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(57)【要約】
【課題】高容量と長寿命を実現するリチウムイオン二次
電池用の負極を得る
【解決手段】金属製の集電体と、前記集電体上に成長し
たシリコン線状体と、を有し、前記シリコン線状体の少
なくとも一端が、前記集電体に金属結合で結合している
、または前記集電体上の金属に金属結合で結合している
ことを特徴とするリチウムイオン二次電池用の負極であ
る。また、この負極を用いたリチウムイオン二次電池で
ある。このシリコン線状体はＶＬＳ法により形成される
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属製の集電体と、
　前記集電体上に成長したシリコン線状体と、を有し、
　前記シリコン線状体の少なくとも一端が、前記集電体に金属結合で結合している、また
は前記集電体上の金属に金属結合で結合していることを特徴とするリチウムイオン二次電
池用の負極。
【請求項２】
　さらに、前記負極に導電助剤が含まれることを特徴とする請求項１に記載のリチウムイ
オン二次電池用の負極。
【請求項３】
　前記シリコン線状体の外径が４ｎｍ～１０００ｎｍであることを特徴とする請求項１に
記載のリチウムイオン二次電池用の負極。
【請求項４】
　前記シリコン線状体の少なくとも一部が縮れ形状であることを特徴とする請求項１に記
載のリチウムイオン二次電池用の負極。
【請求項５】
　前記シリコン線状体の少なくとも一部が直線状であることを特徴とする請求項１に記載
のリチウムイオン二次電池用の負極。
【請求項６】
　前記集電体が、銅、ニッケル、モリブデン、タングステン、タンタルおよびステンレス
からなる群より選ばれた少なくとも１種の金属からなる箔であることを特徴とする請求項
１に記載のリチウムイオン二次電池用の負極。
【請求項７】
　金属製の集電体と、
　前記集電体上に形成されたシリコン層と、
　前記シリコン層の上に成長したシリコン線状体と、を有し、
　前記シリコン線状体の少なくとも一端が、前記シリコン層に金属結合で結合しているこ
とを特徴とするリチウムイオン二次電池用の負極。
【請求項８】
　前記シリコン層の少なくとも一部がポーラス形状であることを特徴とする請求項７に記
載のリチウムイオン二次電池用の負極。
【請求項９】
　前記シリコン層の少なくとも一部が略石筍形状であることを特徴とする請求項７に記載
のリチウムイオン二次電池用の負極。
【請求項１０】
　金属製の集電体と、
　前記集電体上に形成された金属層と、
　前記金属層の上に成長したシリコン線状体と、を有し、
　前記金属層が、チタン、バナジウム、ジルコニウム、イットリウム、タングステン、鉄
、ニッケル、クロムおよびモリブデンからなる群より選ばれた少なくとも１種の金属また
はそれらの合金であり、
　前記シリコン線状体の少なくとも一端が、前記金属層に金属結合で結合していることを
特徴とするリチウムイオン二次電池用の負極。
【請求項１１】
　前記シリコン線状体が、導電助剤で被覆されていることを特徴とする請求項１、請求項
７および請求項１０のいずれか１項に記載のリチウムイオン二次電池用の負極。
【請求項１２】
　前記シリコン線状体が、導電助剤で埋設されていることを特徴とする請求項１、請求項
７および請求項１０のいずれか１項に記載のリチウムイオン二次電池用の負極。
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【請求項１３】
　前記シリコン線状体を被覆または埋設する前記導電助剤が、ポーラスであることを特徴
とする請求項１１または請求項１２に記載のリチウムイオン二次電池用の負極。
【請求項１４】
　請求項１、請求項７および請求項１０のいずれか１項に記載のリチウムイオン二次電池
用の負極を用いるリチウムイオン二次電池。
【請求項１５】
　集電体上に金属触媒を担持する工程（ａ）と、
　チャンバー内の前記集電体を３５０～８００℃の間のある温度に保ち、かつ前記チャン
バー内の圧力を０．５～５０Ｔｏｒｒの間のある圧力に保ちつつ、前記チャンバー内に２
０分～２時間、原料ガスを供給し、シリコン線状体をＶＬＳ法により成長させる工程（ｂ
）と、
　を有することを特徴とするリチウムイオン二次電池用の負極の製造方法。
【請求項１６】
　前記工程（ｂ）において、プラズマにより原料ガスをラジカル化して供給するＶＬＳ法
でシリコン線状体を成長させることを特徴とする請求項１５に記載のリチウムイオン二次
電池用の負極の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウムイオン二次電池用の負極などに関するものであり、特に、高容量か
つ長寿命のリチウムイオン二次電池用の負極に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、負極活物質としてグラファイトを用いたリチウムイオン二次電池が実用化されて
いる。また、負極活物質と、カーボンナノファイバー等の導電助剤と、樹脂の結着剤とを
混練してスラリーを作製し、銅箔上に塗布・乾燥して、負極を形成することが行われてい
る。
【０００３】
　一方、高容量化を目指し、負極活物質として金属、特にシリコン系合金を用いるリチウ
ムイオン二次電池用の負極が開発されている。リチウムイオンを吸蔵して合金化したシリ
コンは、吸蔵前のシリコンに対して約４倍まで体積が膨張するため、シリコン系合金を負
極活物質として用いた負極は、充放電サイクル時に膨張と収縮を繰り返す。
【０００４】
　そこで、シリコン系活物質の表面にカーボンナノファイバーを成長させ、その弾性作用
により負極活物質粒子の膨張と収縮による歪みを緩和し、サイクル特性を向上させるとい
う非水電解液二次電池用負極が開示されている(例えば、特許文献１を参照)。
【０００５】
　また、結着剤、導電助剤を不要にするため、ＣＶＤ法などによりシリコンを集電体上に
直接成膜し、リチウム電池用電極を製造する方法が知られている（例えば、特許文献２を
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－２４４９８４号公報
【特許文献２】特許第３７３３０６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、負極活物質と導電助剤と結着剤とのスラリーを塗布・乾燥して、負極を
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形成する従来の負極は、負極活物質と集電体とを樹脂の結着剤で結着しており、樹脂の結
合力が弱い。そのため、負極活物質の充放電時の剥離、負極の亀裂の発生、負極活物質間
の導電性の低下などにより、容量が低下し、サイクル特性が悪く、二次電池の寿命が短い
という問題点があった。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明は、負極活物質と集電体とを樹脂で結着するも
のであり、サイクル特性の劣化は十分には防げなかった。また、カーボンナノファイバー
の形成工程があるため、生産性が悪かった。
【０００９】
　また、集電体上にシリコン膜を直接形成する場合、十分なサイクル寿命を得るためには
、シリコン膜の厚さを２μｍ以内にしなくてはならない。単位面積当たりの目標の容量を
達成する厚さ８μｍのシリコン膜では、充放電を繰り返しているうちに、シリコン膜にシ
ワが発生したり、クラックが発生したりして、シリコン膜が集電体から剥離し、容量が低
下してサイクル特性が悪いという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、前述した問題点に鑑みてなされたもので、その目的とすることは、高容量と
長寿命を実現するリチウムイオン二次電池用の負極を得ることである。
【００１１】
　前述した目的を達成するために、第１の発明は、金属製の集電体と、前記集電体上に成
長したシリコン線状体と、を有し、前記シリコン線状体の少なくとも一端が、前記集電体
に金属結合で結合している、または前記集電体上の金属に金属結合で結合していることを
特徴とするリチウムイオン二次電池用の負極である。
【００１２】
　さらに、前記負極に導電助剤が含まれることが好ましく、前記シリコン線状体の外径が
４ｎｍ～１０００ｎｍであることが好ましい。
【００１３】
　また、前記シリコン線状体の少なくとも一部が縮れ形状であることが好ましく、または
前記シリコン線状体の少なくとも一部が直線状であることが好ましい。
【００１４】
　第２の発明は、金属製の集電体と、前記集電体上に形成されたシリコン層または金属層
と、前記シリコン層または前記金属層の上に成長したシリコン線状体とを有し、前記シリ
コン線状体の少なくとも一端が、前記シリコン層または前記金属層に金属結合で結合して
いることを特徴とするリチウムイオン二次電池用の負極である。また、前記シリコン層が
ポーラス形状または略石筍形状であることが好ましい。
【００１５】
　また、第１の発明と、第２の発明において、前記シリコン線状体が、導電助剤で被覆さ
れていることが好ましい。導電助剤は、例えば厚み２ｎｍ程度のカーボンや電解銅めっき
、無電解銅めっきなどが好適である。本構成は、初回充電時のリチウム脱溶媒和を促進さ
せ、良好な不導体被膜（ＳＥＩ）を形成することができるという効果を有する。
【００１６】
　また、第１の発明と、第２の発明において、前記シリコン線状体が、導電助剤で埋設さ
れていることが好ましい。本構成により、実効表面積の低減により、初回充放電時の不可
逆容量が低減でき、クーロン効率が向上する。また、電解液の不可逆反応が低減すること
で、電解液の消耗が抑えられ、高容量化が可能となる。
【００１７】
　また、前記シリコン線状体を被覆または埋設する前記導電助剤が、ポーラスであること
が好ましい。導電助剤が緻密な膜を形成している場合、リチウムの浸透に時間がかかり、
内部抵抗が大きくなり、電極として使用できないという問題点を生じる。導電助剤が緻密
な膜である場合、溶媒和したリチウムイオンが透過しにくいためである。
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【００１８】
　第３の発明は、第１の発明または第２の発明に係るリチウムイオン二次電池用の負極を
用いるリチウムイオン二次電池である。
【００１９】
　第４の発明は、集電体上に金属触媒を担持する工程（ａ）と、チャンバー内の前記集電
体を３５０～８００℃の間のある温度に保ち、かつ前記チャンバー内の圧力を０．５～５
０Ｔｏｒｒの間のある圧力に保ちつつ、前記チャンバー内に２０分～２時間原料ガスを供
給し、前記集電体にシリコン線状体をＶＬＳ法により成長させる工程（ｂ）と、を有する
ことを特徴とするリチウムイオン二次電池用の負極の製造方法である。
【００２０】
　なお、「前記シリコン線状体の少なくとも一端が、前記集電体に金属結合で結合してい
る」とは、ＶＬＳ（Ｖａｐｏｒ－Ｌｉｑｕｉｄ－Ｓｏｌｉｄ）機構により、前記集電体表
面にシリコンが結晶成長したものを指しており、前記シリコン線状体が前記集電体に樹脂
の結着剤で接着されたものや、物理吸着により接触している状態を指すものではない。す
なわち、シランやジシランのような原料ガスとして供給されたシリコンは、液体状態の触
媒表面に吸着し、水素を脱離して原子状のシリコンが触媒に溶解して合金化し、さらに原
料ガスから過剰のシリコンが供給されることで、前記集電体の原子配列に応じて原子状の
シリコンが規則正しく再配列して析出が進行する。シリコンの析出が繰り返し継続するこ
とで触媒は前記集電体表面から浮き上がり、線状にシリコンが結晶成長する。このとき、
シリコンは液体から固体に変化するが集電体とは原子同士で結合し、自由電子は集電体と
シリコン線状体の界面で自由に移動することができる。つまり、集電体とシリコン線状体
は金属結合で結合している。直線状のシリコン線状体が集電体表面より成長し、シリコン
線状体の一端が集電体表面に金属結合している場合以外にも、アーチ状のシリコン線状体
が集電体表面から成長し、シリコン線状体の一端が集電体表面に金属結合し、さらにシリ
コン線状体の他端が集電体表面に接触している場合や、縮れたシリコン線状体が集電体表
面より成長し、シリコン線状体の一端が集電体表面に金属結合し、さらにシリコン線状体
の複数個所が集電体表面に接触している場合や、集電体表面より成長している二つのシリ
コン線状体が絡み合っている場合も含む。なお、シリコン線状体は、リチウムを吸蔵・脱
離した後はアモルファスとなる。
【００２１】
　また、「シリコン線状体が縮れ形状である」とは、シリコン線状体が湾曲している形状
、巻いている形状、ツイストしている形状、ねじれている形状、ひねられた形状、らせん
形状、周期的でない形状などを指している。また、「前記シリコン線状体の少なくとも一
部が縮れ形状である」とは、負極に縮れ形状であるシリコン線状体が含まれていることや
、一本のシリコン線状体の一部が縮れ形状であることを意味し、「前記シリコン線状体の
少なくとも一部が直線状である」とは、負極に直線状のシリコン線状体が含まれているこ
とや、一本のシリコン線状体の一部が直線状であるを意味する。
【００２２】
　また、「前記シリコン層の少なくとも一部がポーラス形状である」とは、前記シリコン
層の一部がポーラス形状であることを意味し、「前記シリコン層の少なくとも一部が略石
筍形状である」とは、前記シリコン層の一部が略石筍形状であることを意味する。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明により、高容量と長寿命を実現するリチウムイオン二次電池用の負極を得ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施の形態に係るリチウムイオン二次電池用の負極１を示す図。
【図２】（ａ）～（ｄ）本発明の実施の形態に係るリチウムイオン二次電池用の負極１の
製造方法を示す図。
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【図３】（ａ）、（ｂ）本発明の実施の形態に係るリチウムイオン二次電池用の負極１の
使用状態を示す図。
【図４】（ａ）、（ｂ）本発明の実施の形態に係るリチウムイオン二次電池用の負極の他
の例を示す図。
【図５】本発明の実施の形態に係るリチウムイオン二次電池用の負極１の製造方法の一例
を示す図。
【図６】（ａ）、（ｂ）本発明の実施の形態に係るリチウムイオン二次電池用の負極の他
の例を示す図。
【図７】（ａ）、（ｂ）実施例１に係る集電体上の触媒層のＳＥＭ写真
【図８】（ａ）、（ｂ）実施例１に係るリチウムイオン二次電池用の負極のＳＥＭ写真。
【図９】（ａ）～（ｄ）実施例１に係るシリコン線状体のＴＥＭ写真。
【図１０】（ａ）、（ｂ）実施例１に係るシリコン線状体のＳＴＥＭ写真。
【図１１】実施例１に係るシリコン線状体のＳＴＥＭ－ＥＤＳ分析結果。
【図１２】（ａ）、（ｂ）実施例１に係るリチウムイオン二次電池用の負極の５０サイク
ル充放電後のＳＥＭ写真。
【図１３】（ａ）、（ｂ）実施例１に係るリチウムイオン二次電池用の負極の５０サイク
ル充放電後の他のＳＥＭ写真。
【図１４】（ａ）、（ｂ）実施例２に係るリチウムイオン二次電池用の負極のＳＥＭ写真
。
【図１５】（ａ）、（ｂ）実施例３に係るリチウムイオン二次電池用の負極のＳＥＭ写真
。
【図１６】（ａ）、（ｂ）実施例４に係るリチウムイオン二次電池用の負極のＳＥＭ写真
。
【図１７】実施例４に係るリチウムイオン二次電池用の負極の他のＳＥＭ写真。
【図１８】（ａ）、（ｂ）実施例４に係るリチウムイオン二次電池用の負極の他のＳＥＭ
写真。
【図１９】（ａ）、（ｂ）実施例５に係るシリコン線状体の視野（ａ）における電子線回
折図形（ｂ）。
【図２０】（ａ）、（ｂ）実施例５に係るシリコン線状体のＳＴＥＭ写真。
【図２１】実施例５に係るシリコン線状体のＳＴＥＭ－ＥＤＳ分析結果。
【図２２】（ａ）、（ｂ）比較例１に係るリチウムイオン二次電池用の負極のＳＥＭ写真
。
【図２３】（ａ）、（ｂ）比較例１に係るリチウムイオン二次電池用の負極の５０サイク
ル充放電後のＳＥＭ写真。
【図２４】（ａ）比較例２に係るリチウムイオン二次電池用の負極のＳＥＭ写真、（ｂ）
比較例２に係る負極の５０サイクル充放電後のＳＥＭ写真。
【図２５】（ａ）、（ｂ）比較例２に係るリチウムイオン二次電池用の負極の５０サイク
ル充放電後のＳＥＭ写真。
【図２６】比較例２に係るリチウムイオン二次電池用の負極の５０サイクル充放電後の別
のＳＥＭ写真。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下図面に基づいて、本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、各図は各構成要素を
模式的に示したもので、実際の縮尺を表すものではない。
　第１の実施形態に係る負極１について説明する。
　図１は、負極１を示す図である。負極１は、集電体３の上に、直接シリコン線状体１３
が成長し、シリコン線状体１３の先端には触媒７を有する。
【００２６】
　集電体３は、銅、ニッケル、モリブデン、タングステン、タンタル、ステンレスなどの
金属の箔である。これらを単独で用いてもよいし、これらの合金でもよい。厚さは４μｍ
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～３５μｍが好ましく、特に８μｍ～１８μｍがより好ましい。
【００２７】
　シリコン線状体１３は、一次元のワイヤー状のシリコンであり、外径がナノサイズであ
れば、ナノワイヤーの他、ナノロッド、ナノウィスカー、ナノチューブ（中空）、ナノフ
ァイバー、ナノベルトなどとも呼ばれる。シリコン線状体１３は、集電体３よりＶＬＳ機
構により結晶成長しており、集電体３と直接金属結合をしている。シリコン線状体１３の
外径は４ｎｍ～１０００ｎｍであり、より好ましくは２５ｎｍ～２００ｎｍである。シリ
コン線状体１３の外径が４ｎｍより太い場合、合成が容易であり、外径が１０００ｎｍよ
り細い場合、負極活物質の微粉化を防ぐことができる。負極活物質の外径と長さの測定方
法は、ＳＥＭによる画像解析により行った。
【００２８】
　シリコン線状体１３は、単結晶でも、多結晶でも、アモルファスでもよい。結晶性のシ
リコン線状体はリチウムを吸蔵・脱離すると、規則的な原子配列が乱れてアモルファスと
なる。また、シリコン線状体１３の一部または全部が、直線状に成長していても、湾曲し
ながら縮れて成長していてもよい。
【００２９】
　触媒７は、後述する触媒層５をスパッタリングあるいは蒸着することにより形成され、
ＶＬＳ法によりシリコン線状体１３が成長するための触媒である。触媒７は銅、ニッケル
、チタン、鉄、金、銀、パラジウム、マグネシウム、オスミウムなどや、それらの合金、
例えば硫化銅、硫化銀、硫化金など、からなる直径４ｎｍ～１０００ｎｍの粒子である。
触媒７は、ＶＬＳ法により成長したシリコン線状体１３の先端に位置するが、途中に付着
して観察されることもある。また、一部の触媒７が集電体３の表面に残り、触媒７よりシ
リコン線状体１３が成長していてもよい。この場合、集電体３と触媒７が金属結合を形成
しており、さらに、触媒７とシリコン線状体１３とが金属結合を形成している。
【００３０】
　次に、負極１の製造方法を説明する。
　まず、図２（ａ）に示すように、集電体３の上に、触媒層５を形成する。触媒層５は、
銅、ニッケル、チタン、鉄、金、銀、パラジウム、マグネシウム、オスミウムや、それら
の合金、例えば、硫化銅、硫化銀、硫化金などの微粒子を散布したものであり、スパッタ
リング法や蒸着法、ＣＶＤ法により形成される。
【００３１】
　次いで、図２（ｂ）に示すように、集電体３を、チャンバー１０内に入れ、真空ポンプ
で減圧下、Ａｒガスをキャリアーとしてヒーター１１にて所定の温度まで加熱する。
【００３２】
　次いで、図２（ｃ）に示すように、ヒーター１１でチャンバー１０内を所定の温度にし
た後、真空ポンプで減圧しながら、原料ガス９を導入し、シリコン線状体１３をＶＬＳ（
Ｖａｐｏｒ－Ｌｉｑｕｉｄ－Ｓｏｌｉｄ）法で成長させる。
【００３３】
　チャンバー１０はヒーター１１に囲まれており、原料ガス９がチャンバー１０に供給さ
れている。チャンバー１０での反応温度は、３５０℃～８００℃であることが好ましく、
より好ましくは、４００℃～５００℃である。なお、反応温度はヒーターにより石英ガラ
ス管などから形成されるチャンバー全体を加熱する方法の他に、集電体を設置する基板や
ドラムそのものを加熱して接触により反応温度を設定しても良い。また、圧力は０．５～
５０Ｔｏｒｒが好ましく、反応時間は２０分～２時間程度であり、１時間程度が好ましい
。
【００３４】
　原料ガス９としては、シラン、ジシラン、ジクロロシラン、トリクロロシランなどを用
いることができる。また、原料ガス９は、水素ガスやアルゴンガスなどのガスで希釈する
ことが好ましい。また、チャンバー１０は、原料ガス９を、設定された圧力を保つように
調整される。
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【００３５】
　なお、反応速度を上げ、生産性を向上させるために、チャンバー１０内を、プラズマを
発生可能にし、原料ガス９をプラズマによりラジカル化した後に触媒７と反応させてもよ
い。例えば、原料ガスとしてシランを用い、ＶＨＦ高周波発振器によりチャンバー１０内
にシランプラズマを生成し、シランプラズマを原料としてＶＬＳ法によりシリコン線状体
を成長させる。
【００３６】
　次いで、図２（ｄ）に示すように、反応後に、シリコン線状体１３が成長する。
【００３７】
　次に、負極１の使用方法について説明する。
　図３は負極１の使用状態を説明する図である。図３（ａ）はリチウムイオンの吸蔵前の
負極１を示し、図３（ｂ）はリチウムイオンの吸蔵によりシリコン線状体１３の体積が膨
張した負極１を示す。
【００３８】
　負極１は、図１に示すように、導電助剤１５を添加しなくても良いが、図３（ａ）に示
すように、導電助剤１５をシリコン線状体１３の間に添加しても良い。さらに、図４（ａ
）に示すように、シリコン線状体１３の全面を導電助剤１５で被覆、あるいは図４（ｂ）
に示すように、シリコン線状体１３を導電助剤１５で埋設しても良い。導電助剤１５を使
用すると、負極１の内部抵抗を低減する作用が有り、高率での充放電特性に効果がある。
また、導電助剤１５を使用すると、容量の増加、負極活物質の利用率の向上、電解液分解
の低減などの効果がある。
【００３９】
　導電助剤１５は、導電剤とも呼ばれ、電極に添加されて導電性を高める物質である。導
電助剤１５は、炭素、銅、スズ、亜鉛、ニッケル、銀からなる群より選ばれた少なくとも
１種の導電性物質である。導電助剤１５は、炭素、銅、スズ、亜鉛、ニッケル、銀の単体
の粉末でもよいし、これらの合金の粉末でもよい。例えば、ファーネスブラックやアセチ
レンブラックなどの一般的なカーボンブラックを使用できる。また、導電助剤１５はこれ
らの導電性物質のナノワイヤーでもよく、カーボンファイバー、カーボンナノチューブ、
銅ナノワイヤー、ニッケルナノワイヤーなどを用いることができる。
【００４０】
　例えば、シリコン線状体１３に導電助剤１５を添加する場合には、導電助剤１５を水な
どの溶媒に分散してスラリーとして塗布し、乾燥すればよい。必要に応じて結着剤や増粘
剤を添加してスラリーの粘度を調製したり、乾燥後の電極を強固な膜として２段ロール等
でプレスして膜厚を調整したりしてもよい。
【００４１】
　また、図４（ａ）に示すように、シリコン線状体１３を、導電助剤１５などの導電性材
料で被覆してもよい。導電性材料としては、炭素、銅、スズ、亜鉛、ニッケル、銀または
、これらの合金などが挙げられる。
【００４２】
　例えば、シリコン線状体１３へ炭素系の導電性材料で被覆する場合には、集電体３のシ
リコン線状体１３に高分子材料を含浸させ、焼成する方法が考えられる。例えば、３～１
５ｗｔ％のポリビニルアルコール水溶液を塗布した後、不活性雰囲気下で７００℃、３時
間程度焼成してもよい。アルコール系樹脂のほかに、前記高分子材料としては、ビニル系
樹脂、フェノール系樹脂、セルロース系樹脂、ピッチ系樹脂およびタール系樹脂などの、
熱処理により炭素系物質に焼成される高分子材料を用いることができる。特に、炭素源と
してショ糖や水あめなどの糖類を用いると図４（ｂ）のようにシリコン線状体を埋設する
ことができる。シリコン線状体を導電性材料で埋設する方法として、例えば、５～１０ｗ
ｔ％のショ糖水溶液を塗布した後、不活性雰囲気下で７００℃、３時間程度焼成する方法
がある。
【００４３】
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　また、シリコン線状体１３を被覆や埋設する導電助剤１５は、空隙を有するポーラスな
構造の膜を形成することが好ましい。導電助剤の膜が緻密な場合、溶媒和したリチウムイ
オンの浸透に時間がかかり、内部抵抗が大きくなるなど、電極として不利になるためであ
る。
【００４４】
　また、シリコン線状体１３を金属系の導電性物質で被覆する場合には、集電体３を真空
チャンバー内にてスパッタリングや蒸着を用いて行う方法が考えられる。例えば、銅の被
覆する場合には、銅ターゲットを設置し、集電体３を置いた基板間に直流高電圧を印加し
、Ａｒガスを導入してシリコン線状体１３が形成された集電体３に銅を被覆することがで
きる。
【００４５】
　図３（ｂ）に示すように、負極１にリチウムイオンを吸蔵させると、負極活物質である
シリコンが膨張し、シリコン線状体１３が太く長くなる。シリコン線状体１３は充電時に
リチウムを吸蔵して合金化すると、体積膨張により、太く長くなるが、集電体３に金属結
合で結合したままであるので、放電時にはリチウムを脱離して体積収縮して元のサイズに
戻るのみで、集電体３との機械的、電気的接合は保持されたままである。このように、シ
リコン線状体１３は線状の形状であるため、負極活物質の体積変化に伴うひずみが吸収さ
れる。そのため、負極活物質の充放電時の微粉化や、負極活物質と集電体との剥離が抑制
されるため、高容量かつ、サイクル寿命が長い。
【００４６】
　また、負極１は、図５に示すような装置でＲｏｌｅ　ｔｏ　Ｒｏｌｅでの大量生産が可
能である。集電体３はドラム１７に巻きつけられたロール状の集電体３で供給される。集
電体３は、ドラム１７から繰り出された後、触媒担持装置１９により、触媒層５が形成さ
れる。その後集電体３は、チャンバー１０に入り、ヒーター１１を内蔵したドラム上で所
定の温度に保持されて、シリコン線状体１３が成長する。集電体３はチャンバー１０を出
た後、ドラム２３に巻き取られる。
【００４７】
　チャンバー１０は、真空排気装置により減圧環境におかれ、原料ガス９が供給される。
チャンバー１０内の圧力は圧力計２１によりモニタリングされており、チャンバー１０内
の圧力を一定に保つように、原料ガス９の供給や真空排気側のバルブが調整される。また
、ドラム内に設置されたヒーター１１によりドラム上の集電体３は所定の反応温度に保た
れている。なお、負極１は所定のサイズに裁断して枚葉でシリコン線状体１３を形成でき
ることはいうまでも無い。
【００４８】
　次に、本発明の負極１を用いた、リチウムイオン二次電池の製造方法を説明する。
【００４９】
　まず、正極活物質、導電助剤、結着剤、増粘剤及び溶媒を混合して正極活物質の組成物
を準備する。前記正極活物質の組成物をアルミ箔などの金属集電体上に直接塗布・乾燥し
て、正極を準備する。なお、前記正極活物質の組成物を別途の支持体上にキャスティング
した後、その支持体から剥離して得たフィルムを金属集電体上にラミネーションして正極
を製造することも可能である。
【００５０】
　前記正極活物質としては、リチウム含有の金属酸化物であって、一般的に使われるもの
であればいずれも使用可能であり、例えばＬｉＣｏＯ２，ＬｉＭｎｘＯ２ｘ，ＬｉＮｉ１

－ｘＭｎｘＯ２ｘ（ｘ＝１，２），Ｎｉ１－ｘ－ｙＣｏｘＭｎｙＯ２（０≦ｘ≦０．５，
０≦ｙ≦０．５）などを挙げることができ、さらに具体的には、ＬｉＭｎ２Ｏ４，ＬｉＭ
ｎＯ２，ＬｉＮｉＯ２，ＬｉＦｅＯ２，ＬｉＦｅＰＯ４，Ｌｉ２ＦｅＰＯ４Ｆ，Ｖ２Ｏ５

，ＴｉＳ及びＭｏＳ２などリチウムの酸化還元が可能な化合物である。
【００５１】
　導電助剤としては、カーボンブラックを使用し、結着剤としては、フッ化ビニリデン／
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ヘキサフルオロプロピレンコポリマー、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）、ポリアクリ
ロニトリル、ポリメチルメタクリレート、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）及び
その混合物、スチレンブタジエンゴム系ポリマーを使用し、溶媒としては、Ｎ－メチルピ
ロリドン（ＮＭＰ）、アセトン、水などを使用する。このとき、正極活物質、導電助剤、
結着剤、増粘剤及び溶媒の含量は、リチウムイオン二次電池で通常的に使用するレベルで
ある。
【００５２】
　セパレータとしては、正極と負極の電子伝導を絶縁する機能を有し、リチウムイオン二
次電池で通常的に使われるものであればいずれも使用可能である。特に、電解質のイオン
移動に対して低抵抗であり、かつ、電池の高容量の観点から厚みは２０ミクロン程度と薄
いものが好ましい。代表的なセパレータは、ポリプロピレン（ＰＰ）／ポリエチレン（Ｐ
Ｅ）／ポリプロピレン（ＰＰ）微多孔膜の３層ラミネート膜となっており、ＰＰとＰＥは
熱可塑性の樹脂でそれぞれ約１７０℃、約１３０℃の融点となるように重合度などが材料
設計されている。電池内部の温度が１３０℃を超えるとＰＥ膜が溶融し、微孔が目詰まり
してリチウムイオンが透過できなくなり、電池反応を停止することができる。
【００５３】
　電解液としては、炭酸プロピレン、炭酸エチレン、炭酸ジエチル、炭酸エチルメチル、
炭酸メチルプロピル、炭酸ブチレン、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
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、炭酸ジメチル、炭酸メチルエチル、炭酸ジエチル、炭酸メチル
プロピル、炭酸メチルイソプロピル、炭酸エチルプロピル、炭酸ジプロピル、炭酸ジブチ
ル、ジエチレングリコールまたはジメチルエーテルなどの溶媒またはそれらの混合溶媒に
ＬｉＰＦ６，ＬｉＢＦ４，ＬｉＳｂＦ６，ＬｉＡｓＦ６，ＬｉＣｌＯ４，ＬｉＣＦ３ＳＯ

３，Ｌｉ（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ，ＬｉＣ４Ｆ９ＳＯ３，ＬｉＡｌＯ４，ＬｉＡｌＣｌ４，
ＬｉＮ（ＣｘＦ２ｘ＋１ＳＯ２）（ＣｙＦ２ｙ＋１ＳＯ２）（ただし、ｘ，ｙは自然数）
，ＬｉＣｌ，ＬｉＩなどのリチウム塩からなる電解質のうち一つまたはそれらを二つ以上
混合したものを溶解して使用できる。
【００５４】
　前述したような正極と負極との間にセパレータを配置して、電池構造体を形成する。こ
のような電池構造体を巻くか、または折って円筒形の電池ケースや角形の電池ケースに入
れた後、電解液を注入すれば、リチウムイオン二次電池が完成する。
【００５５】
　また、前記電池構造体をバイセル構造で積層した後、それを有機電解液に含浸させ、得
られた結果物をポーチに入れて密封すれば、リチウムイオンポリマー電池が完成する。
【００５６】
　図６に、第１の実施形態に係る負極１の変形例を示す。図６（ａ）に示すように、負極
２５は、集電体３の上に、シリコン層２７を有し、シリコン層２７からシリコン線状体１
３が成長している。シリコン層２７は、シリコン線状体１３をＶＬＳ法にて成長させる際
に、温度、圧力などの条件に応じて集電体３の表面にシリコンが析出して形成される。
【００５７】
　なお、シリコン層２７には、シリコンのみでなく、触媒層５や後述する金属層３１の金
属が含まれていてもよい。また、シリコン層２７は、石筍状の形状を有していてもよく、
細孔を有するポーラス形状であってもよい。石筍状とは、表面より突き出している突起状
の形状である。
【００５８】
　また、図６（ｂ）に示すように、負極２９は、集電体３の上に、金属層３１を有し、金
属層３１からシリコン線状体１３が成長している。金属層３１は、集電体３とシリコン線
状体１３とが剥離しないように形成されており、触媒層５の成膜に先立って集電体３の上
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に成膜される。金属層３１は、スパッタリング法や蒸着法、ＣＶＤ法により形成される。
金属層３１は、チタン、バナジウム、ジルコニウム、イットリウム、タングステン、鉄、
ニッケル、クロム、モリブデンからなる群より選ばれた少なくとも１種の金属またはそれ
らの合金である。金属層３１に用いられる金属は、シリコン（Ｓｉ）と金属（Ｍ）が２：
１となるＳｉ２ＭあるいはＭＳｉ２となるシリサイドを形成しやすいものが好ましい。金
属層３１が形成するシリサイドとしては、具体的にＴｉＳｉ２，ＶＳｉ２，Ｓｉ２Ｚｒ，
Ｓｉ２Ｙ，ＷＳｉ２，ＦｅＳｉ２，ＮｉＳｉ２，ＣｒＳｉ２，ＭｏＳｉ２などが挙げられ
る。金属層３１により、集電体３とシリコン線状体１３の密着力が増す。さらに、これら
のシリサイドはシリコンの１万倍から１０万倍のオーダーで電子導電性があり、集電体３
の金属とシリコンとの電子伝導を促進するとともに、界面の近傍におけるシリコンの充放
電に伴う体積変化を緩和する効果がある。特に、集電体３として電解銅箔の光沢面を使用
するときには、シリコン線状体１３との密着力が向上して好適である。
【００５９】
　なお、金属層３１の上に、さらにシリコン層２７を有し、シリコン層２７の上よりシリ
コン線状体１３を成長させていてもよい。
【００６０】
　なお、図６（ａ）に示すような負極２５、図６（ｂ）に示すような負極２９についても
、図３（ａ）に示すように、導電助剤をシリコン線状体の間に添加しても良いし、図４（
ａ）に示すように、シリコン線状体を導電助剤で被覆しても良いし、図４（ｂ）に示すよ
うに、シリコン線状体を導電助剤で埋設しても良い。
【００６１】
　本実施形態によれば、負極活物質としてシリコンを用いるため、グラファイトを負極活
物質として用いる従来の負極よりも、高容量化が可能である。
【００６２】
　また、本実施形態によれば、負極活物質が一次元のシリコン線状体であるため、負極活
物質の体積変化が大きくとも、体積変化に伴うひずみがシリコン線状体の太さと長さで吸
収され、シリコン線状体と集電体は金属結合のまま保持されるため、負極活物質と集電体
との剥離が抑制される。そのため、負極の容量は大きく、寿命が長い。
【００６３】
　また、本実施形態によれば、シリコン線状体の一端と集電体とが金属結合しているため
、シリコン線状体と集電体との間の電気的接続が良好であり、電極膜の電気抵抗が小さい
。また、シリコン線状体と集電体とが強固に接合しており、シリコン線状体が負極より脱
落しにくい。
【００６４】
　また、本実施形態によれば、バッチ処理ではなく連続処理で負極を製造できるため、生
産性に優れ、大量生産が可能である。
【００６５】
　また、本実施形態によれば、集電体とシリコン線状体が金属結合により直接結合してお
り、導電助剤１５を添加あるいは被覆、さらにシリコン線状体を導電助剤で埋設している
ため、負極は内部抵抗を低く抑えることができ、負極を用いたリチウムイオン二次電池は
、不可逆容量の低減が可能である。特にシリコン線状体を導電助剤で埋設すると、負極の
実効表面積を低減することができ、不可逆容量の低減効果が大きい。不可逆容量とは、初
回の充放電時の、充電容量と放電容量の容量差である。不可逆容量の原因の一つは、活物
質となるシリコンが電解液に直接接することで電解液の電気化学的還元分解が生じてシリ
コン表面に不導体皮膜（ＳＥＩ）が形成されるときに生じるものであり、シリコン線状体
に導電助剤を添加、導電助剤で被覆あるいは埋設することで、緩和することができる。こ
のように、不可逆容量を低減することは、電解液の消耗を抑えることになり、リチウムイ
オン電池全体としての高容量化が可能となる。また、導電助剤１５でシリコン線状体１３
を被覆あるいは埋設することで負極の内部抵抗をさらに低減することが可能となり高率で
の容量（ハイレート特性）に優れる。
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【００６６】
　また、本実施形態によれば、集電体とシリコン線状体が金属結合しており、結着剤の量
を減らすことができるため、負極中の負極活物質の割合が大きくなり、高容量化が可能で
ある。
【００６７】
　以上、添付図面を参照しながら、本発明にかかるリチウムイオン二次電池用の負極の好
適な実施形態について説明したが、本発明は係る例に限定されない。当業者であれば、本
願で開示した技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到しえること
は明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される
。
【実施例】
【００６８】
　以下、本発明について実施例および比較例を用いて具体的に説明する。
　［実施例１］
　電解銅箔（古河電気工業株式会社製　ＮＣ－ＷＳ　厚さ１０μｍ）のマット面（電析し
た側）を脱脂洗浄した後、金のスパッタを２０秒間行い、厚さ約２ｎｍの金の薄膜を形成
した。その後、銅箔をチャンバー内に置き、チャンバー内を減圧してＡｒ雰囲気下で、チ
ャンバー温度が４５０℃でチャンバー内圧力が５Ｔｏｒｒに到達したことを確認した後、
原料ガスの供給を開始した。原料ガスとしてジシラン（１０％　水素希釈）を供給し、チ
ャンバー内が５Ｔｏｒｒになるようにした。原料ガスの供給を開始して１時間後に、原料
ガスの供給を停止した。その後、チャンバーを常温常圧に戻した。ＶＬＳ機構により、電
解銅箔のマット面上にシリコン線状体が成長した。
【００６９】
　電極の特性試験は、以下の方法により行った。金属Ｌｉ箔を対照電極としてリチウムイ
オン２次電池を構成した。放電容量は、有効な活物質Ｓｉを基準として、設計値を１２０
０ｍＡｈ／ｇとした。まず、２５℃環境下において、電流値を０．１Ｃ、電圧値を０．０
２Ｖまで定電流定電圧条件で充電を行い、電流値が０．０５Ｃに低下した時点で充電を停
止した。次いで、電流値０．１Ｃの条件で、金属Ｌｉに対する電圧が１．５Ｖとなるまで
放電を行った。なお、１Ｃとは、１時間で満充電できる電流値である。また、充電と放電
はともに２５℃環境下において行った。次いで、０．２Ｃでの充放電速度で上記充放電を
５０サイクル繰り返した。
【００７０】
　［実施例２］
　反応温度を４００℃とした以外は、実施例１と同様の方法により負極を作製した。
【００７１】
　［実施例３］
　電解銅箔のシャイニー面（ドラムから引き剥がされた光沢面）を用いる以外は、実施例
１と同様の方法により負極を作製した。
【００７２】
　［実施例４］
　電解銅箔のシャイニー面を用い、反応温度を４００℃とする以外は、実施例１と同様の
方法により負極を作製した。
【００７３】
　［実施例５］
　実施例１に記載の電解銅箔のマット面を用い、金のスパッタを２０秒間行い、厚さ約２
ｎｍの金の薄膜を形成した。その後、銅箔をチャンバー内に置き、チャンバー内を減圧し
てＡｒ雰囲気下で、チャンバー温度が６００℃でチャンバー内圧力が１Ｔｏｒｒに到達し
たことを確認した後、実施例１に記載の原料ガスの供給を開始した。チャンバー内が１Ｔ
ｏｒｒになるようにした。原料ガスの供給を開始して１時間後に、原料ガスの供給を停止
した。その後、チャンバーを常温常圧に戻した。ＶＬＳ機構により、電解銅箔のマット面
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【００７４】
　実施例１～５の条件を表１にまとめた。
【００７５】
【表１】

【００７６】
　［比較例１］
　（負極の作製）
　導電助剤１として、平均粒径８０ｎｍのカーボンナノホーン（日本電気株式会社製、単
層ＣＮＨ）よりなるカーボン１と、導電助剤２として平均粒径３５ｎｍのアセチレンブラ
ック（電気化学工業株式会社製、粉状品）よりなるカーボン２と、平均粒径５μｍのシリ
コン粉末（株式会社高純度化学研究所製、ＳＩＥ２３ＰＢ）よりなる負極活物質と、スチ
レンブタジエンラバー（ＳＢＲ）４０ｗｔ％のエマルション（日本ゼオン株式会社製、Ｂ
Ｍ４００Ｂ）よりなる樹脂系結着剤との水性スラリーを表２の固形分換算での配合比率（
ｗｔ％）で調製した。水性スラリーは粘度を調整するため、カルボキシメチルセルロース
ナトリウム（ＣＭＣ、ダイセル化学工業株式会社製、＃２２００）１ｗｔ％溶液を増粘剤
として使用した。
【００７７】
　調製したスラリーを自動塗工装置（テスター産業株式会社製、ＰＩ－１２１０型）のド
クターブレードを用いて、厚み１０μｍのリチウムイオン２次電池用電解銅箔（古河電気
工業株式会社製ＮＣ－ＷＳ）よりなる集電体上に、乾燥後膜厚が３０μｍとなる厚みで塗
布し、７０℃で乾燥し、ロールプレスで厚み１５μｍに調厚してリチウムイオン二次電池
用負極を製造した。
【００７８】
　［比較例２］
　比較例２においては、比較例１で用いられる平均粒径５μｍのシリコン粉末の代わりに
、平均粒径６０ｎｍの球状シリコン粉末（Ｈｅｆｅｉ　Ｋａｉ’ｅｒ社製）を用い、水性
スラリーを表２の固形分換算での配合比率（ｗｔ％）で各種調製した。他の水性スラリー
の原料、水性スラリーの塗布・乾燥方法、特性評価方法は、実施例と同様に行った。なお
、比較例２においては、表２に記載の代表的な組成と、導電助剤１、導電助剤２、負極活
物質の量を、表２に記載の所定の範囲内で変更した組成で負極を作製した。
【００７９】
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【表２】

【００８０】
　図７は、実施例１における、金触媒付与後の電解銅箔マット面の走査型電子顕微鏡（Ｓ
ＥＭ）写真（ａ）とその拡大図（ｂ）である。拡大図から粒径２０ｎｍ程度の金触媒が一
面に分布していることがわかる。
【００８１】
　図８は、実施例１に係る負極のＳＥＭ写真である。図８（ａ）において、突起状に形成
されているものがシリコンナノワイヤー（シリコン線状体）である。図８（ｂ）において
拡大して示すように、外径１００ｎｍ程度の縮れたシリコン線状体が密集して成長してい
る。
【００８２】
　図９は、実施例１に係るシリコン線状体の透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）写真である。縮
れたシリコン線状体の外径は６０～７０ｎｍ程度であり、グレインバウンダリーや縞模様
を観察できることから、縮れたシリコン線状体は多結晶であることがわかる。
【００８３】
　図１０は、実施例１に係るシリコン線状体の走査透過型電子顕微鏡（ＳＴＥＭ）観察結
果である。明視野ＳＴＥＭ像にはシリコン線状体のところどころに黒いはん点が観察され
る。
【００８４】
　図１１は、実施例１に係るシリコン線状体のＳＴＥＭ－ＥＤＳ分析の結果である。シリ
コン線状体のところどころに観察される黒いはん点は銅であることが分かる。この銅は、
電解銅箔のマット面に析出していた銅微粒子が、シリコン線状体の表面に付着したもので
ある。
【００８５】
　図１２、図１３は、実施例１に係る負極を、０．２Ｃで５０サイクル充放電した後の負
極のＳＥＭ写真である。シリコン線状体の表面に溶媒和リチウムイオンの電解液の電気化
学的還元分解により形成される表面皮膜（ＳＥＩ）が観察される。
　シリコン線状体を図４（ａ）に示すように、導電助剤で、特に厚さ２ｎｍ程度のカーボ
ンで被覆すると少量で良好なＳＥＩが形成される。また、図４（ｂ）に示すように、カー
ボンなどの導電助剤で埋設することにより、より少量で良好なＳＥＩを形成することが可
能となる。このときの導電助剤はポーラスであり、電解液が浸透することが必須である。
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【００８６】
　また、図１３に示すように、実施例１に係る、シリコン線状体を結晶成長させた負極を
、５０サイクル充放電した後でも、活物質であるシリコンの微粉化や脱落、電極のクラッ
ク発生は観察されなかった。一方図２２～図２６に示す比較例１や比較例２の結果とあわ
せると、活物質であるシリコンの形状は、三次元粒子状の形態より、一次元線状体のほう
が、サイクル特性に優れることが分かる。
【００８７】
　図１４は、実施例２に係る負極のＳＥＭ写真である。図１４（ａ）において、縮れたシ
リコン線状体が観察される。図１４（ｂ）において拡大して示すように、シリコン線状体
の外径は、４０ｎｍ～９０ｎｍ程度である。
【００８８】
　図１５は、実施例３に係る負極のＳＥＭ写真である。図１５（ａ）において、太くて縮
れたシリコン線状体と細くて直線的なシリコン線状体が観察される。図１５（ｂ）におい
て拡大して示すように、縮れたシリコン線状体の外径は１０～２００ｎｍ程度であり、直
線的なシリコン線状体の外径は、３０ｎｍ程度である。
【００８９】
　図１６～図１８は、実施例４に係る負極のＳＥＭ写真である。図１６（ａ）において、
先端が平坦で、太さ５～２０μｍの石筍状のシリコンの成長が観察される。図１６（ｂ）
では、石筍状のシリコンの側面から、縮れたシリコン線状体の成長が観察される。図１７
は、さらに縮れたシリコン線状体を拡大した図であり、縮れたシリコン線状体の外径は７
０ｎｍ程度であることがわかる。また、図１８において、石筍状のシリコンの表面には細
孔があり、石筍状のシリコンがポーラスであることが確認された。
【００９０】
　図１９は、実施例５に係るシリコン線状体の視野（ａ）における電子線回折図形（ｂ）
である。図１９において、視野内の電子線回折図形が示すように、シリコン線状体が多結
晶であることがわかる。
【００９１】
　図２０は、実施例５に係るシリコン線状体のＳＴＥＭ写真である。図２０（ａ）におい
て、シリコン線状体の外径が、太いもので１μｍに近いことがわかる。
【００９２】
　図２１は、実施例５に係るシリコン線状体のＳＴＥＭ像と、エネルギー分散型Ｘ線分光
分析（ＥＤＳ）結果を示す図である。図２１において、シリコン線状体の先端に触媒とし
ての金（図示せず）の他に銅が存在していることがわかる。この銅は、電解銅箔の製造時
に析出した微粒子の銅であると考えられる。
【００９３】
　実施例１～５において、シリコン線状体の結晶成長を確認できた。また、これらのシリ
コン線状体は、電極試験の結果、高容量かつ長寿命であることが確認できた。
【００９４】
　図２２は、比較例１に係る負極のＳＥＭ写真である。図２２（ａ）、（ｂ）において、
矢印で示したとおり、電極の表面に露出した平滑なシリコン粉末の表面が観察される。
【００９５】
　図２３は、比較例１に係る負極を、０．２Ｃで５０サイクル充放電した後の負極のＳＥ
Ｍ写真である。図２３（ａ）において、矢印で示した箇所に、電極の表面に露出したシリ
コン粉末が微粉化していることが観察された。また、図２３（ｂ）において、矢印で示し
た箇所に、クラックの発生とともに電極の一部に、負極活物質膜の脱落が観察された。こ
のような負極活物質の微粉化や脱落は、一部の負極活物質で電気的な接続が遮断されるこ
とを意味しており、容量低下の主な原因となる。
【００９６】
　図２４（ａ）は、比較例２に係る負極の負極活物質のＳＥＭ写真であり、図２４（ｂ）
は、同じ負極を０．２Ｃで５０サイクルの充放電を行った後の負極活物質のＳＥＭ写真で
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ある。図２３（ａ）に示すように比較例１において、活物質である粒径５μｍのシリコン
粉末の微粉化が観察されたが、図２４（ｂ）に示すように比較例２において、活物質であ
る粒径６０ｎｍのシリコンの微粉化は、観察されなかった。ミクロンサイズの活物質で微
粉化が生じ、ナノサイズの活物質で微粉化が生じないのは、ホールペッチ則により、降伏
点が結晶粒径の１／２乗に逆比例して高くなったものと考えられる。
【００９７】
　図２５は、比較例２に係る負極を、０．２Ｃで５０サイクル充放電した後の負極のＳＥ
Ｍ写真である。図２５（ａ）において、矢印で示した箇所に、クラックの発生とともに部
分的な浮き上がりが観察された。また、図２５（ｂ）において、矢印で示した箇所に、部
分的な盛り上がりが観察された。
【００９８】
　図２６は、比較例２に係る負極を、０．２Ｃで５０サイクル充放電した後の負極の別の
ＳＥＭ写真である。図２６において、矢印で示した箇所に、断層のように見える大きなク
ラックや小さなクラックが無数に観察された。これらのクラックや負極活物質の脱落は、
充放電を繰り返すとさらに拡大する傾向があり、活物質の電気的接続が破壊されることに
よって、容量が低下し、寿命が短くなる。
【符号の説明】
【００９９】
　１………負極
　３………集電体
　５………触媒層
　７………触媒
　９………原料ガス
　１０………チャンバー
　１１………ヒーター
　１３………シリコン線状体
　１５………導電助剤
　１７………ドラム
　１９………触媒担持装置
　２１………圧力計
　２３………ドラム
　２５………負極
　２７………シリコン層
　２９………負極
　３１………金属層
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