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(57)【要約】
【課題】炭素およびリチウム合金化物質を有する電極材
料を提供する。
【解決手段】炭素は、ナノ孔隙を有する多孔質基材の形
態であり、リチウム合金化物質は、この炭素基材のナノ
孔隙中に吸着される。この炭素基材のナノ孔隙の体積は
１０から９９％の間にあることができる。さらにリチウ
ム合金化物質は、このナノ孔隙を５から９９％の間で占
有することができる。部分的にのみリチウム合金化物質
で満たされる炭素構造物の一部は空のままであり、リチ
ウムと合金を作る際の体積膨張に対する余地を与え、か
つ電解液が出て行くことを可能にする。場合によっては
、ナノ孔隙は、１ナノメートルから９９９ナノメートル
の間の平均直径を有するナノ細孔およびナノ流路を有す
る。リチウム合金化物質は、導電性炭素構造物および電
気的に活性なリチウム合金化物質との間で密接に接触し
ている材料をもたらす液体輸送または他の機構を用いて
ナノ孔隙中に吸着される。
【選択図】図１



(2) JP 2010-3695 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭素およびリチウム合金化物質を含み、
　多孔質基材の形態の前記炭素がナノ孔隙を有し、かつ
　前記ナノ孔隙内に利用可能な自由体積が存在するように前記リチウム合金化物質が前記
炭素基材の前記ナノ孔隙の一部中に吸着される、材料。
【請求項２】
　前記基材が、前記ナノ孔隙を１０から９９体積パーセントの間で有する、請求項１に記
載の材料。
【請求項３】
　前記リチウム合金化物質が、前記ナノ孔隙の５％超、１００％未満を占有する、請求項
２に記載の材料。
【請求項４】
　前記リチウム合金化物質が、前記ナノ孔隙の５０％超、１００％未満を占有する、請求
項２に記載の材料。
【請求項５】
　前記リチウム合金化物質が、前記ナノ孔隙の７５％超、１００％未満を占有する、請求
項２に記載の材料。
【請求項６】
　前記ナノ孔隙が、１ナノメートルから９９９ナノメートルの間の平均直径のナノ細孔お
よびナノ流路を有する、請求項１に記載の材料。
【請求項７】
　前記ナノ細孔および前記ナノ流路が、１ナノメートルから５０ナノメートルの間の平均
直径を有する、請求項６に記載の材料。
【請求項８】
　前記ナノ細孔および前記ナノ流路が、１ナノメートルから３０ナノメートルの間の平均
直径を有する、請求項６に記載の材料。
【請求項９】
　前記ナノ細孔および前記ナノ流路が、１ナノメートルから２０ナノメートルの間の平均
直径を有する、請求項６に記載の材料。
【請求項１０】
　前記リチウム合金化物質が、スズ、ケイ素、アルミニウム、ゲルマニウム、およびこれ
らの合金からなる群から選択される、請求項６に記載の材料。
【請求項１１】
　請求項１に記載の材料を含む電極。
【請求項１２】
　結合用化合物、他の添加剤、およびこれらの組合せをさらに含む、請求項１１に記載の
電極。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の陰極、
　電解液、および
　陽極
を有する電池。
【請求項１４】
　炭素およびリチウム合金化物質を含み、
　多孔質基材の形態の前記炭素が、孔隙を画定するナノ細孔およびナノ流路を有し、前記
ナノ細孔および前記ナノ流路が、１ナノメートルから９９９ナノメートルの間の平均直径
を有し、また
　前記リチウム合金化物質が、前記炭素基材の前記ナノ細孔および前記ナノ流路の一部中
に吸着され、かつ前記孔隙内に利用可能な自由体積が存在するように前記孔隙の５％超、
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１００％未満を占有する、材料。
【請求項１５】
　前記基材が、１０から９９体積パーセントの間の孔隙を有する、請求項１４に記載の材
料。
【請求項１６】
　前記リチウム合金化物質が、スズ、ケイ素、アルミニウム、ゲルマニウム、およびこれ
らの合金からなる群から選択される、請求項１５に記載の材料。
【請求項１７】
　炭素およびリチウム合金化物質の電極を有する電池であって、
　リチウムを含有する陽極と、
　電解液と、
　陰極であって、ナノ孔隙を画定するナノ細孔およびナノ流路を有する多孔質の炭素基材
を有し、前記ナノ細孔および前記ナノ流路が、１ナノメートルから９９９ナノメートルの
間の平均直径を有する、陰極と、
　前記炭素基材の前記ナノ細孔および前記ナノ流路の一部中に吸着され、かつ前記孔隙内
に利用可能な自由体積が存在するように前記孔隙の５％超、１００％未満を占有するリチ
ウム合金化物質と
を含む電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電極材料に関し、具体的にはリチウムイオン電池用の電極材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電池に対するエネルギー需要量は増加し続けており、一方で体積および質量に関する制
約は存在し続ける。さらに安全、低コスト、および環境にやさしい材料に対する要求が増
加しつつある。これらの要求および電池仕様を、伝統的なリチウムイオン電池化学を用い
て満たすことはできない。リチウムイオン電池は時間をかけて最適化されてきており、安
定なエネルギーであることが実証されているが、これらのシステムは、電池の活物質構造
物を可逆的に挿入し、またそれから取り除くことができるリチウムの量によって制限され
る。
【０００３】
　より卓越した性能、安全性、低コスト、および環境にやさしい材料に対する要求条件は
、新規な電池材料の開発を通してのみ達成することができる。研究者達は、炭素系負極を
スズと置き換えることを提案している。スズは、電池の充電の間にリチウムと合金を作る
。リチウム－スズ合金は、スズ１原子当たりリチウム４．４原子の最大濃度を形成し、こ
の濃度は９９３ｍＡｈ／ｇの容量に等しい。伝統的な炭素系負極は３７２ｍＡｈ／ｇの理
論容量を有する。したがって伝統的な炭素系負極電池をスズ系負極電池で置き換えること
は、より高いエネルギー能力をもたらす可能性がある。さらに他のリチウム合金化物質も
炭素系負極電池に代わるものとみなすことができる。しかし研究の結果は、スズ系および
他のリチウム合金化物質の負極システムの使用に伴う２つの主要な問題があることを示し
ており、その第一はサイクル寿命が劣ることであり、第二はスズの利用率が劣ることであ
る。したがって、電池材料の十分なサイクル寿命および適切な利用率に加えて高いエネル
ギー密度を示す改良されたリチウム電池が必要とされている。
【発明の概要】
【０００４】
　リチウム合金化物質／炭素複合体を有する電極材料を提供する。この炭素は、ナノ孔隙
を有する多孔質基材の形態であり、リチウム合金化物質はその炭素基材のナノ孔隙中に吸
着される。炭素基材は、１０から９９％の間のナノ孔隙の体積を有することができる。さ
らにこのリチウム合金化物質は、ナノ孔隙の少なくとも５％でかつ１００％未満を占有す
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ることができ、実例としてはスズ、ケイ素、アルミニウム、ゲルマニウム、およびこれら
の合金を含めた、リチウムと合金を作る元素から作ることができる。部分的にのみリチウ
ム合金化物質で満たされる炭素構造物の一部は空のままであり、電解液が出ていくことを
可能にする。この空きスペースはまた、リチウムと合金を作る際のリチウム合金化物質、
例えばスズの体積膨張の余地を提供する。膨張用の固有体積または自由空間を有する複合
体を作り出すことにより、通常の電池動作中の複合体、したがって電極の損傷を防ぐ。
【０００５】
　場合によっては、このナノ孔隙は、平均直径が１ナノメートルから９９９ナノメートル
の間にあるナノ細孔およびナノ流路を有する。このリチウム合金化物質は、導電性炭素構
造物および電気的に活性なリチウム合金化物質との間で密接に接触している材料を与える
液体輸送または他の機構を用いてナノ孔隙中に吸着される。さらにこのリチウム合金化物
質は、リチウム合金化物質単体として存在することもでき、かつ／またはリチウムとの合
金になったリチウム合金化物質として存在することもできる。この吸着された物質は、ナ
ノ流路またはナノ細孔内では粒子および／または被膜の形態であり、粒子として存在する
場合、その粒子の位置するナノ流路またはナノ細孔の最も狭い部分よりも大きい外のり寸
法を有することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】実施形態の構造物を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明は、電気化学的装置に使用されるリチウム合金化物質／炭素（ＬＡＭ／Ｃ）複合
体を開示する。それ自体ではＬＡＭ／Ｃ複合体は、電池における電気活性物質としての有
用性を有する。
【０００８】
　ＬＡＭ／Ｃ複合体は、炭素を含有する本体と、リチウム合金化物質とを含む。炭素は、
ナノ孔隙を有する高表面積かつ多孔質の基材の形態である。リチウム合金化物質は、ナノ
孔隙が部分的にのみリチウム合金化物質で満たされるように多孔質基材のナノ孔隙中に吸
着され、分離した粒子、被膜、およびそれらの組合せとして存在することができる。リチ
ウム合金化物質による孔隙の単に部分的な充填は、電解液がナノ孔隙を通ってリチウム合
金化物質に達するための拡散または移動を可能にする。これとは対照的にナノ孔隙がリチ
ウム合金化物質で満たされた場合、ナノ孔隙内でのリチウム合金化物質への電解液の移動
は可能でないはずである。
【０００９】
　本発明の目的では、ナノ孔隙は平均直径が９９９ナノメートル以下の細孔、通路、流路
などを有する基材内の孔隙として定義され、吸着されるという用語は、吸収されるおよび
保持されるとして定義され、リチウム合金化物質という用語は、合金、金属間化合物など
を形成するようにリチウムと合金を作る１種または複数種の元素として定義される。
【００１０】
　スズ、ケイ素などのリチウム合金化物質は、電解液に溶解しにくい傾向があり、したが
って少なくともこの態様においてこのような物質を使用することは、電極材料としてイオ
ウを使用することとは異なる。さらにこの複合体内の自由空間は、複合体が、（１）リチ
ウム合金化物質を電解液と接触させ、こうしてリチウムと合金を作らせ、（２）リチウム
含量の増加につれて、得られるリチウム合金化物質とリチウム合金を加えたものの体積膨
張に適応することを可能にする。
【００１１】
　次に図１に移ると、ＬＡＭ／Ｃ複合体の可能性のある構造物を表す例示的な概略図を、
参照数字１０で全体として示す。複合体１０は炭素基材１００を有し、この炭素基材１０
０は流路１１０および細孔１２０を有する。流路１１０および細孔１２０は、炭素基材１
００内の孔隙を画定する。図１の図面が二次元であること、および流路１１０が紙の平面
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の中へまた外へ延びているはずであることを理解されたい。場合によっては、流路１１０
はナノ流路であり、細孔１２０はナノ細孔であり、ナノ細孔およびナノ流路は、それぞれ
９９９ナノメートル以下の平均直径を有する細孔および流路として定義される。平均直径
は、細孔の３回の直交径測定の平均値、および流路の２回の直交径測定の平均値として定
義される。
【００１２】
　ナノ流路およびナノ細孔は、１ナノメートルから９９９ナノメートルの間の平均直径を
有することができる。場合によっては、ナノ流路およびナノ細孔は、１ナノメートルから
５０ナノメートルの間の平均直径を有することができる。さらに他の場合には、ナノ流路
およびナノ細孔は、１ナノメートルから３０ナノメートルの間の平均直径を有することが
できる。さらに他の場合には、ナノ流路およびナノ細孔は、１ナノメートルから２０ナノ
メートルの間の平均直径を有することができる。図１に示す概略図は、例示的目的に過ぎ
ないこと、これらに限定されないがエアロゲル、キセロゲル、吸収剤、モレキュラーシー
ブ、触媒担体などの任意の高表面積炭素構造物が本明細書中で開示されるＬＡＭ／Ｃ複合
体の範囲内にあることを理解されたい。
【００１３】
　場合によっては、炭素基材１００内の少なくとも部分的なリチウム合金化物質２００は
、実例としてはリチウム合金化物質の溶融物からの液体注入、溶液注入、化学蒸着（ＣＶ
Ｄ）法、および物理蒸着（ＰＶＤ）法を含めた当業者に知られている任意の液相および／
または気相成長法を用いて炭素基材の空きスペース中へ吸い込むことができる。他の場合
には、その中にリチウム合金化物質２００が少なくとも部分的に存在する炭素基材１００
を単一工程において生成する。図１では不連続の粒子として例示されているがそれは必要
でない。
【００１４】
　リチウム合金化物質２００はまた、予めリチオ化したリチウム合金化物質として炭素基
材１００内に存在することもできる。例えば、単に例示の目的ではリチウム合金化物質２
００は、スズ、ケイ素、アルミニウム、ゲルマニウム、および／またはそれらの合金、例
えばリチウム合金、銅－スズ合金などとして存在することができる。
【００１５】
　リチウム合金化物質２００は、流路１１０および／または細孔１２０内の被膜として存
在することができ、かつ／あるいはリチウム合金化物質２００は、流路１１０および／ま
たは細孔１２０を部分的に満たすことができる。場合によっては、リチウム合金化物質２
００は、５％から１００％未満の間で流路１１０および／または細孔１２０を部分的に満
たすことができる。他の場合には、リチウム合金化物質２００は、５０％から１００％未
満の間で、一方さらに他の場合には、７５％から１００％未満の間で流路１１０および／
または細孔１２０を部分的に満たすことができる。自由体積としても知られている、リチ
ウム合金化物質２００で満たされていない流路１１０および／または細孔１２０の残りの
体積は、空であることができ、リチウム合金化物質がリチウムと合金を作るにつれてリチ
ウム合金化物質の膨張とともに満たされることになり、それによってこれらの空隙から電
解液を外に押しやり、または押し出す。換言すれば、リチウム合金化物質２００が炭素基
材１００のナノ孔隙を部分的に満たした後、流路１１０および細孔１２０内に利用できる
自由体積が存在する。ＬＡＭ／Ｃ複合体１０の一部として存在するリチウム合金化物質２
００の量は、そのリチウム合金化物質２００の液相および／または気相成長の度合または
範囲によって変わる可能性があることもまた理解されたい。
【００１６】
　理論にとらわれないが、完全には満たされていない炭素基材１００の空きスペース中へ
のリチウム合金化物質２００の取込みは、リチウム合金化物質がリチウムと合金を作るに
つれてそのリチウム合金化物質の体積膨張を本質的に相殺する改良型複合体をもたらす。
【００１７】
　当業者には明らかなように、リチウム合金化物質と炭素の混合は、これらに限定されな
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いがボールミル粉砕、磨砕、融解、蒸発、および／または減圧処理を含めた様々な方法を
用いて達成することができる。電極に３０重量％までの炭素を加えてもなお電池に役立つ
エネルギーを与えることができるように炭素の密度は比較的低い。
【００１８】
　本発明を詳細にまた特定の例を参照して述べてきたが、本発明の趣旨および範囲から逸
脱することなく様々な変更および修正を行うことができることを理解されたい。
【符号の説明】
【００１９】
　１０　　複合体
　１００　　炭素基材
　１１０　　流路
　１２０　　細孔
　２００　　リチウム合金化物質

【図１】
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