
添加量も抑制できる。なお、活物質粒子２Ｘの形成材料としては、ＬｉＣｏＯ２を好適に
用いることができる。
【０１００】
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　また、得られる活物質成形体２は、活物質成形体２が有する複数の細孔が、活物質成形
体２の内部で互いに網目状に連通した連通孔で構成されたものとなる。
【０１０１】
　活物質粒子２Ｘの平均粒径は、３００ｎｍ以上５μｍ以下が好ましく、４５０ｎｍ以上
３μｍ以下がより好ましく、５００ｎｍ以上１μｍ以下がさらに好ましい。このような平
均粒径の活物質を用いると、得られる活物質成形体２の空隙率を、好ましくは１０％以上
４０％以下、より好ましくは１５％以上３５％以下に設定することができる。これにより
、活物質成形体２の細孔内の表面積を広げ、かつ活物質成形体２と固体電解質層３との接
触面積を広げやすくなり、電極複合体１０を用いたリチウム電池を高容量にしやすくなる
。
【０１０２】
　活物質粒子２Ｘの平均粒径が前記下限値未満であると、下記液状体の種類によっては、
形成される活物質成形体の細孔の半径が数十ｎｍの微小なものになり易く、後述する工程
において細孔の内部に無機固体電解質の前駆体を含む液状体を浸入させることが困難とな
り、その結果、細孔の内部の表面に接する固体電解質層３を形成しにくくなるおそれがあ
る。
【０１０３】
　また、活物質粒子２Ｘの平均粒径が前記上限値を超えると、形成される活物質成形体の
単位質量当たりの表面積である比表面積が小さくなり、活物質成形体２と固体電解質層３
との接触面積が小さくなる。そのため、得られる電極複合体１０を用いてリチウム電池を
形成した際に、充分な出力が得られなくなるおそれがある。また、活物質粒子２Ｘの内部
から固体電解質層３までのイオン拡散距離が長くなるため、活物質粒子２Ｘにおいて中心
付近のリチウム複酸化物は電池の機能に寄与しにくくなるおそれがある。
【０１０４】
　なお、活物質粒子２Ｘの平均粒径は、例えば、活物質粒子２Ｘをｎ－オクタノールに０
．１質量％～１０質量％の範囲の濃度となるように分散させた後、光散乱式粒度分布測定
装置（日機装社製、ナノトラックＵＰＡ－ＥＸ２５０）を用いて、メジアン径を求めるこ
とにより測定することができる。
【０１０５】
　また、活物質粒子２Ｘの形成に用いる形成材料には、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ
）やポリビニルアルコール（ＰＶＡ）などの有機高分子化合物をバインダーとして添加し
てもよい。これらのバインダーは、本工程の熱処理において、燃焼または酸化され、量が
低減する。
【０１０６】
　また、用いる形成材料には、圧粉成形時に細孔の鋳型として高分子や炭素粉末を形成材
料とする粒子状の造孔材を添加することが好ましい。これらの造孔材が混入することによ
り、活物質成形体の空隙率を制御することが容易となる。このような造孔材は、熱処理時
に燃焼や酸化により分解除去され、得られる活物質成形体では量が低減する。
　造孔材の平均粒径は、好ましくは０．５μｍ～１０μｍである。
【０１０７】
　さらに、造孔材は、潮解性を有する物質を形成材料とする粒子（第１粒子）を含むと好
ましい。第１粒子が潮解することにより第１粒子の周囲に生じる水が、粒子状のリチウム
複酸化物をつなぎ合わせるバインダーとして機能するため、粒子状のリチウム複酸化物を
圧縮成形して熱処理するまでの間、形状を維持することが可能となる。そのため、他のバ
インダーを添加することなく、またはバインダーの添加量を低減させながら活物質成形体
を得ることができ、容易に高容量な電極複合体とすることができる。
【０１０８】
　このような第１粒子としては、ポリアクリル酸を形成材料とする粒子を挙げることがで
きる。
【０１０９】
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　また、造孔材は、潮解性を有さない物質を形成材料とする粒子（第２粒子）をさらに含
むと好ましい。このような第２粒子を含む造孔材は、取り扱いが容易となる。また、造孔
材が潮解性を有すると、造孔材の周囲の水分量に応じて、活物質成形体の空隙率が所望の
設定値から乖離することがあるが、造孔材として潮解しない第２粒子を同時に含むことで
、空隙率の乖離を抑制することが可能となる。
【０１１０】
　［２］次いで、図３に示すように、活物質成形体２の細孔の内部を含む活物質成形体２
の表面に、固体電解質層３の前駆体を含む液状体３Ｘを塗布し（図３（ａ））、その後、
焼成することで前駆体を無機固体電解質として、固体電解質層３を形成する(図３（ｂ）
）。
　これにより、活物質成形体２と固体電解質層３とを備える複合体４が形成される。
【０１１１】
　液状体３Ｘは、前駆体の他に前駆体を可溶な溶媒を含んでもよい。液状体３Ｘが溶媒を
含む場合には、液状体３Ｘの塗布後、焼成の前に、適宜溶媒を除去するとよい。溶媒の除
去は、加熱、減圧、送風など通常知られた方法の１種、または２種以上を組み合わせた方
法を採用することができる。
【０１１２】
　ここで、流動性を有する液状体３Ｘを塗布して固体電解質層３を形成することから、微
細な活物質成形体２の細孔の内部表面にも良好に固体電解質を形成することが可能となる
。そのため、活物質成形体２と固体電解質層３との接触面積を拡大しやすく、活物質成形
体２と固体電解質層３との界面の電流密度が低減され、その結果、大きな出力を容易に得
ることができる。
【０１１３】
　液状体３Ｘの塗布は、活物質成形体２の細孔の内部にまで液状体３Ｘが浸透する方法で
あれば、種々の方法により行うことができる。例えば、活物質成形体２を載置しておいた
ところに液状体３Ｘを滴下することで行ってもよく、液状体３Ｘを貯留しているところに
活物質成形体２を浸漬させることで行ってもよく、液状体３Ｘを貯留しているところに活
物質成形体２の端部を接触させ、毛管現象を利用して細孔内に含浸させることで行っても
よい。図３（ａ）では、上記のうち、ディスペンサーＤを用いて液状体３Ｘを滴下する方
法を示している。
【０１１４】
　また、固体電解質層３の前駆体としては、例えば、以下の（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）が挙げら
れる。
（Ａ）無機固体電解質が有する金属原子を無機固体電解質の組成式に従った割合で含み、
酸化により無機固体電解質となる塩を有する組成物
（Ｂ）無機固体電解質が有する金属原子を無機固体電解質の組成式に従った割合で含む金
属アルコキシドを有する組成物
（Ｃ）無機固体電解質微粒子、または無機固体電解質が有する金属原子を無機固体電解質
の組成式に従った割合で含む微粒子ゾルを溶媒、または（Ａ）もしくは（Ｂ）に分散させ
た分散液
【０１１５】
　なお、（Ａ）に含まれる塩には、金属錯体を含む。また、（Ｂ）は、いわゆるゾルゲル
法を用いて無機固体電解質を形成する場合の前駆体である。
【０１１６】
　前駆体の焼成は、大気雰囲気下、上述した活物質成形体２を得るための熱処理よりも低
い温度で行う。具体的には、焼成温度は、３００℃以上７００℃以下の温度範囲で行うと
よい。焼成により前駆体から無機固体電解質が生成され、固体電解質層３が形成される。
なお、固体電解質層の形成材料としては、Ｌｉ０．３５Ｌａ０．５５ＴｉＯ３を好適に用
いることができる。
【０１１７】
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　このような温度範囲で焼成することにより、活物質成形体２と固体電解質層３との界面
において、それぞれを構成する元素の相互拡散による固相反応が生じ、電気化学的に不活
性な副生物が生成することを抑制することができる。また、無機固体電解質の結晶性が向
上し、固体電解質層３のイオン電導性を向上させることができる。加えて、活物質成形体
２と固体電解質層３との界面において、焼結する部分が生じ、界面における電荷移動が容
易となる。これにより、電極複合体１０を用いたリチウム電池の容量や出力が向上する。
【０１１８】
　焼成は、１度の熱処理で行うこととしてもよく、前駆体を前記多孔体の表面に被着させ
る第１の熱処理と、第１の熱処理の処理温度以上７００℃以下の温度条件で加熱する第２
の熱処理と、に分けて行うこととしてもよい。このような段階的な熱処理で焼成を行うこ
とにより、固体電解質層３を所望の位置に容易に形成することができる。
【０１１９】
　［３］次いで、複合体４の両面４ａ、４ｂを研削・研磨することで、これら両面４ａ、
４ｂから、活物質成形体２と固体電解質層３との双方を露出させる（図４（ａ）参照）。
【０１２０】
　なお、この場合、一面４ａおよび他面４ｂには、それぞれ、研削・研磨加工の痕跡であ
る擦過痕（研削・研磨痕）が残される。
【０１２１】
　なお、前記工程［２］において、複合体４を形成した際に、両面４ａ、４ｂから活物質
成形体２と固体電解質層３との双方が露出することがある。この場合は、複合体４の両面
４ａ、４ｂにおける研削・研磨を省略することもできる。
【０１２２】
　［４］次いで、複合体４の他面４ｂ上に、前記化合物Ｉを含有する耐リチウム還元層３
０を形成するために用いられる耐リチウム還元層形成用組成物（本発明の耐リチウム還元
層形成用組成物）を供給して液状被膜を形成し、その後、この液状被膜を加熱することに
より、前記一般式（Ｉ）で表される化合物を含む耐リチウム還元層３０を得る(図４（ｂ
）参照）。
【０１２３】
　以下、この工程［４］について詳述する。
　［４－１］まず、耐リチウム還元層形成用組成物（前駆体組成物）を調製し、その後、
この耐リチウム還元層形成用組成物を用いて他面４ｂ上に液状被膜を形成する（第１の工
程）。
【０１２４】
　耐リチウム還元層形成用組成物（本発明の耐リチウム還元層形成用組成物）は、前記化
合物Ｉを含有する耐リチウム還元層３０を形成するために用いられ、溶媒と、この溶媒に
対して、それぞれ溶解性を示すリチウム化合物と、ランタン化合物と、ジルコニウム化合
物と、前記金属Ｍを備える化合物とを含有する液状反応物であり、前記化合物Ｉにおける
化学量論組成に対して、前記リチウム化合物が１．０５倍以上２．５０倍以下、前記ラン
タン化合物と前記ジルコニウム化合物とが０．７０倍以上１．００倍以下、および前記金
属Ｍを備える化合物が等倍に含まれるものである。
【０１２５】
　リチウム化合物、ランタン化合物、ジルコニウム化合物および前記金属Ｍを備える化合
物は、特に限定されないが、例えば、それぞれ、リチウム、ランタン、ジルコニウムおよ
び前記金属Ｍの金属塩および金属アルコキシドのうちの少なくとも１種であることが好ま
しい。これにより、これらの化合物の混合物である耐リチウム還元層形成用組成物から前
記化合物Ｉを高い生成率で得ることができる。
【０１２６】
　このようなリチウム化合物（リチウム源）としては、例えば、塩化リチウム、硝酸リチ
ウム、酢酸リチウム、水酸化リチウム、炭酸リチウムのようなリチウム金属塩、リチウム
メトキシド、リチウムエトキシド、リチウムプロポキシド、リチウムイソプロポキシド、
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リチウムブトキシド、リチウムイソブトキシド、リチウムセカンダリーブトキシド、リチ
ウムターシャリーブトキシド、ジピバロイルメタナトリチウムのようなリチウムアルコキ
シド等が挙げられ、これらのうちの１種または２種以上を組み合わせて用いることができ
る。
【０１２７】
　また、ランタン化合物（ランタン源）としては、例えば、塩化ランタン、硝酸ランタン
、酢酸ランタンのようなランタン金属塩、ランタンメトキシド、ランタンエトキシド、ラ
ンタンプロポキシド、ランタンイソプロポキシド、ランタンブトキシド、ランタンイソブ
トキシド、ランタンセカンダリーブトキシド、ランタンターシャリーブトキシド、ジピバ
ロイルメタナトランタンのようなランタンアルコキシド等が挙げられ、これらのうちの１
種または２種以上を組み合わせて用いることができる。
【０１２８】
　さらに、ジルコニウム化合物（ジルコニウム源）としては、例えば、塩化ジルコニウム
、オキシ塩化ジルコニウム、オキシ硝酸ジルコニウム、オキシ酢酸ジルコニウム、酢酸ジ
ルコニウムのようなジルコニウム金属塩、ジルコニウムメトキシド、ジルコニウムエトキ
シド、ジルコニウムプロポキシド、ジルコニウムイソプロポキシド、ジルコニウムブトキ
シド、ジルコニウムイソブトキシド、ジルコニウムセカンダリーブトキシド、ジルコニウ
ムターシャリーブトキシド、ジピバロイルメタナトジルコニウムのようなジルコニウムア
ルコキシド等が挙げられ、これらのうちの１種または２種以上を組み合わせて用いること
ができる。
【０１２９】
　また、前記金属Ｍを備える化合物としては、金属Ｍがニオブである場合、例えば、塩化
ニオブ、オキシ塩化ニオブ、蓚酸ニオブのようなニオブ金属塩、ニオブエトキシド、ニオ
ブプロポキシド、ニオブイソプロポキシド、ニオブセカンダリーブトキシドのようなニオ
ブアルコキシドや、ニオブアセチルアセトン等が挙げられ、これらのうちの１種または２
種以上を組み合わせて用いることができる。
【０１３０】
　また、溶媒としては、リチウム化合物、ランタン化合物、ジルコニウム化合物および前
記金属Ｍを備える化合物を、それぞれ、溶解し得るものが用いられ、水および有機溶媒の
単溶媒または混合溶媒が用いられる。これにより、リチウム化合物、ランタン化合物、ジ
ルコニウム化合物および前記金属Ｍを備える化合物を、それぞれ、耐リチウム還元層形成
用組成物中において、確実に溶解させることができる。
【０１３１】
　有機溶媒としては、特に限定されないが、例えば、メタノール、エタノール、ｎ－プロ
ピルアルコール、イソプロピルアルコール、アリルアルコール等のアルコール類、エチレ
ングリコール、プロピレングリコール、ブチレングリコール、ヘキシレングリコール、ペ
ンタンジオール、ヘキサンジオール、ヘプタンジオール、ジプロピレングリコール等のグ
リコール類、アセトン、メチルエチルケトン、メチルプロピルケトン、メチルイソブチル
ケトン等のケトン類、ギ酸メチル、ギ酸エチル、酢酸メチル、アセト酢酸メチル等のエス
テル類、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエ
ーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテ
ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテ
ル等のエーテル類等が挙げられる。
【０１３２】
　また、他面４ｂ上への液状被膜の形成は、耐リチウム還元層形成用組成物を他面４ｂ上
に供給することにより行われるが、この耐リチウム還元層形成用組成物の供給は、塗布法
を用いるのが好ましい。塗布法によれば、均一な膜厚の液状被膜ひいては耐リチウム還元
層３０を他面４ｂ上に容易に形成することができる。
【０１３３】
　塗布法としては、特に限定されないが、例えば、スピンコート法、キャスティング法、
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マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイヤ
ーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印
刷法、オフセット印刷法、マイクロコンタクトプリンティング法および液滴吐出法等が挙
げられる。
【０１３４】
　また、耐リチウム還元層形成用組成物には、リチウム化合物と、ランタン化合物と、ジ
ルコニウム化合物と、前記金属Ｍを備える化合物とが上述したような組成比で含まれてお
り、これにより、耐リチウム還元層形成用組成物のゲル化が長期に亘って抑制または防止
され、耐リチウム還元層形成用組成物は、ゾルの状態を、長期間、安定的に維持し得るも
のとなる。そのため、他面４ｂ上に耐リチウム還元層形成用組成物を供給することにより
形成される液状被膜を、より均一な厚さを備えるものとして得ることができる。したがっ
て、次工程［４－２］で得られる耐リチウム還元層を、より均一な厚さを備えるものとす
ることができる。
【０１３５】
　［４－２］次に、液状被膜を加熱することにより、他面４ｂ上に、化合物Ｉを含む耐リ
チウム還元層３０を形成する（第２の工程）。
【０１３６】
　ここで、本発明では、液状被膜を構成する耐リチウム還元層形成用組成物に含まれるリ
チウム化合物と、ランタン化合物と、ジルコニウム化合物と、前記金属Ｍを備える化合物
とが特定の範囲内の組成比となっている。すなわち、化合物Ｉにおける化学量論組成に対
して、リチウム化合物が１．０５倍以上２．５０倍以下、ランタン化合物とジルコニウム
化合物とが０．７０倍以上１．００倍以下、および前記金属Ｍを備える化合物が等倍の組
成比となっている。このような組成比とすることで、液状被膜（耐リチウム還元層形成用
組成物）を加熱することで生じる液相反応により生成されるセラミックス材料を、化合物
Ｉのものとして高い生成率で得ることができる。そのため、この化合物Ｉを含む耐リチウ
ム還元層３０は、優れたＬｉイオン伝導性および耐Ｌｉ還元性を発揮するものとなる。
【０１３７】
　このように、本発明の耐リチウム還元層形成用組成物を用いることで、液状被膜（耐リ
チウム還元層形成用組成物）を加熱するという１工程で、化合物Ｉを生成して、この化合
物Ｉを含む耐リチウム還元層３０を成膜することができる。
【０１３８】
　なお、液状被膜（液状材料）である耐リチウム還元層形成用組成物を、加熱（熱処理）
することで、化合物Ｉが得られるのは、前述したリチウム化合物、ランタン化合物、ジル
コニウム化合物および前記金属Ｍを備える化合物の種類に関係せず、これらの化合物の組
成比に依存することが、本発明者の検討により明らかとなっている。
【０１３９】
　例えば、リチウム化合物として炭酸リチウムを用いた場合、炭酸リチウムは焼結助剤と
しても機能し、化合物Ｉの結晶化（粒成長）が促進される焼結効果が得られるが、リチウ
ム化合物が２．５０倍超（例えば３．０倍）となると、化合物Ｉの分解が生じ、夾雑物で
あるＬａ２Ｚｒ２Ｏ３およびＬａ２Ｏ３が生成される。また、リチウム化合物が１．０５
倍量未満では、夾雑物であるＬａ２Ｚｒ２Ｏ３が生成されるとともに、炭酸リチウムによ
る焼結効果が十分に得られない。
【０１４０】
　さらに、リチウム化合物は、１．０５倍以上２．５０倍以下であれば良いが、１．２５
倍以上２．５０倍以下であることが好ましい。これにより、より微細な粒径を有する化合
物Ｉの結晶（一次粒子）が生成されるため、この一次粒子が造粒することで形成された粒
体（二次粒子）同士が焼結した多孔体の空隙率を低く設定することが可能となるため、耐
リチウム還元層３０のイオン伝導率の向上を図ることができる。
【０１４１】
　また、ランタン化合物およびジルコニウム化合物が、それぞれ０．７０倍量未満の場合
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には、夾雑物であるＬａ２Ｚｒ２Ｏ３が生成するとともに、化合物Ｉの生成率が極端に低
下する傾向を示す。また、ランタン化合物およびジルコニウム化合物が、それぞれ１．０
０倍超の場合には、夾雑物であるＬａ２Ｚｒ２Ｏ３が生成する傾向を示す。
【０１４２】
　この液状被膜（液状材料）の加熱は、その最高温度を９００℃以下とする温度条件で行
うことが好ましく、８００℃以下とする温度条件で行うことがより好ましい。これにより
、加熱により生成される化合物Ｉの結晶構造を、立方晶のガーネット型結晶構造を有する
ものとすることができる。その結果、得られる耐リチウム還元層３０は、より優れたイオ
ン導電率を発揮するものとなる。また、最高温度を８００℃以下とする低温領域で加熱す
ることにより、複合体４が備える活物質成形体２および固体電解質層３の構成材料の変質
・劣化を的確に抑制または防止することができる。
【０１４３】
　また、液状被膜（液状材料）の加熱は、第１の加熱処理と、第２の加熱処理と、化合物
Ｉを焼結する第３の加熱処理とを有する多段階とすることが好ましい。このような多段階
の加熱処理では、第１の加熱処理において、液状被膜を乾燥させ、第２の加熱処理におい
て、リチウム、ランタン、ジルコニウムおよび前記金属Ｍの金属酸化物を生成する。例え
ば、Ｌｉについては、Ｌｉ２Ｏ経由で、空気中のＣＯ２と反応させることで、Ｌｉ２ＣＯ

３が生成する。そして、第３の加熱処理において、化合物Ｉを生成させるとともに、生成
した化合物Ｉの結晶を粒成長させた後、粒状となった化合物Ｉの結晶を焼結する。すなわ
ち、第１の加熱処理において、液状被膜を乾燥させ、第２の加熱処理において、化合物Ｉ
を構成する各金属成分の酸化物生成させる。そして、第３の加熱処理において、化合物Ｉ
を生成すると共に、結晶を留成長させ、粒状となった化合物Ｉの結晶を焼結する。
【０１４４】
　このような段階を経て、化合物Ｉを含む耐リチウム還元層３０を成膜することで、耐リ
チウム還元層３０において、化合物Ｉの結晶構造を、立方晶のガーネット型結晶構造を有
するものとすることができ、さらに隣接する粒状をなす化合物Ｉの結晶同士を焼結された
ものとすることができるため、耐リチウム還元層３０は、より優れたイオン導電率を発揮
するものとなる。
【０１４５】
　この場合、第１の加熱処理における加熱温度は、５０℃以上２５０℃以下であることが
好ましく、１５０℃以上２００℃以下であることがより好ましい。
【０１４６】
　また、第２の加熱処理における加熱温度は、４００℃以上５５０℃以下であることが好
ましく、５００℃以上５５０℃以下であることがより好ましい。
【０１４７】
　さらに、第３の加熱処理における加熱温度は、６００℃以上９００℃以下であることが
好ましく、６５０℃以上８００℃以下であることがより好ましい。
【０１４８】
　第１～第３の加熱処理おける加熱温度を前記範囲内に設定することにより、立方晶のガ
ーネット型結晶構造を有する化合物Ｉをより高い生成率で得ることができる。
【０１４９】
　また、液状被膜の加熱時間は、全工程で、１０分以上２時間以下であることが好ましく
、１０分以上１．５時間以下であることがより好ましい。
【０１５０】
　さらに、本工程［４］では、上述のとおり、耐リチウム還元層３０は、固相をなす複合
体４の他面４ｂに、液相をなす耐リチウム還元層形成用組成物を供給することにより形成
される。そのため、他面４ｂにおいて、他面４ｂから露出する活物質成形体２および固体
電解質層３に耐リチウム還元層形成用組成物が濡れ広がることで液状被膜が形成され、こ
の液状被膜が加熱されることにより、耐リチウム還元層３０が成膜される。したがって、
他面４ｂにおいて形成される、耐リチウム還元層３０と活物質成形体２との界面、および
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、耐リチウム還元層３０と固体電解質層３との界面は、それぞれ、耐リチウム還元層３０
と活物質成形体２とが固溶した連続層（固溶体）、および、耐リチウム還元層３０と固体
電解質層３とが固溶した連続層（固溶体）となっている。これにより、耐リチウム還元層
３０と複合体４との界面における抵抗値が低くなり、その結果、前記界面でのリチウムイ
オンの受け渡しがより円滑に行われるようになる。
【０１５１】
　また、前述の通り、本工程［４］で得られる耐リチウム還元層３０は、連通孔（細孔）
を備える多孔体で構成されるが、この連通孔に、室温で非晶質である充填材料が充填され
た充填部を形成する場合には、本工程［４］の後に、室温で非晶質である充填材料を耐リ
チウム還元層３０上に供給した後、前記充填材料を加熱するようにすればよい。これによ
り、前記充填部を確実に形成することができる。また、前記充填材料を加熱する温度は、
本工程［４］における加熱条件と同様にすることができる。
【０１５２】
　［５］次いで、図４（ｃ）に示すように、複合体４の一面４ａにおいて集電体１を接合
するとともに、耐リチウム還元層３０の一面３０ａにおいて電極２０を接合する。
【０１５３】
　集電体１の接合は、別体として形成した集電体を複合体４の一面４ａに接合することに
よって行ってもよく、複合体４の一面４ａに上述した集電体１の形成材料を成膜し、複合
体４の一面４ａにおいて集電体１を形成することとしてもよい。
【０１５４】
　また、電極２０の接合は、別体として形成した電極を耐リチウム還元層３０の一面３０
ａに接合することによって行ってもよく、耐リチウム還元層３０の一面３０ａに上述した
電極２０の形成材料を成膜し、耐リチウム還元層３０の一面３０ａにおいて電極２０を形
成することとしてもよい。
【０１５５】
　なお、集電体１および電極２０の成膜方法は、それぞれ、各種の物理気相成長法（ＰＶ
Ｄ）および化学気相成長法（ＣＶＤ）を用いることができる。
　以上のような工程を経ることで、リチウム二次電池１００が製造される。
【０１５６】
　＜＜第２実施形態＞＞
　次に、本発明のリチウム二次電池の第２実施形態について説明する。
　図５は、本発明のリチウム二次電池の第２実施形態を示す縦断面図である。
【０１５７】
　以下、第２実施形態のリチウム二次電池１００Ａについて、前記第１実施形態のリチウ
ム二次電池１００との相違点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略す
る。
【０１５８】
　図５に示すリチウム二次電池１００Ａは、集電体１と耐リチウム還元層３０との間に、
複合体４と構成が異なる複合体４Ａが集電体１と耐リチウム還元層３０とに接合して設け
られていること以外は、図１に示すリチウム二次電池１００と同様である。
【０１５９】
　すなわち、第２実施形態のリチウム二次電池１００Ａにおいて、複合体４Ａは、ともに
層状をなす活物質成形体２Ａと固体電解質層３Ａとが、集電体１側から電極２０側にこの
順で積層された構成をなしており、複合体４の一面４ａは、活物質成形体２Ａ単独で構成
され、複合体４の他面４ｂは、固体電解質層３Ａ単独で構成されている。
【０１６０】
　このようなリチウム二次電池１００Ａでは、固体電解質層３Ａと耐リチウム還元層３０
とは、互いに積層された構成をなし、耐リチウム還元層３０と固体電解質層３Ａとの界面
は、前記第１実施形態と同様に、耐リチウム還元層３０と固体電解質層３Ａとが固溶した
連続層（固溶体）が形成されている。これにより、耐リチウム還元層３０と複合体４Ａ（
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固体電解質層３Ａ）との界面における抵抗値が低くなり、その結果、前記界面でのリチウ
ムイオンの受け渡しがより円滑に行われるようになる。
【０１６１】
　このような第２実施形態のリチウム二次電池１００Ａによっても、前記第１実施形態と
同様の効果が得られる。
【０１６２】
　以上、本発明の耐リチウム還元層形成用組成物、耐リチウム還元層の成膜方法およびリ
チウム二次電池を図示の実施形態に基づいて説明したが、本発明はこれに限定されるもの
ではない。
【０１６３】
　例えば、本発明のリチウム二次電池における各部の構成は、同様の機能を有する任意の
構成のものに置換することができる。また、本発明に、他の任意の構成物が付加されてい
てもよい。また、本発明は、前記各実施形態のうちの、任意の２以上の構成（特徴）を組
み合わせたものであってもよい。
【０１６４】
　さらに、本発明の耐リチウム還元層の成膜方法には、１または２以上の任意の工程が追
加されていてもよい。
【実施例】
【０１６５】
　次に、本発明の具体的実施例について説明する。
　１．各金属化合物溶液の調製
＜１．０ｍｏｌ／ｋｇ　硝酸リチウムのブタノール溶液の調製＞
　マグネチックスターラーバーを入れた３０ｇのパイレックス（登録商標）製試薬ビンに
、硝酸リチウム１．３７８９ｇ、及びブタノール１８．６２１１ｇを秤量し、マグネチッ
クスターラーを用いて、室温にて３０分間撹拌し、硝酸リチウムを完全に溶解し、１．０
ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸リチウムのブタノール溶液を得た。
【０１６６】
＜１．０ｍｏｌ／ｋｇ　酢酸リチウムのトルエン／プロピオン酸溶液の調製＞
　マグネチックスターラーバーを入れた３０ｇのパイレックス（登録商標）製試薬ビンに
、酢酸リチウム１．３１９８ｇ、トルエン１３．０７６１ｇ、及びプロピオン酸５．６０
４１ｇを秤量し、温調付のマグネチックスターラーを用いて、８０℃にて３０分間撹拌し
、酢酸リチウムを完全に溶解させ、室温迄徐冷し、１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の酢酸リチウ
ムのトルエン／プロピオン酸溶液を得た。
【０１６７】
＜１．０ｍｏｌ／ｋｇ　酢酸リチウムのプロピオン酸溶液の調製＞
　マグネチックスターラーバーを入れた３０ｇのパイレックス（登録商標）製試薬ビンに
、酢酸リチウム１．３１９８ｇ、及びプロピオン酸１８．６８０２ｇを秤量し、温調付の
マグネチックスターラーを用いて、８０℃にて３０分間撹拌し、酢酸リチウムを完全に溶
解させ、室温迄徐冷し、１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の酢酸リチウムのプロピオン酸溶液を得
た。
【０１６８】
＜２．０ｍｏｌ／ｋｇ　硝酸リチウムの２－ブトキシエタノール溶液の調製＞
　マグネチックスターラーバーを入れた３０ｇのパイレックス（登録商標）製試薬ビンに
、硝酸リチウム２．７５８ｇ、及び２－ブトキシエタノール１７．２４２ｇを秤量し、温
調付のマグネチックスターラーを用いて、１６０℃にて３０分間撹拌し、硝酸リチウムを
完全に溶解し、２．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸リチウムの２－ブトキシエタノール溶液を
得た。
【０１６９】
＜１．０ｍｏｌ／ｋｇ　硝酸リチウムのエタノール溶液の調製＞
　マグネチックスターラーバーを入れた３０ｇのパイレックス（登録商標）製試薬ビンに
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、硝酸リチウム０．６９０ｇ、及びエタノール９．３１０ｇを秤量し、温調付のマグネチ
ックスターラーを用いて、１６０℃にて３０分間撹拌し、硝酸リチウムを完全に溶解し、
１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸リチウムのエタノール溶液を得た。
【０１７０】
＜０．４ｍｏｌ／ｋｇ　２－エチルヘキサン酸ランタンのトルエン／２－ブトキシエタノ
ール溶液の調製＞
　２０ｇのパイレックス（登録商標）製試薬ビンに、２－エチルヘキサン酸ランタン２．
２７４１ｇ、トルエン５．４０８１ｇ、及び２－ブトキシエタノール２．３１７８ｇを秤
量し、室温にて超音波洗浄器にて超音波を掛け、完全に溶解させ、０．４ｍｏｌ／ｋｇ濃
度の２－エチルヘキサン酸ランタンのトルエン／２－ブトキシエタノール溶液を得た。
【０１７１】
＜０．４ｍｏｌ／ｋｇ　酢酸ランタン１．５水和物のプロピオン酸溶液の調製＞
　マグネチックスターラーバーを入れた３０ｇのパイレックス（登録商標）製試薬ビンに
、酢酸ランタン１．５水和物２．７４４５ｇ、及びプロピオン酸１７．２５５５ｇを秤量
し、温調付のマグネチックスターラーを用いて、８０℃にて３０分間撹拌し、酢酸ランタ
ン１．５水和物を完全に溶解させ、室温迄徐冷し、０．４ｍｏｌ／ｋｇ濃度の酢酸ランタ
ン１．５水和物のプロピオン酸溶液を得た。
【０１７２】
＜１．０ｍｏｌ／ｋｇ　硝酸ランタン６水和物の２－ブトキシエタノール溶液の調製＞
　マグネチックスターラーバーを入れた３０ｇのパイレックス（登録商標）製試薬ビンに
、硝酸ランタン６水和物４．３３０ｇ、及び２－ブトキシエタノール５．６７０ｇを秤量
し、温調付のマグネチックスターラーを用いて、８０℃にて３０分間撹拌し、硝酸ランタ
ン６水和物を完全に溶解させ、室温迄徐冷し、１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸ランタン６
水和物の２－ブトキシエタノール溶液を得た。
【０１７３】
＜１．０ｍｏｌ／ｋｇ　硝酸ランタン６水和物のエタノール溶液の調製＞
　マグネチックスターラーバーを入れた３０ｇのパイレックス（登録商標）製試薬ビンに
、硝酸ランタン６水和物４．３３０ｇ、及びエタノール５．６７０ｇを秤量し、温調付の
マグネチックスターラーを用いて、８０℃にて３０分間撹拌し、硝酸ランタン６水和物を
完全に溶解させ、室温迄徐冷し、１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸ランタン６水和物のエタ
ノール溶液を得た。
【０１７４】
＜１．０ｍｏｌ／ｋｇ　ジルコニウムブトキシドのブタノール溶液の調製＞
　マグネチックスターラーバーを入れた２０ｇのパイレックス（登録商標）製試薬ビンに
、ジルコニウムブトキシド３．８３６８ｇ、及びブタノール６．１６３２ｇを秤量し、８
０℃にて３０分間撹拌し、室温迄徐冷し、１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムブトキ
シドのブタノール溶液を得た。
【０１７５】
＜０．４ｍｏｌ／ｋｇ　ジルコニウムアクリレートのプロピオン酸溶液の調製＞
　マグネチックスターラーバーを入れた３０ｇのパイレックス（登録商標）製試薬ビンに
、ジルコニウムアクリレート３．００２０ｇ、及びプロピオン酸１６．９９８０ｇを秤量
し、温調付のマグネチックスターラーを用いて、８０℃にて３０分間撹拌し、ジルコニウ
ムアクリレートを完全に溶解させ、室温迄徐冷し、０．４ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウ
ムアクリレートのプロピオン酸溶液を得た。
【０１７６】
＜１．０ｍｏｌ／ｋｇ　ジルコニウムブトキシドの２－ブトキシエタノール溶液の調製＞
　マグネチックスターラーバーを入れた２０ｇのパイレックス（登録商標）製試薬ビンに
、ジルコニウムブトキシド７．６７４ｇ、及び２－ブトキシエタノール１２．３２６ｇを
秤量し、８０℃にて３０分間撹拌し、室温迄徐冷し、１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニ
ウムブトキシドの２－ブトキシエタノール溶液を得た。
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【０１７７】
＜１．０ｍｏｌ／ｋｇ　ジルコニウムブトキシドのエタノール溶液の調製＞
　マグネチックスターラーバーを入れた２０ｇのパイレックス（登録商標）製試薬ビンに
、ジルコニウムブトキシド７．６７４ｇ、及びエタノール１２．３２６ｇを秤量し、８０
℃にて３０分間撹拌し、室温迄徐冷し、１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムブトキシ
ドのエタノール溶液を得た。
【０１７８】
＜１．０ｍｏｌ／ｋｇ　ニオブペンタエトキシドの２－ブトキシエタノール溶液の調製＞
　マグネチックスターラーバーを入れた１０ｇのパイレックス（登録商標）製試薬ビンに
、ニオブペンタエトキシド３．１８２１ｇ、及び２－ブトキシエタノール６．８１７９ｇ
を秤量し、温調付のマグネチックスターラーを用いて、８０℃にて３０分間撹拌し、室温
迄徐冷し、１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタエトキシドの２－ブトキシエタノール
溶液を得た。
【０１７９】
＜１．０ｍｏｌ／ｋｇ　ニオブペンタブトキシドのエタノール溶液の調製＞
　マグネチックスターラーバーを入れた１０ｇのパイレックス（登録商標）製試薬ビンに
、ニオブペンタブトキシド３．１８２ｇ、及びエタノール６．８１８ｇを秤量し、温調付
のマグネチックスターラーを用いて、８０℃にて３０分間撹拌し、室温迄徐冷し、１．０
ｍｏｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタブトキシドのエタノール溶液を得た。
【０１８０】
＜１．０ｍｏｌ／ｋｇ　タンタルペンタエトキシドの２－ブトキシエタノール溶液の調製
＞
　マグネチックスターラーバーを入れた１０ｇのパイレックス（登録商標）製試薬ビンに
、タンタルペンタエトキシド３．１８２ｇ、及び２－ブトキシエタノール６．８１８ｇを
秤量し、温調付のマグネチックスターラーを用いて、８０℃にて３０分間撹拌し、室温迄
徐冷し、１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のタンタルペンタエトキシドの２－ブトキシエタノール
溶液を得た。
【０１８１】
　２．耐リチウム還元層形成用組成物の調製
＜実施例１＞（Ｌｉ６．９Ｌａ３（Ｚｒ１．９，Ｎｂ０．１）Ｏ１２前駆体溶液の調製）
　１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の酢酸リチウムのプロピオン酸溶液１０．３５０ｇ、０．４ｍ
ｏｌ／ｋｇ濃度の酢酸ランタン１．５水和物のプロピオン酸溶液６．３７５ｇ、１．０ｍ
ｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムブトキシド１．６１５ｇ、及び１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の
ニオブペンタエトキシドの２－ブトキシエタノール溶液０．１００ｇを秤量し、９０℃の
ホットプレートにて３０分間加熱混合を行い、室温迄徐冷し、Ｌｉ６．９Ｌａ３（Ｚｒ１

．９，Ｎｂ０．１）Ｏ１２前駆体溶液を得た。
【０１８２】
＜実施例２＞（Ｌｉ５．１Ｌａ３（Ｚｒ０．１，Ｎｂ１．９）Ｏ１２前駆体溶液の調製）
　１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸リチウムのブタノール溶液１２．７５０ｇ、０．４ｍｏ
ｌ／ｋｇ濃度の２－エチルヘキサン酸ランタンのトルエン／２－ブトキシエタノール溶液
５．２５０ｇ、１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムブトキシドのブタノール溶液０．
０７０ｇ、及び１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタエトキシドの２－ブトキシエタノ
ール溶液１．９００ｇを秤量し、９０℃のホットプレートにて３０分間加熱混合を行い、
室温迄徐冷し、Ｌｉ５．１Ｌａ３（Ｚｒ０．１，Ｎｂ１．９）Ｏ１２前駆体溶液を得た。
【０１８３】
＜実施例３＞（Ｌｉ６．７５Ｌａ３（Ｚｒ１．７５，Ｎｂ０．２５）Ｏ１２前駆体溶液の
調製）
　１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の酢酸リチウムのトルエン／プロピオン酸溶液１０．１２５ｇ
、０．４ｍｏｌ／ｋｇ濃度の２－エチルヘキサン酸ランタンのトルエン／２－ブトキシエ
タノール溶液５．２５０ｇ、０．４ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムアクリレートのプロ
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ピオン酸溶液３．７１９ｇ、及び１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタエトキシドの２
－ブトキシエタノール溶液０．２５０ｇを秤量し、９０℃のホットプレートにて３０分間
加熱混合を行い、室温迄徐冷し、Ｌｉ６．７５Ｌａ３（Ｚｒ１．７５，Ｎｂ０．２５）Ｏ

１２前駆体溶液を得た。
【０１８４】
＜実施例４＞（Ｌｉ６．７５Ｌａ３（Ｚｒ１．７５，Ｎｂ０．２５）Ｏ１２前駆体溶液の
調製）
　１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の酢酸リチウムのプロピオン酸溶液１０．１２５ｇ、０．４ｍ
ｏｌ／ｋｇ濃度の２－エチルヘキサン酸ランタンのトルエン／２－ブトキシエタノール溶
液６．３７５ｇ、１ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムブトキシドのブタノール溶液１．３
１３ｇ、及び１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタエトキシドの２－ブトキシエタノー
ル溶液０．２５０ｇを秤量し、９０℃のホットプレートにて３０分間加熱混合を行い、室
温迄徐冷し、Ｌｉ６．７５Ｌａ３（Ｚｒ１．７５，Ｎｂ０．２５）Ｏ１２前駆体溶液を得
た。
【０１８５】
＜実施例５＞（Ｌｉ６．７５Ｌａ３（Ｚｒ１．７５，Ｎｂ０．２５）Ｏ１２前駆体溶液の
調製）
　１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の酢酸リチウムのプロピオン酸溶液１３．５００ｇ、０．４ｍ
ｏｌ／ｋｇ濃度の２－エチルヘキサン酸ランタンのトルエン／２－ブトキシエタノール溶
液６．０００ｇ、０．４ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムアクリレートのプロピオン酸溶
液３．５００ｇ、及び１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタエトキシドの２－ブトキシ
エタノール溶液０．２５０ｇを秤量し、９０℃のホットプレートにて３０分間加熱混合を
行い、室温迄徐冷し、Ｌｉ６．７５Ｌａ３（Ｚｒ１．７５，Ｎｂ０．２５）Ｏ１２前駆体
溶液を得た。
【０１８６】
＜実施例６＞（Ｌｉ６．６Ｌａ３（Ｚｒ１．６，Ｎｂ０．４）Ｏ１２前駆体溶液の調製）
　１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸リチウムのブタノール溶液１１．８１３ｇ、０．４ｍｏ
ｌ／ｋｇ濃度の酢酸ランタン１．５水和物のプロピオン酸溶液５．６２５ｇ、１．０ｍｏ
ｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムブトキシドのブタノール溶液１．２８０ｇ、及び１．０ｍｏ
ｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタエトキシドの２－ブトキシエタノール溶液０．４００ｇを秤
量し、９０℃のホットプレートにて３０分間加熱混合を行い、室温迄徐冷し、Ｌｉ６．６

Ｌａ３（Ｚｒ１．６，Ｎｂ０．４）Ｏ１２前駆体溶液を得た。
【０１８７】
＜実施例７＞（Ｌｉ６．０Ｌａ３（Ｚｒ１．０，Ｎｂ１．０）Ｏ１２前駆体溶液の調製）
　１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の酢酸リチウムのプロピオン酸溶液１３．５００ｇ、０．４ｍ
ｏｌ／ｋｇ濃度の２－エチルヘキサン酸ランタンのトルエン／２－ブトキシエタノール溶
液５．２５０ｇ、０．４ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムアクリレートのプロピオン酸溶
液１．８７５ｇ、及び１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタエトキシドの２－ブトキシ
エタノール溶液１．０００ｇを秤量し、９０℃のホットプレートにて３０分間加熱混合を
行い、室温迄徐冷し、Ｌｉ６．０Ｌａ３（Ｚｒ１．０，Ｎｂ１．０）Ｏ１２前駆体溶液を
得た。
【０１８８】
＜実施例８＞（Ｌｉ５．５Ｌａ３（Ｚｒ０．５，Ｎｂ１．５）Ｏ１２前駆体溶液の調製）
　１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の酢酸リチウムのプロピオン酸溶液１１．０００ｇ、０．４ｍ
ｏｌ／ｋｇ濃度の２－エチルヘキサン酸ランタンのトルエン／２－ブトキシエタノール溶
液６．０００ｇ、０．４ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムアクリレートのプロピオン酸溶
液０．９３８ｇ、及び１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタエトキシドの２－ブトキシ
エタノール溶液１．５００ｇを秤量し、９０℃のホットプレートにて３０分間加熱混合を
行い、室温迄徐冷し、Ｌｉ５．５Ｌａ３（Ｚｒ０．５，Ｎｂ１．５）Ｏ１２前駆体溶液を
得た。
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【０１８９】
＜実施例９＞（Ｌｉ６．６Ｌａ３（Ｚｒ１．６，Ｎｂ０．２，Ｔａ０．２）Ｏ１２前駆体
溶液の調製）
　２．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸リチウムの２－ブトキシエタノール溶液６．６００ｇ、
１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸ランタン６水和物の２－ブトキシエタノール溶液２．４０
０ｇ、１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムブトキシドの２－ブトキシエタノール溶液
１．２０ｇ、１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタエトキシドの２－ブトキシエタノー
ル溶液０．２００ｇ及び１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のタンタルペンタエトキシドの２－ブト
キシエタノール溶液０．２００ｇを秤量し、９０℃のホットプレートにて３０分間加熱混
合を行い、室温迄徐冷し、Ｌｉ６．６Ｌａ３（Ｚｒ１．６，Ｎｂ０．２，Ｔａ０．２）Ｏ

１２前駆体溶液を得た。
【０１９０】
＜実施例１０＞（Ｌｉ６．８Ｌａ３（Ｚｒ１．８，Ｎｂ０．２）Ｏ１２前駆体溶液の調製
）
　２．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸リチウムの２－ブトキシエタノール溶液６．８００ｇ、
１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸ランタン６水和物の２－ブトキシエタノール溶液２．４０
０ｇ、１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムブトキシドの２－ブトキシエタノール溶液
１．３５ｇ及び１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタエトキシドの２－ブトキシエタノ
ール溶液０．２００ｇを秤量し、９０℃のホットプレートにて３０分間加熱混合を行い、
室温迄徐冷し、Ｌｉ６．８Ｌａ３（Ｚｒ１．８，Ｎｂ０．２）Ｏ１２前駆体溶液を得た。
【０１９１】
＜実施例１１＞（Ｌｉ６．８Ｌａ３（Ｚｒ１．８，Ｎｂ０．２）Ｏ１２前駆体溶液の調製
）
　２．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸リチウムの２－ブトキシエタノール溶液６．８００ｇ、
１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸ランタン６水和物の２－ブトキシエタノール溶液２．４０
０ｇ、１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムブトキシドの２－ブトキシエタノール溶液
１．８０ｇ及び１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタエトキシドの２－ブトキシエタノ
ール溶液０．２００ｇを秤量し、９０℃のホットプレートにて３０分間加熱混合を行い、
室温迄徐冷し、Ｌｉ６．８Ｌａ３（Ｚｒ１．８，Ｎｂ０．２）Ｏ１２前駆体溶液を得た。
【０１９２】
＜実施例１２＞（Ｌｉ６．８Ｌａ３（Ｚｒ１．８，Ｎｂ０．２）Ｏ１２前駆体溶液の調製
）
　２．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸リチウムの２－ブトキシエタノール溶液５．１００ｇ、
１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸ランタン６水和物の２－ブトキシエタノール溶液２．４０
０ｇ、１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムブトキシドの２－ブトキシエタノール溶液
１．８０ｇ及び１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタエトキシドの２－ブトキシエタノ
ール溶液０．２００ｇを秤量し、９０℃のホットプレートにて３０分間加熱混合を行い、
室温迄徐冷し、Ｌｉ６．８Ｌａ３（Ｚｒ１．８，Ｎｂ０．２）Ｏ１２前駆体溶液を得た。
【０１９３】
＜実施例１３＞（Ｌｉ６．８Ｌａ３（Ｚｒ１．８，Ｎｂ０．２）Ｏ１２前駆体溶液の調製
）
　２．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸リチウムの２－ブトキシエタノール溶液４．２５０ｇ、
１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸ランタン６水和物の２－ブトキシエタノール溶液２．４０
０ｇ、１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムブトキシドの２－ブトキシエタノール溶液
１．８０ｇ及び１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタエトキシドの２－ブトキシエタノ
ール溶液０．２００ｇを秤量し、９０℃のホットプレートにて３０分間加熱混合を行い、
室温迄徐冷し、Ｌｉ６．８Ｌａ３（Ｚｒ１．８，Ｎｂ０．２）Ｏ１２前駆体溶液を得た。
【０１９４】
＜実施例１４＞（Ｌｉ６．７５Ｌａ３（Ｚｒ１．７５，Ｎｂ０．２５）Ｏ１２前駆体溶液
の調製）
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　１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸リチウムのエタノール溶液７．０９０ｇ、１．０ｍｏｌ
／ｋｇ濃度の硝酸ランタン６水和物のエタノール溶液２．４００ｇ、１．０ｍｏｌ／ｋｇ
濃度のジルコニウムブトキシドのエタノール溶液１．７５ｇ及び１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度
のニオブペンタエトキシドのエタノール溶液０．２５０ｇを秤量し、９０℃のホットプレ
ートにて３０分間加熱混合を行い、室温迄徐冷し、Ｌｉ６．７５Ｌａ３（Ｚｒ１．７５，
Ｎｂ０．２５）Ｏ１２前駆体溶液を得た。
【０１９５】
＜比較例１＞（Ｌｉ６．７５Ｌａ３（Ｚｒ１．７５，Ｎｂ０．２５）Ｏ１２前駆体溶液の
調製）
　１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の酢酸リチウムのプロピオン酸溶液６．７５０ｇ、０．４ｍｏ
ｌ／ｋｇ濃度の酢酸ランタン１．５水和物のプロピオン酸溶液５．２５０ｇ、０．４ｍｏ
ｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムアクリレートのプロピオン酸溶液３．０６３ｇ、及び１．０
ｍｏｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタエトキシドの２－ブトキシエタノール溶液０．２５０ｇ
を秤量し、９０℃のホットプレートにて３０分間加熱混合を行い、室温迄徐冷し、Ｌｉ６

．７５Ｌａ３（Ｚｒ１．７５，Ｎｂ０．２５）Ｏ１２前駆体溶液を得た。
【０１９６】
＜比較例２＞（Ｌｉ６．７５Ｌａ３（Ｚｒ１．７５，Ｎｂ０．２５）Ｏ１２前駆体溶液の
調製）
　１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の硝酸リチウムのブタノール溶液６．７５０ｇ、０．４ｍｏｌ
／ｋｇ濃度の２－エチルヘキサン酸ランタンのトルエン／２－ブトキシエタノール溶液７
．８７５ｇ、０．４ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムアクリレートのプロピオン酸溶液４
．５９４ｇ、及び１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタエトキシドの２－ブトキシエタ
ノール溶液０．２５０ｇを秤量し、９０℃のホットプレートにて３０分間加熱混合を行い
、室温迄徐冷し、Ｌｉ６．７５Ｌａ３（Ｚｒ１．７５，Ｎｂ０．２５）Ｏ１２前駆体溶液
を得た。
【０１９７】
＜比較例３＞（Ｌｉ６．７５Ｌａ３（Ｚｒ１．７５，Ｎｂ０．２５）Ｏ１２前駆体溶液の
調製）
　１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の酢酸リチウムのプロピオン酸溶液１７．２１３ｇ、０．４ｍ
ｏｌ／ｋｇ濃度の２－エチルヘキサン酸ランタンのトルエン／２－ブトキシエタノール溶
液５．２５０ｇ、０．４ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムアクリレートのプロピオン酸溶
液３．０６２ｇ、及び１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタエトキシドの２－ブトキシ
エタノール溶液０．２５０ｇを秤量し、９０℃のホットプレートにて３０分間加熱混合を
行い、室温迄徐冷し、Ｌｉ６．７５Ｌａ３（Ｚｒ１．７５，Ｎｂ０．２５）Ｏ１２前駆体
溶液を得た。
【０１９８】
＜比較例４＞（Ｌｉ６．７５Ｌａ３（Ｚｒ１．７５，Ｎｂ０．２５）Ｏ１２前駆体溶液の
調製）
　１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度の酢酸リチウムのプロピオン酸溶液１８．５６３ｇ、０．４ｍ
ｏｌ／ｋｇ濃度の２－エチルヘキサン酸ランタンのトルエン／２－ブトキシエタノール溶
液７．８７５ｇ、０．４ｍｏｌ／ｋｇ濃度のジルコニウムアクリレートのプロピオン酸溶
液４．５９４ｇ、及び１．０ｍｏｌ／ｋｇ濃度のニオブペンタエトキシドの２－ブトキシ
エタノール溶液０．２５０ｇを秤量し、９０℃のホットプレートにて３０分間加熱混合を
行い、室温迄徐冷し、Ｌｉ６．７５Ｌａ３（Ｚｒ１．７５，Ｎｂ０．２５）Ｏ１２前駆体
溶液を得た。
【０１９９】
　なお、各実施例および各比較例の耐リチウム還元層形成用組成物での、前記化合物Ｉに
おける化学量論組成に対する、各金属化合物の倍率を表１に示す。
【０２００】
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【表１】

【０２０１】
　３．耐リチウム還元層の成膜
　まず、基材として、縦２０ｍｍ×横２０ｍｍの単結晶シリコン基板を用意し、この基材
上に、実施例６を除く実施例１～８および各比較例の耐リチウム還元層形成用組成物を、
それぞれ、供給することにより液状被膜を形成した。
【０２０２】
　次に、液状被膜を、７００℃で、０．５時間加熱することにより、基材上に耐リチウム
還元層を成膜した。
【０２０３】
　なお、実施例６の耐リチウム還元層形成用組成物については、以下のようにして、基材
上に耐リチウム還元層を成膜した。
【０２０４】
　すなわち、縦２０ｍｍ×横２０ｍｍの単結晶シリコン基板上に、実施例６の耐リチウム
還元層形成用組成物（前駆体溶液）をスプレー法にて塗布し、室温より１０℃／分にて昇
温し、１８０℃にて５分間溶媒乾燥を行った。さらに１０℃／分にて昇温し、５００℃に
て１０分間加熱することにより、前駆膜を得た。なお、この実施例６では、５００℃にて
１０分間加熱した際に、硝酸リチウムのフラックス中で、単結晶シリコン基板上に、リチ
ウム、ランタン、ジルコニウム、およびニオブの各酸化物ができ、室温への冷却過程で、
酸化リチウムが空気中のＣＯ２と反応し、炭酸リチウムを生成した。
【０２０５】
　４．耐リチウム還元層の評価
　４．１　Ｉ－Ｖ特性
　実施例１～８および各比較例の耐リチウム還元層形成用組成物を用いて基材上に成膜さ
れた耐リチウム還元層について、それぞれ、Ｉ－Ｖ特性を測定した。
【０２０６】
　なお、Ｉ－Ｖ特性は、ポテンシオスタット・ガルバノスタットメータ（インターケミ社
製、「μＡＵＴＯＬＡＢII」）を用いてサイクリックボルタメトリー測定にて電位窓を評
価した。評価セルは、各実施例の多結晶体ペレットの片面に作動極としてＡｕ電極を形成
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し、もう片面に対極としてリチウムメタルを押し付ける事で作製した。作動極の電位を－
０．５Ｖから９Ｖ（ｖｓ．Ｌｉ＋／Ｌｉ）の範囲で操作した。実施例１～８において、０
Ｖ（ｖｓ．Ｌｉ＋／Ｌｉ）近傍でリチウムの溶解・析出による電流以外観察されなかった
。このことから、実施例１～８の化合物は非常に広い電位窓を持っていると言える。即ち
、耐Ｌｉ還元性が高いと云える。
【０２０７】
　４．２　Ｘ線回折による分析
　実施例１～８および各比較例の耐リチウム還元層形成用組成物を用いて基材上に成膜さ
れた耐リチウム還元層について、それぞれ、Ｘ線回折スペクトルを取得し、得られたＸ線
回折スペクトルについて、下記の定義に基づいて評価した。
【０２０８】
　すなわち、２θ≒３０．７°（Ｌｉ７－ｘＬａ３（Ｚｒ２－ｘ，Ｎｂｘ）Ｏ１２，０＜
Ｘ＜２）と２θ≒２７．３°（Ｌａ２Ｚｒ２Ｏ３）との強度比で比較して、０～２／１０
０であれば、夾雑物が無い（Ｌｉ７－ｘＬａ３（Ｚｒ２－ｘ，Ｎｂｘ）Ｏ１２，０＜Ｘ＜
２）と云えると定義した。
【０２０９】
　なお、参考までに、実施例１～３、比較例１、２で測定されたＸ線回折スペクトルを図
６に示す。
【０２１０】
　その結果、実施例１～実施例８では、いずれも上記の強度比が０（Ｌａ２Ｚｒ２Ｏ３が
存在しない）であり、比較例１～４では、いずれも上記の強度比が１００／１００を超え
ており、主相がＬａ２Ｚｒ２Ｏ３であった。
【０２１１】
　５．耐リチウム還元層形成用組成物を用いた本焼成品の成形
　実施例９、１０、１４の耐リチウム還元層形成用組成物を、それぞれ、１８０℃で、０
．５時間加熱することにより溶媒を乾燥させ、その後、３６０℃で、０．５時間加熱する
ことにより配位子を分解させた後、５４０℃で、１．０時間加熱することにより仮焼成を
行うことで仮焼成品を得た。次いで、仮焼成品をアルミナ製ルツボに入れ、蓋をした後に
、電気マッフル炉中において、７００℃で、８．０時間加熱することにより本焼成を行う
ことで本焼成品を得た。
【０２１２】
　また、１０ｍφ高嵩密度のＬＣＯ（ＬｉＣｏＯ２）ペレット（豊島社製）上に、実施例
１１～１３の耐リチウム還元層形成用組成物を、それぞれ、スプレー法にて塗布し、室温
より１０℃／分にて昇温し、１８０℃にて５分間溶媒乾燥を行った。さらに１０℃／分に
て昇温し、３６０℃にて５分間配位子分解を行った後に、１０℃／分にて昇温し、５４０
℃にて３０分間仮焼成を行うことで、仮焼成品を得た。次いで、仮焼成品をアルミナ製ル
ツボに入れ、蓋をした後に、電気マッフル炉中において、７００℃で、８．０時間加熱す
ることにより本焼成を行うことでＬＣＯペレット上に成形された本焼成品を得た。
【０２１３】
　６．本焼成品のＸ線回折による分析
　実施例９～１４の耐リチウム還元層形成用組成物を用いて得られた本焼成品について、
それぞれ、Ｘ線回折スペクトルを取得した、その結果を図７、８に示す。
【０２１４】
　その結果、実施例９～１４では、いずれも目的とする化合物で構成される本焼成品が得
られる結果となった。
【符号の説明】
【０２１５】
１……集電体
２、２Ａ……活物質成形体
２Ｘ……活物質粒子
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３、３Ａ……固体電解質層
３Ｘ……液状体
４、４Ａ……複合体
４ａ、３０ａ……一面
４ｂ……他面
１０……電極複合体
２０……電極
３０……耐リチウム還元層
１００、１００Ａ……リチウム二次電池
Ｄ……ディスペンサー
Ｆ……成形型 

【図１】 【図２】
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