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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極活物質が含まれてなる正極と、Ｓｉを主体とする負極活物質が含まれてなる負極と
が少なくとも備えられ、前記負極の理論容量と負極活物質の質量比を乗じて計算される電
気容量が前記正極の理論容量と正極活物質の質量比を乗じて計算される電気容量の０．７
５倍以上に設定され、
　前記負極活物質は、Ｓｉ相及びＳｉＭ相が必ず含まれ、かつＸ相またはＳｉＸ相のいず
れか一方または両方が含まれる多相合金粉末からなり、前記多相合金粉末の粒子表面にお
けるＳｉ相の量が粒子内部におけるＳｉ相の量より少なくされ、
　前記ＭはＮｉ、Ｃｏ、Ａｓ、Ｂ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｆｅ、Ｍｇ、Ｍｎ、Ｙのうちの少なくと
も１種以上の元素であり、元素ＸはＡｇ、Ｃｕ、Ａｕのうちの少なくとも１種以上の元素
であり、Ｃｕは元素Ｍと元素Ｘに同時に選択されないものとすることを特徴とするリチウ
ム二次電池。
【請求項２】
　前記負極活物質は、Ｓｉと元素Ｍと元素Ｘを含有する急冷合金粉末を得る工程と、
　前記急冷合金粉末をアルカリ性溶液に含浸処理する工程と、
を含む方法によって製造されることを特徴とする請求項１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】
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　本発明は、リチウム二次電池に関するものであり、特に、負極の劣化を防止してサイク
ル特性を向上することが可能なリチウム二次電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リチウム二次電池は、一般的にＬｉＣｏＯ２を正極活物質とし、黒鉛を負極活物質とし
、更に非水溶液を電解液とする電池であり、携帯電話機、デジタルスチルカメラ、デジタ
ルビデオカメラ、ノートパソコン等の電源として広く普及している。最近では、黒鉛に代
えてＳｉ粉末を主成分とする負極活物質の研究が進められている。Ｓｉ粉末からなる負極
活物質は、黒鉛と比べて１０倍近くの充放電容量を有することから、将来の電極材料とし
て有望である。しかしＳｉ粉末は、電解液中に含まれるＬｉＰＦ６を分解させてしまい、
Ｓｉ粉末表面に充放電反応を阻害する被膜を形成させたり、ＬｉＰＦ６の分解に伴って電
解液のイオン伝導度を低下させる等の不具合があった。またＳｉ粉末は、充電時にリチウ
ムと合金を形成してその体積が膨張して微粉化し、ＬｉＰＦ６の分解反応を更に促進させ
るといった不具合があった。しかし最近になって、Ｓｉが含まれ、かつ表面のみからＳｉ
が除去されてなる多相合金粉末から構成された負極活物質が開発され（特許文献１）、Ｓ
ｉを含む負極活物質の実用化が現実のものになってきている。
【特許文献１】特願２００３－２９９２８２号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、特許文献１に記載された合金粉末においても、上記の不具合を完全に無くすま
でには至っていない。上記の不具合を防止する別の手段として、充電容量を制限すること
により、負極活物質に対する充電深度を低くして膨張による劣化を防ぐ方法が考えられる
が、余分な正極材料が必要となり、リチウム二次電池全体として実際に使用できる十分な
充放電容量が得られない問題点があった。
【０００４】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、負極活物質に対する充電深度を浅くす
ることによって、負極の劣化を防止し、かつサイクル特性を向上させることが可能なリチ
ウム二次電池を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の目的を達成するために、本発明は以下の構成を採用した。
　本発明のリチウム二次電池は、正極活物質が含まれてなる正極と、Ｓｉを主体とする負
極活物質が含まれてなる負極とが少なくとも備えられ、前記負極の理論容量と負極活物質
の質量比を乗じて計算される電気容量が前記正極の理論容量と正極活物質の質量比を乗じ
て計算される電気容量の０．７５倍以上に設定されていることを特徴とする。
　また、前記負極活物質は、Ｓｉ相及びＳｉＭ相が必ず含まれ、かつＸ相またはＳｉＸ相
のいずれか一方または両方が含まれる多相合金粉末からなり、前記多相合金粉末の粒子表
面におけるＳｉ相の量が粒子内部におけるＳｉ相の量より少なくされているものであるこ
とが好ましい。ただし、前記ＭはＮｉ、Ｃｏ、Ａｓ、Ｂ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｆｅ、Ｍｇ、Ｍｎ
、Ｙのうちの少なくとも１種以上の元素であり、元素ＸはＡｇ、Ｃｕ、Ａｕのうちの少な
くとも１種以上の元素であり、Ｃｕは元素Ｍと元素Ｘに同時に選択されないものとする。
【０００６】
　また、前記負極活物質においては、前記多相合金粉末の粒子表面に微細孔が形成されて
いることが好ましい。微細孔の平均孔径は１０ｎｍ以上５μｍ以下の範囲が好ましい。
　また、前記多相合金粉末は、Ｎｉ、Ｃｏ、Ａｓ、Ｂ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｆｅ、Ｍｇ、Ｍｎ、
Ｙのうちの少なくとも１種以上の元素Ｍと、Ａｇ、Ｃｕ、Ａｕのうちの少なくとも１種以
上の元素Ｘと、Ｓｉとを含む合金溶湯が急冷されて急冷合金粉末とされ、該急冷合金粉末
がアルカリ性溶液に含侵されて粒子表面のＳｉ相の一部または全部が除去されて形成され
たものであることが好ましい。ただし、Ｃｕは元素Ｍと元素Ｘに同時に選択されないもの
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とする。
　また、前記負極活物質においては、電子顕微鏡の面分析より得られる前記多相合金粉末
の粒子表面上のＳｉ含有量ａと、粒子断面のＳｉの含有量ｂの比が、０．５≦ａ/ｂ≦０
．９５であることが好ましい。ただし、合金相ＳｉＭ相と単相であるＳｉ相を面分析で定
量的に区別することがむずかしいため、この場合のＳｉ量にはＳｉＭ相のＳｉも含まれる
とする。
【０００７】
　上記の正極の電気容量は、正極活物質の単位質量あたりの理論容量に正極活物質の質量
比を乗じた値を用いる。尚、質量比は、極板に塗布された材料の質量中の、充放電可能な
正極活物質の質量の割合である。２種類以上の理論容量の違う物質が含まれるときは、理
論容量に正極物質の質量比を乗じたものの和とする。
　同様に、負極の電気容量は、Ｓｉの単位質量あたりの理論容量に負極活物質中のＳｉの
正味充填量を乗じた値を用いる。更に、負極活物質として上記の多相合金粉末を使用する
場合は、Ｓｉの単位質量あたりの理論容量にＳｉ相の正味充填量を乗じた値を用いる。
【０００８】
　上記のリチウム二次電池においては、負極の電気容量が正極の電気容量の０．７５倍以
上に設定されているので、負極活物質に対する充電深度を浅くすることが可能となり、負
極の劣化を防止してサイクル特性を向上させることができる。
　また、負極活物質としてＳｉを主体とする負極活物質が用いられるので、黒鉛を負極活
物質として用いる従来のリチウム二次電池と比較して充放電容量を向上させることができ
る。本発明では正極および負極の電気容量のバランスを上記の範囲とすることで、相対的
に正極活物質の充填量が減少して電池全体として充放電容量が低下する懸念があるが、Ｓ
ｉを主体とする負極活物質は理論容量自体が黒鉛の１０倍程度であることから、負極の電
気容量を増加させても負極活物質の充填量の実際の増加分は少なくて済むので、正極活物
質の充填量を大きく減少させることが無く、結果的に高容量なリチウム二次電池が得られ
る。
【０００９】
　また、上記のリチウム二次電池においては、粒子表面におけるＳｉ相の量が粒子内部に
おけるＳｉ相の量より少なくされてなる多相合金粉末が負極活物質として備えられている
ので、粒子表面におけるＳｉによる電解液の分解が抑制され、サイクル特性を向上させる
ことができる。粒子表面におけるＳｉ相の量を少なくすることで、負極活物質の容量が不
足してリチウム二次電池の充放電容量が低下するおそれがあるが、Ｓｉ自体の理論容量が
もともと高いので、充放電容量の低下を最小限の範囲に抑えることができ、サイクル特性
の向上と高い充放電容量の確保を両立させることが可能になる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のリチウム二次電池によれば、負極活物質に対する充電深度を浅くすることが可
能となり、負極の劣化を防止し、かつサイクル特性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
　本発明のリチウム二次電池は、正極と負極とが少なくとも備えられ、これらが例えば円
筒形、角形、コイン型、シート状の各種形状の電池ケースに収納され、更に電池ケースに
非水電解液が注液されて構成されている。また正極と負極との間にはセパレータが介在さ
れている。また、本発明のリチウム二次電池においては、負極の電気容量が正極の電気容
量の０．７５倍以上に設定されている。以下、本実施形態のリチウム二次電池の主要な構
成要素である正極、負極、電解液並びにセパレータについて順次説明する。
【００１２】
（正極）
　正極には、正極活物質と導電助材と結着剤とが含有されてなる正極合材と、この正極合
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材に接合される正極集電体とからなるシート状の電極を用いることができる。また、上記
の正極合材を円板状に成形させてなるペレット型若しくはシート状の電極も用いることが
できる。
【００１３】
　正極活物質としては、Liを含んだ化合物、酸化物、硫化物であり、含まれる金属として
は、例えば、Ｍｎ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ａｌ等、少なくとも一種類以上含む物質が例示で
きる。更に具体的にはＬｉＭｎ２Ｏ４、ＬｉＣｏＯ２、ＬｉＮｉＯ２、ＬｉＦｅＯ２、Ｌ
ｉＮｉ１／３Ｃｏ１／３Ｍｎ１／３Ｏ２、ＬｉＮｉ０．８Ｃｏ０．２Ｏ２等を例示できる
。また結着剤としてはポリフッ化ビニリデン、ポリ４フッ化エチレン等を例示できる。更
に導電助材としては、カーボンブラック、ケッチェンブラック、黒鉛等の炭素化物を例示
できる。更に正極集電体としては、アルミニウム、ステンレス等からなる金属箔または金
属網を例示できる。
【００１４】
（負極）
　負極には、Ｓｉを主体とする負極活物質及び結着剤及び必要に応じて導電助材とが含有
されてなる負極合材と、この負極合材に接合される負極集電体とからなるシート状の電極
を用いることができる。また、上記の負極合材を円板状に成形させてなるペレット型若し
くはシート状の電極も用いることができる。
【００１５】
　負極の結着剤は、有機質または無機質のいずれでも良いが、次に説明する多相合金粉末
と共に溶媒に分散あるいは溶解し、更に溶媒を除去することにより多相合金粉末同士を結
着させるものであればどのようなものでもよい。また、多相合金粉末と共に混合し、加圧
成形等の固化成形を行うことにより多相合金粉末同士を結着させるものでもよい。このよ
うな結着剤として例えば、ビニル系樹脂、セルロース系樹脂、フェノール樹脂、熱可塑性
樹脂、熱硬化性樹脂などが使用でき、例えばポリフッ化ビニリデン、ポリビニルアルコー
ル、カルボキシメチルセルロース、スチレンブタジエンラバー、等の樹脂を例示できる。
また、負極活物質及び結着剤の他に、導電助材としてカーボンブラック、黒鉛粉末、炭素
繊維、金属粉末、金属繊維等を添加しても良い。更に負極集電体としては、銅からなる金
属箔または金属網を例示できる。
【００１６】
　次に負極活物質は、Ｓｉ相及びＳｉＭ相を必ず含み、かつＸ相またはＳｉＸ相のいずれ
か一方または両方を含む多相合金粉末からなり、多相合金粉末の粒子表面におけるＳｉ相
の量が粒子内部におけるＳｉ相の量より少なくされて構成されている。図１には、多相合
金粉末を構成する一粒子の外観模式図の一例を示し、図２には図１に示した一粒子の断面
模式図の一例を示す。図１及び図２に示すように、負極活物質を構成する多相合金粉末粒
子１１の組織にはＳｉ相１２とＳｉＭ相１３とＸ相もしくはＳiＸ相１４とが含有されて
いる。
【００１７】
　Ｓｉ相１２は、粒子表面よりも粒子内部に多く存在している。このＳｉ相１２は、充電
時にリチウムと合金化してＬｉＳｉｘ相を形成し、放電時にはリチウムを放出してＳｉ単
相に戻る。また、粒子表面でのＳｉ相は、存在しないかもしくは少なくなっているため、
Ｓｉ相による電解液の分解反応が抑制される。
【００１８】
　また、ＳｉＭ相１３は、充放電時にリチウムと反応することなく、当該一粒子１１の形
状を維持して粒子１１自体の膨張収縮を抑制する。ＳｉＭ相１３を構成する元素Ｍは、リ
チウムと合金化しない金属元素であり、Ｎｉ、Ｃｏ、Ａｓ、Ｂ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｆｅ、Ｍｇ
、Ｍｎ、Ｙの中から選択される少なくとも１種以上の元素である。特に元素ＭとしてはＮ
ｉを用いることが好ましく、この場合のＳｉＭ相の組成はＳｉ２Ｎｉ相となる。
【００１９】
　またＸ相１４は、多相合金粉末に導電性を付与して負極活物質自体の比抵抗を低減させ
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る。Ｘ相１４を構成する元素Ｘは、比抵抗が３Ω・ｍ以下の金属元素であり、Ａｇ、Ｃｕ
、Ａｕの中から選択される少なくとも１種以上の元素である。特にＣｕはリチウムと合金
化しないので、膨張抑制効果があり好ましい。また、ＡｇはＳｉとほとんど合金化しない
ため、元素ＭにＡｇと合金化しない金属を選択することにより、Ａｇが単独相として存在
し、粒子の伝導度を向上させることができるので好ましい。
　なお、ＣｕはＳｉと合金化するとともに、Ｓｉよりも低抵抗であるため、元素Ｍと元素
Ｘの両方の性質を有する元素である。従って、本発明においては、元素Ｍと元素Ｘの双方
にＣｕを加えることにするが、Ｃｕは元素Ｍと元素Ｘに同時に選択されないものとした。
【００２０】
　また、Ｘ相１４に代えて、あるいはＸ相１４とともに、ＳｉＸ相が析出していても良い
。ＳｉＸ相は、Ｘ相１４と同様に多相合金粉末に導電性を付与して負極活物質自体の比抵
抗を低減させる。
【００２１】
　Ｓｉ相１２、ＳｉＭ相１３、Ｘ相１４、ＳｉＸ相の結晶形態は、急冷速度、合金組成、
急冷後の熱処理の有無により定まる。本実施形態の負極活物質においては、各相の全てが
結晶質相であってもよく、非晶質相であっても良く、結晶質相と非晶質相とが混在したも
のであってもよい。また、Ｓｉ相、ＳｉＭ相、Ｘ相、ＳｉＸ相の他に他の合金相を含んで
いても良い。
【００２２】
　次に合金組成について言及すると、Ｓｉは、Ｓｉ単相とＳｉＭ相さらにはＳｉＸ相を形
成する元素であるため、合金の状態図より判断して、ＳｉＭ相、ＳｉＸ相を形成してもな
おＳｉ単相が生成されるように組成比を選ぶことにより、Ｓｉの容量を得ることができる
。しかし、Ｓｉ量が過剰に増えると、Ｓｉ相が多く析出して充放電時の負極活物質全体の
膨張収縮量が大きくなり、負極活物質が微粉化してサイクル特性が低下するので好ましく
ない。具体的には、負極活物質におけるＳｉの組成比が３０質量％以上７０質量％以下の
範囲であることが好ましい。
【００２３】
　元素Ｍは、ＳｉとともにＳｉＭ相を形成する元素であるため、合金の状態図より判断し
てその全量がＳｉと合金化するように添加することが好ましい。Ｍ量がＳｉと合金化でき
る量を上回ると、Ｓｉがすべて合金化され、容量の大幅な低下を招くので好ましくない。
また、Ｍ量が少ないと、ＳｉＭ相が少なくなり、Ｓｉ相の膨張抑制効果が減少し、サイク
ル劣特性が低下してしまうので好ましくない。また、Ｍ相は異なる元素、Ｍ１相、Ｍ２相
、Ｍ３相というように複数存在してもかまわない。Ｍの組成比はＳｉとの固溶限界が元素
により異なるため具体的に限定することはできないが、ＳｉとＭが固溶限界まで合金化し
たとしてもなおＳｉ相が存在するように考慮した組成比であることが好ましい。また、元
素Ｍはリチウムと合金化しないので、不可逆容量を持つことがない。更に元素Ｍはアルカ
リ溶液に対して不溶であることが好ましい。
【００２４】
　またＸの組成比が多くなると、比抵抗が低減するものの、Ｓｉ相が相対的に減少して充
放電容量が低下してしまう。一方、Ｘの組成比が少ないと、負極活物質の比抵抗が高くな
って充放電効率が低下する。このため、負極活物質におけるＸの組成比は１質量％以上３
０質量％以下の範囲であることが好ましい。更に元素Ｘはアルカリ溶液に対して不溶であ
ることが好ましい。
【００２５】
　多相合金粉末の平均粒径は５μｍ以上３０μｍ以下の範囲が好ましい。一般にＳｉが含
まれる合金粉末はリチウム二次電池の既存負極材料として用いられている黒鉛粉末より抵
抗が高いため、導電助材を使用することが好ましいが、平均粒径５μｍ以下になると、導
電助材の粒径より多相合金粉末の平均粒径が小さくなる場合が生じ、導電助材の効果が得
にくくなり、容量やサイクル特性などの電池特性が低下するので好ましくない。平均粒径
が３０μｍを越えると、リチウム二次電池における負極活物質の充填密度が低下するので
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好ましくない。
【００２６】
　また図１及び図２に示すように、多相合金粉末の粒子表面には、多数の微細孔１５が形
成されている。この微細孔１５は、合金溶湯を急冷した後にアルカリ性溶液に含侵処理し
たことによって形成されたものであり、急冷直後において粒子表面に露出していたＳｉ相
が溶出した後の痕跡である。このようにＳｉが粒子表面に露出しないことで充電時の電解
液との反応が抑制されるとともに、この微細孔５が形成されることによって多相合金粉末
の比表面積が増大し、電解液との接触面積が大きくなって充放電効率が向上する。
【００２７】
　微細孔１５の平均孔径は１０ｎｍ以上５μｍ以下の範囲が好ましい。また、微細孔１５
の深さは１０ｎｍ以上１μｍ以下の範囲が好ましい。更に、多相合金粉末の比表面積は０
．２ｍ２／ｇ以上５ｍ２／ｇ以下の範囲が好ましい。
【００２８】
　この負極活物質は、例えば次のような方法で製造することができる。
　負極活物質の製造方法は、Ｓｉと元素Ｍと元素Ｘを含有する急冷合金粉末を得る工程と
、得られた急冷合金粉末をアルカリ性溶液に含侵処理する工程とから概略構成されている
。以下、各工程を順に説明する。
【００２９】
　まず、急冷合金粉末を製造する工程では、Ｓｉと元素Ｍと元素Ｘを含む合金溶湯を急冷
して急冷合金粉末とする。合金溶湯は、上記元素Ｍ及び元素Ｘと、Ｓｉとを含むものであ
り、これらの単体あるいは合金を例えば高周波誘導加熱法により同時に溶解することによ
って得られる。
【００３０】
　合金溶湯におけるまたＳｉの含有率は３０質量％以上７０質量％以下の範囲であること
が好ましい。合金溶湯におけるＳｉの含有率が前記の範囲を外れると、Ｓｉが少なすぎて
Ｓｉ相が析出されなかったり、Ｓｉ量が多すぎて膨張収縮しやすい負極活物質が得られて
しまうので好ましくない。
【００３１】
　合金溶湯を急冷する方法としては、例えば、ガスアトマイズ法、水アトマイズ法、ロー
ル急冷法等を用いることができる。ガスアトマイズ法及び水アトマイズ法では粉末状の急
冷合金が得られ、ロール急冷法では薄帯状の急冷合金が得られる。薄帯状の急冷合金は更
に粉砕して粉末にする。こうして得られた急冷合金粉末の平均粒径が、最終的に得ようと
する多相合金粉末の平均粒径となる。従って、急冷合金粉末を得る際には、その平均粒径
を５μｍ以上３０μｍ以下の範囲に調整することが必要である。
【００３２】
　合金溶湯から得られた急冷合金粉末は、組織全体が非晶質相である急冷合金、若しくは
一部が非晶質相であるとともに残部が結晶質相粒からなる急冷合金、若しくは組織全体が
結晶質相である急冷合金となる。また急冷合金粉末には、ＳｉＸ相及びＳｉＭ相が必ず含
まれ、かつＸ相とＳｉＸ相のいずれか一方または両方が含まれる。また、これらＳｉ相、
ＳｉＭ相、Ｘ相、ＳｉＸ相の各相は合金組織中で均一に混在した状態にある。
【００３３】
　尚、急冷の際の急冷速度は、１００Ｋ／秒以上であることが好ましい。急冷速度が１０
０Ｋ／秒未満では、Ｓｉ相、ＳｉＭ相、Ｘ相、ＳｉＸ相の各相が合金組織中で均一に析出
しないおそれがあり、また各相の結晶の大きさが大きくなりすぎ、均一な膨張抑制効果、
導電性付与効果が得にくくなるので好ましくない。
【００３４】
　次に、急冷合金をアルカリ性溶液に含侵処理する工程では、急冷合金粉末の粒子表面に
析出しているＳｉ相を溶出除去する。具体的には、急冷合金粉末を、アルカリ性溶液に含
浸させた後、洗浄及び乾燥を行う。含侵条件は室温で３０分～５時間程度ゆっくり攪拌し
ながら行う条件とするのがよい。またアルカリ性溶液としては、例えば水酸化ナトリウム
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や水酸化カリウムの水溶液を用いるのがよく、濃度は１～５Ｎの範囲がよい。
【００３５】
　尚、ここで述べた含侵条件はあくまで目安であり、実際には粒子表面に析出していたＳ
ｉ相のみが溶出除去されるのを確認することで含侵条件を定めることができる。含侵処理
を過度に行うと、表面のみならず粒子内部のＳｉ相まで溶出除去させてしまい、負極活物
質の充放電容量が低下してしまうので好ましくない。また粒子内部のＳｉ相まで溶出され
てしまうと、粒子自体の強度が低下するので好ましくない。更に、含侵条件が不十分だと
、粒子表面にＳｉ相が残存し、電解液の分解反応を起こしてしまうので好ましくない。
【００３６】
　具体的には、Ｓｉ相除去後の粉末の比表面積が、Ｓｉ相除去前の急冷合金粉末の比表面
積の１．２倍以上になるまでアルカリ性溶液による含侵処理を行うことが好ましい。比表
面積が当初の１．２倍以上になるまで含侵処理を行うことで、表面のＳｉの一部またはす
べてを除去することができ、電解液との反応を抑制することができる。
【００３７】
　また、Ｓｉ相除去後の粉末の比表面積が少なくとも、Ｓｉ相除去前の急冷合金粉末の比
表面積の５０倍以下となるようにアルカリ性溶液による含侵処理を行うことが好ましい。
これにより、必要以上のＳｉの溶解を阻止し、電池容量の減少を防止することができる。
【００３８】
　上記の含侵処理を行うことにより、急冷合金粉末の粒子表面に析出しているＳｉ相が溶
出除去され、粒子表面にはＳｉＭ相とＸ相もしくはＳｉＸ相が残存する。また、Ｓｉ相が
除去された部分には微細孔が形成される。更に、粒子表面のＳｉ相が除去されることで、
粒子表面におけるＳｉ相の量が粒子内部におけるＳｉ相の量よりも少なくなる。
　尚、元素Ｍ及び元素Ｘはアルカリ溶液に対して不溶であり、更にＳｉＭ相、ＳｉＸ相も
アルカリ溶液に溶けにくいのでＳｉ相が優先して溶出することになる。
【００３９】
　上記の製造方法によれば、元素Ｍと元素ＸとＳｉを含有する合金溶湯を急冷することに
よって、ＳｉＸ相及びＳｉＭ相が必ず含まれ、かつＸ相とＳｉＸ相のいずれか一方または
両方を有する急冷合金粉末が容易に形成される。そして、得られた急冷合金粉末をアルカ
リ性溶液に含侵させて粒子表面のＳｉ相を除去することで、粒子表面におけるＳｉ相の量
が粒子内部におけるＳｉ相の量よりも少なくなる。こうして得られた負極活物質は、電解
液の分解反応を抑制させ、かつ粒子自体の膨張収縮量を少なくすることができ、サイクル
特性を向上することが可能になる。
【００４０】
　また、ＳｉＸ相及びＳｉＭ相が必ず含まれ、かつＸ相とＳｉＸ相のいずれか一方または
両方を含む多相合金粉末が容易に得られる。特にガスアトマイズ法または水アトマイズ法
によれば、球状粉末が得られるので、負極活物質の充填密度を高めることができ、負極活
物質のエネルギー密度を高めることが可能になる。
【００４１】
（非水電解液）
　非水電解液としては、例えば、非プロトン性溶媒にリチウム塩が溶解されてなる有機電
解液を例示できる。
　非プロトン性溶媒としては、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、ブチレ
ンカーボネート、ベンゾニトリル、アセトニトリル、テトラヒドロフラン、２－メチルテ
トラヒドロフラン、γ－ブチロラクトン、ジオキソラン、４－メチルジオキソラン、Ｎ、
Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ジオキサン
、１，２－ジメトキシエタン、スルホラン、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ニトロベ
ンゼン、ジメチルカーボネート、メチルエチルカーボネート、ジエチルカーボネート、メ
チルプロピルカーボネート、メチルイソプロピルカーボネート、エチルブチルカーボネー
ト、ジプロピルカーボネート、ジイソプロピルカーボネート、ジブチルカーボネート、ジ
エチレングリコール、ジメチルエーテル等の非プロトン性溶媒、あるいはこれらの溶媒の
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うちの二種以上を混合した混合溶媒を例示でき、特にプロピレンカーボネート（ＰＣ）、
エチレンカーボネート（ＥＣ）、ブチレンカーボネート（ＢＣ）のいずれか１つを必ず含
むとともにジメチルカーボネート（ＤＭＣ）、メチルエチルカーボネート（ＭＥＣ）、ジ
エチルカーボネート（ＤＥＣ）のいずれか１つを必ず含むものが好ましい。
【００４２】
　また、リチウム塩としては、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＳｂＦ６、ＬｉＡｓＦ６、
ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＣＦ３ＳＯ３、Ｌｉ（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ、ＬｉＣ４Ｆ９ＳＯ３、Ｌ
ｉＳｂＦ６、ＬｉＡlＯ４、ＬｉＡlＣl４、ＬｉＮ（ＣｘＦ２ｘ＋１ＳＯ２）（ＣｙＦ２

ｙ十１ＳＯ２）（ただしｘ、ｙは自然数）、ＬｉＣｌ、ＬｉＩ等のうちの１種または２種
以上のリチウム塩を混合させてなるものを例示でき、特にＬｉＰＦ６を含むものが好まし
い。
【００４３】
　また非水電解液に代えて、ＰＥＯ、ＰＶＡ等のポリマーに上記記載のリチウム塩のいず
れかを混合させたものや、膨潤性の高いポリマーに有機電解液を含浸させたもの等、いわ
ゆるポリマー電解質を用いても良い。
【００４４】
（セパレータ）
　本発明のリチウム二次電池には、正極と負極を隔離するセパレータが備えられる。セパ
レータの材質としては、例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン等のポリオレフィン樹脂
からなる微細多孔質膜が好ましい。
【００４５】
（負極と正極の電気容量）
　本発明のリチウム二次電池においては、負極の電気容量が正極の電気容量の０．７５倍
以上に設定されていることが好ましく、１．４倍以上に設定されていることがより好まし
い。また、負極の電気容量が正極の電気容量の３倍以下に設定されていると良い。負極の
電気容量が正極の電気容量の０．７５倍未満であると、負極活物質に対する充電深度が深
くなり、負極の劣化が進んでサイクル特性が低下してしまうので好ましくない。また、負
極の電気容量が正極の電気容量の３倍を越えると、リチウム二次電池全体の充放電容量が
低下する。
【００４６】
　また、正極および負極の電気容量は、各電極における正極活物質もしくは負極活物質の
含有量によって調整することでき、これにより負極の電気容量を正極の電気容量の０．７
５倍以上に設定できる。例えば、正極及び負極としてシート状の電極を用いる場合には、
正極合材もしくは負極合材の厚みを調整することで容量比を調整できる。
【００４７】
　ここで、正極の電気容量は、正極活物質の単位質量あたりの理論容量に正極活物質の充
填量を乗じた値を用いてもよく、正極を製造してその電気容量を実験的に求めた値でも良
いが、特に、理論容量に充填量を乗じた前者の値を用いることが望ましい。理論容量はた
とえば、ＬｉＣｏＯ２で２７４ｍＡ／ｇ、ＬｉＭｎ２Ｏ４で１４８ｍＡ／ｇ、ＬｉＮｉＯ

２で２７４ｍＡ／ｇ、ＬｉＦｅＯ２で２８３ｍＡ／ｇの値を用いることが望ましい。
【００４８】
　同様に、負極の電気容量は、Ｓｉの単位質量あたりの理論容量に負極活物質中のＳｉの
正味充填量を乗じた値を用いる。特に、負極活物質として上記の多相合金粉末を使用する
場合は、Ｓｉの単位質量あたりの理論容量にＳｉ相の正味充填量を乗じた値を用いる。な
お、Ｓｉの理論容量は２０１２ｍＡ／ｇの値を用いることが望ましい。
【００４９】
　本実施形態のリチウム二次電池においては、負極の電気容量を正極の電気容量の０．７
５倍以上に設定することで、負極活物質に対する充電深度を浅くすることが可能になる。
これにより、負極活物質を構成する多相合金粉末の膨張収縮を抑制して多相合金粉末の微
粉化を防止できる。また、微粉化の防止によって多相合金粉末の表面積の拡大が抑制され
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、これにより電解液の分解が防止される。このようにして、容量比を上記の範囲に設定す
ることで、負極の劣化を防止してサイクル特性を向上させることができる。
　また、粒子表面におけるＳｉ相の量が粒子内部におけるＳｉ相の量より少なくされてな
る多相合金粉末が負極活物質として備えられているので、粒子表面におけるＳｉによる電
解液の分解が抑制され、サイクル特性を向上させることができる。粒子表面におけるＳｉ
相の量を少なくすることで、負極活物質の容量が不足してリチウム二次電池の充放電容量
が低下するおそれがあるが、Ｓｉ自体の理論容量がもともと高いので、充放電容量の低下
を最小限の範囲に抑えることができ、サイクル特性の向上と高い充放電容量の確保を両立
させることが可能になる。
【００５０】
　なお、多相合金粉末の粒子表面におけるＳｉ相の量と、粒子内部におけるＳｉ相の量と
の比率は、例えば電子顕微鏡の面分析により測定することができる。本発明では、多相合
金粉末の粒子表面上のＳｉ含有量ａと、粒子断面のＳｉの含有量ｂとの比が、０．５≦ａ
/ｂ ≦０．９５に設定されることが望ましい。この比率（ａ/ｂ）はたとえば、合金溶湯
から得られた急冷合金粉末をアルカリ性溶液に含侵処理する際の処理条件を変更すること
で調整することができる。
【実施例】
【００５１】
　リチウム二次電池を製造してサイクル特性および初期容量を評価した。
（実施例１）
　電池の製造は次のようにして行った。まず、平均粒径１０μｍのＬｉＣｏＯ２からなる
正極活物質と、ポリフッ化ビニリデンからなる結着剤と、平均粒径３μｍの炭素粉末から
なる導電助材とを混合し、更にＮ－メチル－２－ピロリドンを混合して正極スラリーとし
た。この正極スラリーを、ドクターブレード法により厚み２０μｍのアルミニウム箔から
なる集電体上に塗布し、真空雰囲気中で１２０℃、２４時間乾燥させてＮ－メチル－２－
ピロリドンを揮発させた後、圧延した。このようにして正極活物質を含む合材が集電体に
積層されてなる正極を製造した。
【００５２】
　また、以下の手順で多相合金粉末からなる負極活物質を製造した。まず、５ｍｍ角程度
の大きさの塊状のＳｉを６５質量部と、Ｎｉ粉末を２５質量部と、Ａｇ粉末１０質量部を
それぞれ用意し、これらを混合してからアルゴン雰囲気中において高周波加熱法により溶
解して合金溶湯とした。この合金溶湯を８０ｋｇ／ｃｍ２の圧力のヘリウムガスを用いた
ガスアトマイズ法によって急冷することにより、平均粒径１０μｍの急冷合金粉末を得た
。このときの急冷速度は１×１０５Ｋ／秒であった。
　次に、得られた急冷合金粉末３０ｇを５Ｎの水酸化ナトリウム水溶液５００ｍｌ中に入
れ、室温でゆっくり攪拌しながら１時間かけて含侵処理した。その後、ナトリウムの残留
がないように純水で十分に洗浄してから乾燥した後、粒度の調整を行って平均粒径１２μ
ｍとした。このようにして、負極活物質を製造した。この負極活物質については、Ｘ線回
折および電子顕微鏡による形態観察を行った。
【００５３】
　得られた負極活物質を７０質量部と、平均粒径３μｍの黒鉛粉末を２０質量部と、ポリ
フッ化ビニリデンからなる結着剤１０質量部とを混合し、更にＮ－メチル－２－ピロリド
ンを混合して負極スラリーとした。この負極スラリーを、ドクターブレード法により厚み
１４μｍのＣｕ箔からなる集電体上に塗布し、真空雰囲気中で１２０℃、２４時間乾燥さ
せてＮ－メチル－２－ピロリドンを揮発させた後、圧延した。このようにして負極活物質
を含む密度２．５ｇ／ｃｍ３の合材が集電体に積層されてなる負極を製造した。
【００５４】
　更に、エチレンカーボネート（ＥＣ）とジエチルカーボネート（ＤＥＣ）とをＥＣ：Ｄ
ＥＣ＝３０：７０で混合させてなる混合溶媒に、１．３モル／Ｌの濃度となるようにＬｉ
ＰＦ６を添加した。このようにして非水電解液を調製した。
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【００５５】
　上記の正極と負極との間にポリプロピレン製多孔質セパレータを配置してこれらを捲回
した状態で電池ケースに収納し、上記の電解液を注液してから電池ケースを密閉すること
により、円筒型の実施例１のリチウム二次電池を製造した。このとき、負極の電気容量が
正極の電気容量の１．５倍となるように容量比を調整した。容量比の調整は、負極合材の
厚みを調整することにより行った。
【００５６】
（実施例２）
　負極の電気容量が正極の電気容量の１．３５倍となるように容量比を調整したこと以外
は実施例１と同様にして、実施例２のリチウム二次電池を製造した。
【００５７】
（実施例３）
　負極の電気容量が正極の電気容量の０．８８倍となるように容量比を調整したこと以外
は実施例１と同様にして、実施例３のリチウム二次電池を製造した。
【００５８】
（実施例４）
　負極電極の電気容量が正極電極の電気容量の０．７７倍となるように容量比を調整した
こと以外は実施例１と同様にして、実施例４のリチウム二次電池を製造した。
【００５９】
（実施例５）
　負極活物質を製造する際の水酸化ナトリウム水溶液による含侵処理時間を２時間とし、
負極の電気容量が正極の電気容量の１．３５倍となるように容量比を調整したこと以外は
実施例１と同様にして、実施例５のリチウム二次電池を製造した。
【００６０】
（実施例６）
　負極活物質を製造する際の水酸化ナトリウム水溶液による含侵処理時間を４時間とし、
負極の電気容量が正極の電気容量の１．３５倍となるように容量比を調整したこと以外は
実施例１と同様にして、実施例６のリチウム二次電池を製造した。
【００６１】
（比較例１）
　負極活物質を製造する際の水酸化ナトリウム水溶液による含侵処理時間を０時間とし、
負極の電気容量が正極の電気容量の１．５０倍となるように容量比を調整したこと以外は
実施例１と同様にして、比較例１のリチウム二次電池を製造した。
【００６２】
（比較例２）
　負極活物質を製造する際の水酸化ナトリウム水溶液による含侵処理時間を０時間とし、
負極の電気容量が正極の電気容量の０．７０倍となるように容量比を調整したこと以外は
実施例１と同様にして、比較例２のリチウム二次電池を製造した。
【００６３】
（比較例３）
　負極活物質を製造する際におけるＳｉとＮｉとＡｇの組成比を質量比でＳｉ：Ｎｉ：Ａ
ｇ＝５８：２２：１０とし、水酸化ナトリウム水溶液による含侵処理時間を０時間とし、
負極の電気容量が正極の電気容量の１．５０倍となるように容量比を調整したこと以外は
実施例１と同様にして、比較例３のリチウム二次電池を製造した。
【００６４】
（比較例４）
　負極の電気容量が正極の電気容量の０．６８倍となるように容量比を調整したこと以外
は実施例１と同様にして、比較例４のリチウム二次電池を製造した。
【００６５】
　得られたリチウム二次電池を１５時間エージングし、０．２Ｃで４．１５Ｖまで定電流
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充電してから電流値が０．０１Ｃになるまで定電圧充電する定電流定電圧充電を行い、次
に、０．２Ｃで２．７５Ｖまで放電する定電流放電を行って初期充放電を行った。
【００６６】
　そして、初期充放電後のリチウム二次電池について、１Ｃ（０．８ｍＡ）で４．１５Ｖ
まで定電流充電してから電流値が０．０１Ｃになるまで定電圧充電する定電流定電圧充電
を行い、次に、１Ｃ（０．８ｍＡ）で２．７５Ｖまで放電する定電流放電を１サイクルと
し、この充放電サイクルを１００サイクルまで行って、リチウム二次電池の１００サイク
ル後の容量維持率を調査した。結果を表１に示す。また、１サイクル目となる０．２Ｃ放
電時の放電容量を表１に合わせて示す。なお、１サイクル目の放電容量は実施例１の放電
容量を１００とした場合の割合で示す。更に、負極活物質中のＳｉ相の含有量と、Ａｇ含
有量を測定した。結果を表１に合わせて示す。なお、Ｓｉ相の含有量は、負極活物質中の
全Ｓｉ量である。
【００６７】
【表１】

【００６８】
　負極活物質についてＸ線回折を行ったところ、Ｓｉ結晶質相と、ＮｉＳｉ２なる組成の
結晶質相とＡｇ結晶質相が混在した組織が確認された。また、負極活物質について電子顕
微鏡によって形態観察を行ったところ、表面に微細孔が多数形成されていることが確認さ
れた。この微細孔は、表面に露出していたＳｉ相が溶出して形成されたものと思われる。
また、粒子表面についてＸ線による元素分析を行ったところ、表面はＮｉＳｉ２相で占め
られ、Ｓｉ相はほとんど検出されなかった。これはアルカリ性溶液による含浸処理のよっ
て表面のＳｉ相が除去されたためである。従ってＸ線回折により検出されたＳｉ相は、粒
子の内部に存在するものと考えられる。
【００６９】
　表１において、実施例１－４を比較すると、合金粒子の表面のＳｉ相をアルカリ溶液で
除去した場合には、容量比が大きいほどサイクル寿命が向上することがわかる。これは、
容量比の大きいものほど負極活物質中のＳｉ相の利用率が低下し、更に充電深度が低下し
たことによって、負極の膨張収縮が抑制され、１Ｃのような比較的高い電流率で充放電を
繰り返しても負極活物質を構成する粒子の崩壊が起こりにくく、また電極内に空隙が生じ
にくくなったためと考えられる。
【００７０】
　次に、実施例２、５、６を比較すると、ＮａＯＨ処理時間が長いほど主たる活物質であ
るＳｉ相が少なくなり、活物質あたりの容量が低下していることがわかる。この３つの例
の容量比は１．３５で同一だが、Ｓｉ相の減少にともなう膨張率の低下によるサイクル特
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よって、活物質粒子の膨張率を抑え、良好なサイクル特性が得られる。一方、ＮａＯＨ処
理が少ない実施例２では、Ｓｉ相の量が実施例５、６より大きい為、容量比が大きくなり
、電池内部における負極の電気容量が大きくなる。しかし、負極活物質粒子の膨張が大き
い為、結果的にＮａＯＨ処理時間が長い実施例５および６よりもサイクル特性が低下して
いる。
【００７１】
　また、比較例１、２に示すように、合金粒子表面のＳｉ相を化学処理により除去しない
場合、容量比を１．５倍と高くしてもサイクル特性の劣化が著しい。これは、合金粒子表
面のＳｉ相が電解液と反応すること、また最表面のＳｉ相が膨張することによってＳｉ相
、ＳｉＭ相、ＳｉＸ相等の粒界に亀裂が生じやすくなることに起因しているものと考えら
れる。更に比較例４に示すように、容量比が０．７５倍未満になると、容量維持率が大幅
に低下することがわかる。
【００７２】
　以上の結果から、充放電容量およびサイクル特性を良好に保つためには、容量比を０．
７５倍以上とし、負極活物質のＮａＯＨ処理時間を１から３時間の範囲とすることが良い
ことがわかる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の実施形態であるリチウム二次電池の負極活物質を示す模式図。
【図２】本発明の実施形態であるリチウム二次電池の負極活物質を示す断面模式図。
【符号の説明】
【００７４】
　１１…多相合金粉末の粒子、１２…Ｓｉ相、１３…ＳｉＭ相、１４…Ｘ相、１５…微細
孔
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