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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硫化物ガラスと正極または負極活物質との混合物を製造する工程と、
　前記混合物を加圧成形して正極または負極の合材層を形成する工程と、
　前記合材層を前記硫化物ガラスのガラス転移点以上の温度で焼成することにより一部の
硫化物ガラスを残し、残りの硫化物ガラスにガラスセラミックスを析出させる工程とを備
えた、合材層の製造方法。
【請求項２】
　前記混合物を製造する工程は導電助材を含む混合物を製造する工程を含む、請求項１に
記載の合材層の製造方法。
【請求項３】
　硫化物ガラスと正極活物質との第一混合物を製造する工程と、前記第一混合物を加圧成
形して正極合材層を形成する工程とを含む方法により製造された正極合材層と、硫化物ガ
ラスと負極活物質との第二混合物を製造する工程と、前記第二混合物を加圧成形して負極
合材層を形成する工程とを含む方法により製造された負極合材層との間に硫化物ガラスを
挟む工程と、
　前記正極合材層と前記硫化物ガラスと前記負極合材層とを前記硫化物ガラスのガラス転
移点以上の温度で焼成することにより前記硫化物ガラスにガラスセラミックスを析出させ
る工程とを備えた、固体電池の製造方法。
【請求項４】
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　硫化物ガラスと正極活物質と導電助材との第一混合物を製造する工程と、前記第一混合
物を加圧成形して正極合材層を形成する工程とを含む方法により製造された正極合材層と
、硫化物ガラスと負極活物質と導電助材との第二混合物を製造する工程と、前記第二混合
物を加圧成形して負極合材層を形成する工程とを含む方法により製造された負極合材層と
の間に硫化物ガラスを挟む工程と、
　前記正極合材層と前記硫化物ガラスと前記負極合材層とを前記硫化物ガラスのガラス転
移点以上の温度で焼成することにより前記硫化物ガラスにガラスセラミックスを析出させ
る工程とを備えた、固体電池の製造方法。
【請求項５】
　硫化物ガラスと正極活物質との第一混合物を製造する工程と、前記第一混合物を加圧成
形して正極合材層を形成する工程と、前記正極合材層を前記硫化物ガラスのガラス転移点
以上の温度で焼成することにより一部の硫化物ガラスを残し、残りの硫化物ガラスにガラ
スセラミックスを析出させる工程とを含む方法により製造された正極合材層と、硫化物ガ
ラスと負極活物質との第二混合物を製造する工程と、前記第二混合物を加圧成形して負極
合材層を形成する工程と、前記負極合材層を前記硫化物ガラスのガラス転移点以上の温度
で焼成することにより一部の硫化物ガラスを残し、残りの硫化物ガラスにガラスセラミッ
クスを析出させる工程とを含む方法により製造された負極合材層との間に硫化物ガラスを
挟む工程と、
　前記正極合材層と前記硫化物ガラスと前記負極合材層とを前記硫化物ガラスのガラス転
移点以上の温度で焼成することにより前記硫化物ガラスにガラスセラミックスを析出させ
る工程とを備えた、固体電池の製造方法。
【請求項６】
　前記活物質が、α－Ｆｅ2Ｏ3、Ｌｉ4Ｔｉ5Ｏ12、ＬｉＣｏＯ2、およびＬｉＮｉ0.5Ｍｎ

0.5Ｏ2からなる群より選ばれた少なくとも１種を含む、請求項１または２に記載の合材層
の製造方法。
【請求項７】
　前記活物質は、α－Ｆｅ2Ｏ3、Ｌｉ4Ｔｉ5Ｏ12、ＬｉＣｏＯ2、およびＬｉＮｉ0.5Ｍｎ

0.5Ｏ2からなる群より選ばれた少なくとも１種を含む、請求項３から５のいずれか１項に
記載の固体電池の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は合材層および固体電池ならびにそれらの製造方法に関し、より特定的には、
硫化物ガラスを用いた合材層および固体電池ならびにそれらの製造方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電池は、たとえば特開２００４－２６５６８５号公報（特許文献１）、特開２０
０４－３４８９７２号公報（特許文献２）、特開２００４－３４８９７３号公報（特許文
献３）、特開２００３－２０８９１９号公報（特許文献４）に開示されている。
【特許文献１】特開２００４－２６５６８５号公報
【特許文献２】特開２００４－３４８９７２号公報
【特許文献３】特開２００４－３４８９７３号公報
【特許文献４】特開２００３－２０８９１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来は硫化リチウムと五硫化二リンを出発材料とし、メカニカルミリングによって硫化
物ガラスとし、これをガラス転移温度以上の温度で焼成することによってリチウムイオン
伝導ガラスセラミックスを得ていた。このリチウムイオン伝導性ガラスセラミックスを使
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用して全固体電池が作製されている。しかしながら、このリチウムイオン伝導性ガラスセ
ラミックスは結晶化された粉体であるため加圧成形性に乏しいという問題があった。
【０００４】
　そこで、この発明は上述のような問題点を解決するためになされたものであり、成形性
に優れた合材層および固体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】
　この発明に従った合材層は、焼成前の硫化物ガラスと、正極または負極の活物質とを備
え、硫化物ガラスと活物質とが加圧成形されて互いに接触している。
【０００６】
　このように構成された合材層では、硫化物ガラスは粘性を有し加圧成形性に優れている
ため、周囲の活物質と密着し、加圧成形性が優れる。また、密着により伝導性が向上する
。
【０００７】
　好ましくは、硫化物ガラスが硫化物ガラスのガラス転移点以上の温度で焼成され、一部
の硫化物ガラスがガラスセラミックスに転移している。この場合、充放電時における活物
質の膨張収縮による粉体の微小移動によるガラスセラミックスの物理的接続の破壊が硫化
物ガラスの粘性により抑制できる。
【０００８】
　この発明に従った固体電池は、正極合材層と、負極合材層と、正極および負極合材層に
挟まれて焼成された硫化物ガラスを含む固体電解質層とを備え、正極合材層は、焼成前の
硫化物ガラスと、正極活物質とを含み、硫化物ガラスと正極活物質とが加圧成形されて互
いに接触しており、正極活物質の硫化物ガラスが硫化物ガラスのガラス転移点以上の温度
で焼成され、一部の硫化物ガラスがガラスセラミックスに転移しており、負極合材層は、
硫化物ガラスと、負極活物質とを含み、硫化物ガラスと負極活物質とが加圧成形されて互
いに接触しており、負極合材層の硫化物ガラスが硫化物ガラスのガラス転移点以上の温度
で焼成され、一部の硫化物ガラスがガラスセラミックスに転移している。このように構成
された固体電池では、硫化物ガラスは粘性を有し加圧成形性に優れているため、周囲の活
物質と密着し、加圧成形性が優れる。また、密着により伝導性が向上する。
【０００９】
　好ましくは硫化物ガラスが硫化物ガラスのガラス転移点以上の温度で焼成され、硫化物
ガラスがガラスセラミックスに転移している。
【００１０】
　この発明に従った固体電池は、正極合材層と、負極合材層と、正極および負極合材層間
に挟まれて焼成された硫化物ガラスを含む固体電解質層とを備え、正極合材層は硫化物ガ
ラスと、正極活物質とを含み、硫化物ガラスと正極活物質とが加圧成形されて互いに接触
しており、硫化物ガラスが硫化物ガラスのガラス転移点以上の温度で焼成され、硫化物ガ
ラスがガラスセラミックスに転移しており、負極合材層は、硫化物ガラスと、負極活物質
とを含み、硫化物ガラスと負極活物質とは加圧成形されて互いに接触しており、硫化物ガ
ラスが硫化物ガラスのガラス転移点以上の温度で焼成され、硫化物ガラスがガラスセラミ
ックスに転移している。
【００１１】
　この発明に従った固体電池は、正極合材層と、負極合材層と、正極および負極合材層に
挟持されたガラスセラミックスとを備える。正極合材層は、硫化物ガラスと、正極活物質
とを含み、硫化物ガラスと正極活物質とが加圧成形されて互いに接触している。負極合材
層は、硫化物ガラスと、負極活物質とを含み、硫化物ガラスと負極活物質とが加圧成形さ
れて互いに接触している。
【００１２】
　このように構成された固体電池では、充放電時における活物質の膨張収縮によるイオン
伝導ネットワークの破壊が硫化物ガラスの粘性により抑制することができる。
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【００１３】
　この発明の別の局面に従った合材層は、硫化物ガラスとガラスセラミックスとの混合物
と、正極または負極の活物質とを備え、混合物と活物質とが加圧成形されて互いに接触し
ている。
【００１４】
　このように構成された合材層では、硫化物ガラスは粘性を有し加圧成形性に優れている
ため、周囲の活物質と密着し、加圧成形性が優れる。また、密着により伝導性が向上する
。
【００１５】
　この発明のさらに別の局面に従った固体電池は、正極合材層と、負極合材層と、正極お
よび負極合材層に挟持された硫化物ガラスとガラスセラミックスとを含む固体電解質層と
を備える。正極合材層は、硫化物ガラスとガラスセラミックスの混合物と正極活物質とを
含み、混合物と正極活物質とが加圧成形されて互いに接触している。負極合材層は、硫化
物ガラスとガラスセラミックスとの混合物と、負極活物質とを含み、混合物と負極活物質
とが加圧成形されて互いに接触している。
【００１６】
　このように構成された固体電池では、充放電時における活物質の膨張収縮によるイオン
伝導ネットワークの破壊が硫化物ガラスの粘性により抑制できる。
【００１７】
　好ましくは、固体電池の周囲にある硫化物ガラスが完全にガラスセラミックスに転移し
ている。この場合、充電時の膨張収縮によって硫化物ガラスが外部へ流出するのを防止で
き、導電性を確保することができる。
【００１８】
　好ましくは、合材層の活物質は、α－Ｆｅ2Ｏ3、Ｌｉ4Ｔｉ5Ｏ12、ＬｉＣｏＯ2、およ
びＬｉＮｉ0.5Ｍｎ0.5Ｏ2からなる群より選ばれた少なくとも１種を含む。
【００１９】
　好ましくは、固体電池の活物質は、α－Ｆｅ2Ｏ3、Ｌｉ4Ｔｉ5Ｏ12、ＬｉＣｏＯ2、お
よびＬｉＮｉ0.5Ｍｎ0.5Ｏ2からなる群より選ばれた少なくとも１種を含む。
【００２０】
　この発明に従った合材層の製造方法は、硫化物ガラスと正極または負極活物質の混合物
を製造する工程と、混合物を加圧成形して正極または負極の合材層を形成する工程とを備
える。
【００２１】
　好ましくは、混合物を製造する工程は、導電助材を含む混合物を製造する工程を含む。
　好ましくは、合材層を硫化物ガラスのガラス転移点以上の温度で焼成することにより一
部の硫化物ガラスを残し残りの硫化物ガラスにガラスセラミックスを析出させる工程を備
える。
【００２２】
　好ましくは、合材層を硫化物ガラスのガラス転移点以上の温度で焼成することにより、
硫化物ガラスにガラスセラミックスを析出させる工程と備える。
【００２３】
　この発明に従った固体電池の製造方法は、正極合材層と負極合材層間に硫化物ガラスを
挟む工程と、正極合材層と硫化物ガラスと負極合材層とを硫化物ガラスのガラス転移点以
上の温度で焼成することにより硫化物ガラスにガラスセラミックスを析出させる工程とを
備える。正極合材層および負極合材層は上記のいずれかの方法で製造される。
【００２４】
　好ましくは、合材層の製造方法において、活物質は、α－Ｆｅ2Ｏ3、Ｌｉ4Ｔｉ5Ｏ12、
ＬｉＣｏＯ2、およびＬｉＮｉ0.5Ｍｎ0.5Ｏ2からなる群より選ばれた少なくとも１種を含
む。
【００２５】
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　好ましくは、固体電池の製造方法において、活物質は、α－Ｆｅ2Ｏ3、Ｌｉ4Ｔｉ5Ｏ12

、ＬｉＣｏＯ2、およびＬｉＮｉ0.5Ｍｎ0.5Ｏ2からなる群より選ばれた少なくとも１種を
含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、この発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、以下の実施の
形態では同一または相当する部分については同一の参照符号を付し、その説明については
繰返さない。また、各実施の形態を組合せることも可能である。
【００２７】
　（実施の形態１）
　図１は、この発明の実施の形態１に従った電池の断面図である。図１を参照して、固体
電池１は、正極集電体１０と、正極集電体１０に接触する正極合材層１００と、正極合材
層１００に接触する固体電解質層３０と、固体電解質層３０に接触する負極合材層２００
と、負極合材層２００に接触する負極集電体２０とを有する。正極集電体１０および負極
集電体２０は、それぞれアルミニウムや銅などの金属で構成される。正極合材層１００は
、正極活物質１１０と、正極活物質１１０に隣接するように配置される導電助材１２０と
、正極活物質１１０および導電助材１２０を取囲む硫化物ガラス３１とを有する。
【００２８】
　硫化物ガラス３１は、たとえばガラス形成材であるＳｉＳ2、五硫化リン（Ｐ2Ｓ5）お
よびＰ2Ｓ3などと、ガラス修飾材である硫化リチウム（Ｌｉ2Ｓ）を混合し加熱溶融した
後、急冷することによって得られる。また、上記の硫化物ガラス３１を構成する硫化リチ
ウム（Ｌｉ2Ｓ）は、いかなる製造方法により製造されたものでもよく、工業的に生産さ
れ、販売されるものであれば特に限定なく使用することができる。
【００２９】
　また、硫化リチウムの粒径は特に限定されるものではない。
　また、硫化物ガラス３１として、出発原料として硫化リチウムと、五硫化リンの混合物
、もしくは五硫化リンのかわりに単体リンおよび単体硫黄を用いた混合物をメカニカルミ
リングによりガラス化させることで製造してもよい。
【００３０】
　正極活物質１１０としては、たとえばコバルト酸リチウムを用いることができる。また
、導電助材１２０としては、たとえば黒鉛を用いることができる。
【００３１】
　固体電解質層３０は固体電解質としてのガラスセラミックス３２により構成される。こ
のガラスセラミックス３２は硫化物ガラスを焼成して得られるものであり、硫化物ガラス
よりも高いリチウムイオン伝導性を有する。
【００３２】
　負極合材層２００は、負極活物質２１０と、負極活物質２１０を取囲む硫化物ガラス３
１とを有する。負極活物質２１０としてカーボンを用いることができる。
【００３３】
　正極合材層１００には導電助材１２０が設けられているが、この導電助材１２０は必ず
しも設けられる必要はない。また、負極合材層２００には導電助材が設けられていないが
、負極合材層２００に導電助材が設けられていてもよい。
【００３４】
　硫化物ガラス３１は粒子状であり、隣接する硫化物ガラス３１の粒子間に界面が現われ
ていてもよい。正極合材層１００は、焼成前の硫化物ガラス３１と、正極活物質１１０と
を備える。硫化物ガラス３１と正極活物質１１０とが加圧成形されて互いに接触している
。負極合材層２００は、焼成前の硫化物ガラス３１と、負極活物質２１０とを備える。硫
化物ガラス３１と負極活物質２１０とが加圧成形されて互いに接触している。固体電池１
は、正極合材層１００と、負極合材層２００と、正極合材層１００および負極合材層２０
０に挟持されたガラスセラミックス３２を有する固体電解質層３０とを備える。
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【００３５】
　次に、図１で示す電池の製造方法について説明する。図２は、正極合材層および負極合
材層の原料を示す図である。図２を参照して、まず正極合材層を構成する材料として正極
活物質１１０、導電助材１２０および硫化物ガラス３１を準備する。また、負極合材層２
００を構成する材料として負極活物質２１０および硫化物ガラス３１を準備する。正極活
物質１１０、導電助材１２０、硫化物ガラス３１および負極活物質２１０は各々粉体であ
り、たとえばミリングにより粉砕化された粉末を用いることができる。また、各々の粉体
の粒径については特に制限がない。正極活物質１１０、導電助材１２０および硫化物ガラ
ス３１を十分に混合した後型枠内で加圧成形することにより正極合材層１００を得ること
ができる。また、負極活物質２１０と硫化物ガラス３１を十分に混合し、これを型枠内で
加圧成形することにより負極合材層２００を得ることができる。
【００３６】
　図３は、固体電解質層の製造方法の第１工程を示す図である。図４は、固体電解質層の
製造方法の第２工程を示す図である。図３を参照して、まず硫化物ガラス３１を準備する
。この硫化物ガラス３１は、正極合材層１００および負極合材層２００を構成する硫化物
ガラス３１と同じ組成および粒径でもよく、異なる組成および粒径でもよい。
【００３７】
　図４を参照して、硫化物ガラスを硫化物ガラス３１のガラス転移点以上の温度で焼成す
ることにより、ガラスセラミックス３２を析出させる。この熱処理の温度および時間は硫
化物ガラスの組成によって異なるが、たとえば硫化物ガラスとして硫化リチウムＬｉ2Ｓ
を用いる場合には、温度１５０℃から５００℃で焼成することができる。
【００３８】
　実施例について以下に示す。硫化物ガラスは、たとえばモル比が８０対２０のＬｉ2Ｓ
とＰ2Ｓ5の混合粉末を遊星ボールミルにて２０時間処理（メカニカルミリング）すること
によって得た。ガラスセラミックスはこの硫化物ガラスをガラス転移点付近の温度（約２
００℃）で数時間焼成することによって得た。
【００３９】
　正極合材はＬｉＣｏＯ2と硫化物ガラスと導電助材（黒鉛）を重量比で４０対６０対４
で混合することによって得た。また負極合材は黒鉛と硫化物ガラスを重量比１対１で混合
することによって得た。
【００４０】
　加圧成形可能な直径１０ｍｍの円形型に負極合材、硫化物ガラス、正極合材の順に投入
し、投入後４００ＭＰａで加圧することによってペレット状の固体電池を得た。
【００４１】
　比較例として硫化物ガラスをガラスセラミックスで置き換えた固体電池を作成した。
　本実施例および比較例として作成した固体電池を両者とも電池作成後６４μＡ／ｃｍ2

の電流密度にて１０サイクル充放電を行なった後、１００サイクルの充放電試験を実施し
た。それぞれの電池において１００サイクル充放電試験前の放電可能容量と電池抵抗を基
準としたときの実施後における放電可能容量の低下率と電池抵抗の上昇率を確認した。そ
の結果、本実施例では放電可能容量低下率は１４％、電池抵抗上昇率は２３％であり、比
較例では放電可能容量低下率は２６％、電池抵抗上昇率は４８％であり、本発明は電池の
寿命特性の改善に有効であった。
【００４２】
　なお、上記では非晶質ガラスを焼成処理することによって超イオン伝導結晶を析出させ
る固体電解質において焼成前の非晶質状態と焼成後の結晶質状態のものを組み合わせる構
成としたが、リチウムイオン伝導性を有する固体電解質であればその種類は問わない。た
とえば本発明の非晶質部に相当する部分を他の材料からなる非晶質固体電解質であっても
よいし、結晶質部に相当する部分も同様である。
【００４３】
　実施の形態１では、正極活物質層としての正極合材層１００および負極活物質層として
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の負極合材層２００内の電解質が粘性を有する硫化物ガラス３１であるため充放電に伴う
正極活物質１１０および負極活物質２１０の膨張および収縮を吸収し、イオン伝導経路の
破壊を防止できる。これにより寿命特性が向上する。
【００４４】
　（実施の形態２）
　図５は、この発明の実施の形態２に従った電池の断面図である。図５を参照して、実施
の形態２に従った固体電池１では、正極合材層１００および負極合材層２００に硫化物ガ
ラス３１とガラスセラミックス３２とが混在している点で実施の形態１に従った電池と異
なる。実施の形態２では、硫化物ガラス３１の状態で電池の形状を構成した後焼成する。
その焼成の際の条件を調整して結晶化度を調整し一部をガラス状態のまま残している。す
なわち、実施の形態２に従った正極合材層１００は硫化物ガラス３１が硫化物ガラス３１
のガラス転移点以上の温度で焼成され、一部の硫化物ガラス３１がガラスセラミックス３
２に転移している。電池としての固体電池１は、正極合材層１００と、負極合材層２００
と、正極合材層１００および負極合材層２００に挟持されたガラスセラミックス３２を含
む固体電解質層３０とを含む。
【００４５】
　すなわち、正極合材層１００および負極合材層２００を構成する固体電解質に粘性のあ
る硫化物ガラス３１を使用することで充放電に伴う活物質の膨張および収縮に起因するイ
オン伝導ネットワークの破壊を防止し、寿命特性を向上させることができる。
【００４６】
　次に、図５で示す電池の製造方法について説明する。図６および図７は、図５で示す実
施の形態２に従った電池の製造方法を説明するための図である。まず、図６を参照して、
原料物質として、正極活物質１１０、負極活物質２１０と、硫化物ガラス３１および導電
助材１２０を準備する。
【００４７】
　図７を参照して、正極活物質１１０、導電助材１２０および硫化物ガラス３１を混合し
て加圧成形することにより正極合材層１００を形成する。また、負極活物質２１０と硫化
物ガラス３１を混合して加圧形成することにより負極合材層２００を形成する。正極合材
層１００と負極合材層２００との間に硫化物ガラス３１を充填する。このように正極合材
層１００、固体電解質層３０および負極合材層２００を焼成することにより、硫化物ガラ
ス３１の一部分に超イオン伝導結晶を析出させて図５で示すガラスセラミックスを構成す
る。このとき、焼成条件をコントロールすることによって、硫化物ガラス３１の一部分を
硫化物ガラス３１のままで残存させる。
【００４８】
　これにより、電解質の一部が粘性を有するガラスで構成されるため、充放電に伴う活物
質の膨張収縮を吸収し、イオン伝導経路の破壊を防止できる。そのため、寿命特性が向上
する。
【００４９】
　実施例について以下に示す。硫化物ガラスは、たとえばモル比が８０対２０のＬｉ2Ｓ
とＰ2Ｓ5の混合粉末を遊星ボールミルにて２０時間処理（メカニカルミリング）すること
によって得た。
【００５０】
　正極合材はＬｉＣｏＯ2と硫化物ガラスと導電助材（黒鉛）を重量比で４０対６０対４
で混合することによって得た。また負極合材は黒鉛と硫化物ガラスを重量比１対１で混合
することによって得た。
【００５１】
　加圧成形可能な直径１０ｍｍの円形型に負極合材、硫化物ガラス、正極合材の順に投入
し、投入後４００ＭＰａで加圧することによって円形ペレットを得た。
【００５２】
　上記で得られた円形ペレットを硫化物ガラスのガラス転移点付近（約２００℃）で数時



(8) JP 5448020 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

間焼成する。その際、事前に得ておいた該当温度のおける硫化物ガラスの反応進行速度に
応じて保持時間を調整する。硫化物ガラスイオンのイオン伝導度にもよるが、この実施例
では硫化物ガラスの残留量を３０％とした。
【００５３】
　比較例として以下の方法で固体電池を作成した。
　本実施例と同じ方法で得た硫化物ガラスをガラス転移点付近の温度（２００℃）で数時
間焼成することによってガラスセラミックスを得た。
【００５４】
　正極合材はＬｉＣｏＯ2と硫化物ガラスと導電助材（黒鉛）を重量比で４０対６０対４
で混合することによって得た。また負極合材は黒鉛と硫化物ガラスを重量比１対１で混合
することによって得た。
【００５５】
　加圧成形可能な直径１０ｍｍの円形型に負極合材、硫化物ガラス、正極合材の順に投入
し、投入後４００ＭＰａで加圧することによって円形ペレットを得た。
【００５６】
　本実施例および比較例として作成した固体電池を両者とも電池作成後６４μＡ／ｃｍ2

の電流密度にて１０サイクル充放電を行なった後、１００サイクルの充放電試験を実施し
た。それぞれの電池において１００サイクル充放電試験前の放電可能容量と電池抵抗を基
準としたときの実施後における放電可能容量の低下率と電池抵抗の上昇率を確認した。そ
の結果、本実施例では放電可能容量低下率は１４％、電池抵抗上昇率は２３％であり、比
較例では放電可能容量低下率は２６％、電池抵抗上昇率は４８％であり、本発明は電池の
寿命特性の改善に有効であった。
【００５７】
　（実施の形態３）
　図８は、この発明の実施の形態３に従った電池の断面図である。図８を参照して、実施
の形態３に従った固体電池１では、固体電解質としての硫化物ガラス３１とガラスセラミ
ックス３２が加圧成形前に焼結されたものである点で、実施の形態２に従った固体電池１
と異なる。すなわち、実施の形態２では加圧成形した後に焼結してガラスセラミックス３
２を形成しているのに対し、実施の形態３では、焼成した後に加圧成形して固体電池１を
構成している。
【００５８】
　図９は、図８で示す実施の形態３に従った電池の製造方法を説明するための図である。
図９を参照して、原材料として正極活物質１１０、導電助材１２０、ガラスセラミックス
３２、硫化物ガラス３１、負極活物質２１０を準備する。正極合材層１００の材料が正極
活物質１１０、導電助材１２０、硫化物ガラス３１およびガラスセラミックス３２が正極
合材層１００を構成する。負極活物質２１０、硫化物ガラス３１およびガラスセラミック
ス３２が負極合材層２００を構成する。ガラスセラミックス３２は硫化物ガラス３１を焼
成して得られたものであり、硫化物ガラス３１のガラス転移点以上の温度で焼成すること
によってガラスセラミックス３２が析出する。ガラスセラミックス３２は超イオン伝導体
である。正極活物質１１０と、導電助材１２０と、硫化物ガラス３１とガラスセラミック
ス３２とを混合した後加圧成形することにより正極合材層１００を形成する。負極活物質
２１０と硫化物ガラス３１とガラスセラミックス３２とを混合して加圧成形することによ
り負極合材層２００を構成する。硫化物ガラス３１とガラスセラミックス３２とを加圧成
形することにより固体電解質層３０を形成する。これにより図８で示す固体電池が完成す
る。
【００５９】
　このように構成された実施の形態３に従った固体電池１でも実施の形態２に従った固体
電池１と同様の効果がある。
【００６０】
　実施例について以下に示す。硫化物ガラスは、たとえばモル比が８０対２０のＬｉ2Ｓ
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とＰ2Ｓ5の混合粉末を遊星ボールミルにて２０時間処理（メカニカルミリング）すること
によって得た。ガラスセラミックスはこの硫化物ガラスをガラス転移点付近の温度（約２
００℃）で数時間焼成することによって得た。
【００６１】
　硫化物ガラスとガラスセラミックスの混合体（以下、混合体）は上記硫化物ガラスとガ
ラスセラミックスを重量比３対７で混合することによって得た。
【００６２】
　正極合材はＬｉＣｏＯ2と硫化物ガラスとセラミックスの混合体と導電助材（黒鉛）を
重量比で４０対６０対４で混合することによって得た。また負極合材は黒鉛と硫化物ガラ
スとセラミックスの混合体を重量比１対１で混合することによって得た。
【００６３】
　加圧成形可能な直径１０ｍｍの円形型に負極合材、硫化物ガラス、正極合材の順に投入
し、投入後４００ＭＰａで加圧することによって円形ペレットを得た。
【００６４】
　比較例として以下の方法で固体電池を作成した。
　本実施例と同じ方法で得た硫化物ガラスをガラス転移点付近の温度（２００℃）で数時
間焼成することによってガラスセラミックスを得た。
【００６５】
　正極合材はＬｉＣｏＯ2とガラスセラミックスと導電助材（黒鉛）を重量比で４０対６
０対４で混合することによって得た。また負極合材は黒鉛とガラスセラミックスを重量比
１対１で混合することによって得た。
【００６６】
　加圧成形可能な直径１０ｍｍの円形型に負極合材、ガラスセラミックス、正極合材の順
に投入し、投入後４００ＭＰａで加圧することによって円形ペレットを得た。
【００６７】
　本実施例および比較例として作成した固体電池を両者とも電池作成後６４μＡ／ｃｍ2

の電流密度にて１０サイクル充放電を行なった後、１００サイクルの充放電試験を実施し
た。それぞれの電池において１００サイクル充放電試験前の放電可能容量と電池抵抗を基
準としたときの実施後における放電可能容量の低下率と電池抵抗の上昇率を確認した。そ
の結果、本実施例では放電可能容量低下率は１４％、電池抵抗上昇率は２３％であり、比
較例では放電可能容量低下率は２６％、電池抵抗上昇率は４８％であり、本発明は電池の
寿命特性の改善に有効であった。
【００６８】
　なお、上記では非晶質ガラスを焼成処理することによって超イオン伝導結晶を析出させ
る固体電解質において焼成前の非晶質状態と焼成後の結晶質状態のものを組み合わせる構
成としたが、リチウムイオン伝導性を有する固体電解質であればその種類は問わない。た
とえば本発明の非晶質部に相当する部分を他の材料からなる非晶質固体電解質であっても
よいし、結晶質部に相当する部分も同様である。
【００６９】
　さらに、本実施例では硫化物ガラスとガラスセラミックスの混合体を固体電解質として
使用したが、硫化物ガラスの焼成時に事前に得ておいた焼成温度における硫化物ガラスの
反応進行速度に応じて保持時間を調整することにより硫化物ガラスの一部分を未反応のま
ま残留させて混合体を得ることも可能である。
【００７０】
　（実施の形態４）
　図１０は、この発明の実施の形態４に従った電池の断面図である。図１０を参照して、
この発明の実施の形態４に従った固体電池１では、両方の端部２，３においてガラスセラ
ミックス３２が析出している点で、実施の形態１に従った電池と異なる。すなわち、固体
電池１周囲のみガラス転移点以上の温度で焼成することによって電池の周囲としての両方
の端部２，３でガラスセラミックス３２を析出させている。正極合材層１００と負極合材
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層２００、場合によっては固体電解質層３０を構成する固体電解質としての硫化物ガラス
との混合状態により、粘性のある硫化物ガラスが充放電に伴う活物質の膨張収縮を繰返す
。これに起因するイオン伝導ネットワークの破壊を防止し寿命特性を向上させることがで
きる。さらに、このように構成された電池の周囲のみを焼成し電池周囲のみ完全にガラス
セラミックス化することによりさらに寿命特性を向上させることができる。すなわち、固
体電解質内に硫化物ガラス３１が存在する場合に、固体電池１の周囲のみを焼成（加熱）
することによって電池周囲のみガラスセラミックス化する。このガラスセラミックス３２
には流動性がないので充放電に伴う固体電池１の内圧上昇によって生じる硫化物ガラス３
１の流出をくい止めることができる。
【００７１】
　図１１は、図１０で示す実施の形態４に従った電池の製造方法を説明するための図であ
る。まず、実施の形態１と同様の方法により固体電池１を作製する。この後、加熱器４を
固体電池１の両端部２，３に接触させる。そして加熱器４を用いて固体電池１の両端部２
および３をガラス転移点以上の温度に加熱する。これにより、図１０で示す外周部にガラ
スセラミックス３２が析出する。なお、この実施の形態では、実施の形態１に従った電池
の外周部をガラスセラミックス化する例を示したが、実施の形態２または３の固体電池１
の外周部をガラスセラミックス化してもよい。
【００７２】
　このように構成された実施の形態４に従った電池でも実施の形態１に従った電池と同様
の効果がある。
【００７３】
　実施例について以下に示す。硫化物ガラスは、たとえばモル比が８０対２０のＬｉ2Ｓ
とＰ2Ｓ5の混合粉末を遊星ボールミルにて２０時間処理（メカニカルミリング）すること
によって得た。ガラスセラミックスはこの硫化物ガラスをガラス転移点付近の温度（約２
００℃）で数時間焼成することによって得た。
【００７４】
　正極合材はＬｉＣｏＯ2と硫化物ガラスと導電助材（黒鉛）を重量比で４０対６０対４
で混合することによって得た。また負極合材は黒鉛と硫化物ガラスを重量比１対１で混合
することによって得た。
【００７５】
　加圧成形可能な直径１０ｍｍの円形型に負極合材、硫化物ガラス、正極合材の順に投入
し、投入後４００ＭＰａで加圧することによってペレット状の固体電池を得た。
【００７６】
　この固体電池の周囲部のみ温度調整が可能な直径１０ｍｍの円形型に設置し、電池周囲
がガラス転移点付近の温度よりやや高温（約２２０度）となるように加熱した。加熱時間
は事前に得ておいた電池内への熱伝導性と焼成温度における硫化物ガラスの反応進行速度
を踏まえてガラスセラミックス化する領域に応じて調整する。本実施例では加熱時間を数
分とすることにより周囲から中心部に向かって約１から２ｍｍの領域をガラスセラミック
ス化した。
【００７７】
　比較例として以下の方法で固体電池を作成した。
　本実施例と同じ方法で得た硫化物ガラスをガラス転移点付近の温度（２００℃）で数時
間焼成することによってガラスセラミックスを得た。
【００７８】
　正極合材はＬｉＣｏＯ2と硫化物ガラスと導電助材（黒鉛）を重量比で４０対６０対４
で混合することによって得た。また負極合材は黒鉛と硫化物ガラスを重量比１対１で混合
することによって得た。
【００７９】
　加圧成形可能な直径１０ｍｍの円形型に負極合材、硫化物ガラス、正極合材の順に投入
し、投入後４００ＭＰａで加圧することによってペレット状の固体電池を得た。
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【００８０】
　本実施例および比較例として作成した固体電池を両者とも電池作成後６４μＡ／ｃｍ2

の電流密度にて１０サイクル充放電を行なった後、１００サイクルの充放電試験を実施し
た。それぞれの電池において１００サイクル充放電試験前の放電可能容量と電池抵抗を基
準としたときの実施後における放電可能容量の低下率と電池抵抗の上昇率を確認した。そ
の結果、本実施例では放電可能容量低下率は１０％、電池抵抗上昇率は１９％であり、比
較例では放電可能容量低下率は１４％、電池抵抗上昇率は２３％であり、本発明は電池の
寿命特性の改善に有効であった。
【００８１】
　（実施の形態５）
　図１２は、この発明の実施の形態５に従った電池の断面図である。図１２を参照して、
実施の形態５に従った固体電池１では、固体電解質層３０と正極合材層１００との間に硫
化物ガラス層４０が設けられ、固体電解質層３０と負極合材層２００との間にも硫化物ガ
ラス層４０が設けられている点で、実施の形態１に従った固体電池１と異なる。なお、実
施の形態１に従った電池に硫化物ガラス層４０を設けてもよい。
【００８２】
　固体電解質層３０はこの実施の形態ではガラスセラミックスで構成されているが、ガラ
スセラミックス３２の一部に硫化物ガラス３１が混入していてもよい。
【００８３】
　正極合材層１００内の固体電解質はガラスセラミックス３２であるが、ガラスセラミッ
クス３２の一部が硫化物ガラス３１であってもよい。負極合材層２００内の固体電解質は
ガラスセラミックス３２であるが、ガラスセラミックス３２の一部分が硫化物ガラス３１
であってもよい。
【００８４】
　すなわち、図１２の硫化物ガラス層４０は実施の形態１から４のいずれの電池にも適用
することが可能である。また、固体電解質層３０の両側に硫化物ガラス層４０を設けてい
るが、いずれか一方のみに硫化物ガラス層４０が設けられていてもよい。
【００８５】
　次に、図１２で示す電池の製造方法について説明する。図１３および図１４は、図１２
で示す実施の形態５に従った電池の製造方法を説明するための図である。まず、図１３を
参照して、正極活物質１１０、導電助材１２０、ガラスセラミックス３２、負極活物質２
１０を準備する。正極活物質１１０、導電助材１２０、ガラスセラミックス３２が正極合
材層１００を構成し、負極活物質２１０とガラスセラミックス３２が負極合材層２００を
構成する。
【００８６】
　また、硫化物ガラス層用の硫化物ガラス３１を準備する。
　図１４を参照して、正極活物質１１０と導電助材１２０とガラスセラミックス３２とを
混合し加圧成形することにより正極合材層１００を形成する。また、硫化物ガラス３１を
加圧成形することにより硫化物ガラス層４０を形成する。ガラスセラミックス３２を加圧
成形することによりガラスセラミックス３２を形成する。負極活物質２１０とガラスセラ
ミックス３２を加圧成形することにより負極合材層２００を形成する。
【００８７】
　それぞれの負極合材層２００、硫化物ガラス層４０、固体電解質層３０、正極合材層１
００を加圧成形することにより図１２で示す電池を構成する。
【００８８】
　このように構成された電池では、正極合材層１００と固体電解質層３０との間に硫化物
ガラス層４０を設けることにより、正極合材層１００と固体電解質層３０の接触抵抗が改
善する。また、負極合材層２００と固体電解質層３０との間に硫化物ガラス層４０を設け
ることにより負極合材層２００と固体電解質層３０との接触抵抗が改善される。これによ
り電池の出力が向上する。これにより正極合材層１００、負極合材層２００、固体電解質
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層３０を別々に構成して電池を構成する製造方法を採用しても電池抵抗の増大化を防止す
ることができる。
【００８９】
　実施例について以下に示す。硫化物ガラスは、たとえばモル比が８０対２０のＬｉ2Ｓ
とＰ2Ｓ5の混合粉末を遊星ボールミルにて２０時間処理（メカニカルミリング）すること
によって得た。ガラスセラミックスはこの硫化物ガラスをガラス転移点付近の温度（約２
００℃）で数時間焼成することによって得た。
【００９０】
　正極合材はＬｉＣｏＯ2とガラスセラミックスと導電助材（黒鉛）を重量比で４０対６
０対４で混合し、加圧成形可能な直径１０ｍｍの円形型に投入し、投入後４００ＭＰａで
加圧することにより円形ペレットとして得た。また負極合材は黒鉛と硫化物ガラスを重量
比１対１で混合し、加圧成形可能な直径１０ｍｍの円形型に投入し、投入後４００ＭＰａ
で加圧することにより円形ペレットとして得た。
【００９１】
　ガラスセラミックス層も加圧成形可能な直径１０ｍｍの円形型に投入し、投入後４００
ＭＰａで加圧することによって円形ペレットとして得た。
【００９２】
　上記を加圧成形可能な直径１０ｍｍの円形型に負極合材層を設置しその上に上記固体電
解質の１／１０の量の硫化物ガラスを散布し、その上にガラスセラミックス層を設置し、
その上に上記固体電解質の１／１０の量の硫化物ガラスを散布し、その上に正極合材層を
設置した後、４００ＭＰａで加圧することによってペレット状の固体電池を得た。
【００９３】
　比較例として上記実施例において硫化物ガラスを散布しない以外は同じ方法で作成され
た固体電池を得た。
【００９４】
　本実施例および比較例として作成した固体電池を両者とも電池作成後６４μＡ／ｃｍ2

の電流密度にて１０サイクル充放電を行なった後、両者の内部抵抗を比較した。比較例を
基準とした場合に、実施例では１８％の抵抗低減があることを確認した。
【００９５】
　なお、上記では非晶質ガラスを焼成処理することによって超イオン伝導結晶を析出させ
る固体電解質において焼成前の非晶質状態と焼成後の結晶質状態のものを組み合わせる構
成としたが、リチウムイオン伝導性を有する固体電解質であればその種類は問わない。た
とえば本発明の非晶質部に相当する部分を他の材料からなる非晶質固体電解質であっても
よいし、結晶質部に相当する部分も同様である。
【００９６】
　（実施の形態６）
　図１５は、この発明の実施の形態６に従った電池の断面図である。図１５を参照して、
実施の形態６に従った電池では、複数のセルが積層されて直列に接続されている点で、実
施の形態１に従った電池と異なる。１つのセルは３．６Ｖの起電力を有する。なお、この
起電力は正極活物質１１０および負極活物質２１０を構成する材料によってさまざまに変
えることができる。
【００９７】
　また、この積層数に関しては、電池に求められる電圧と１つのセルの起電力との値で得
決定することができる。図１５では、負極集電体２０から正極集電体１０までが１つのセ
ルであり、１つのセルには正極合材層１００、固体電解質層３０、負極合材層２００が設
けられている。隣接するセルの負極集電体２０と正極集電体１０とが接触することにより
、複数のセルが直列に接続された構造を有する。
【００９８】
　正極合材層１００は正極活物質１１０と導電助材１２０とガラスセラミックス３２を有
する。固体電解質層３０はガラスセラミックス３２を有する。負極合材層２００は負極活
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物質２１０とガラスセラミックス３２とを有する。
【００９９】
　次に、図１５で示す電池の製造方法について説明する。図１６から図１８は正極合材層
の製造方法を説明するための図である。図１６を参照して、まず、正極合材層の原料とし
て硫化物ガラス３１、正極活物質１１０および導電助材１２０を準備する。これらを混合
することにより混合物を形成する。
【０１００】
　図１７を参照して、混合物を加圧することにより、正極活物質１１０と硫化物ガラス３
１との複合体を形成する。複合体では、硫化物ガラス３１と正極活物質１１０および導電
助材１２０が密着する。
【０１０１】
　図１８を参照して、前述の工程で製造した複合体を硫化物ガラス３１のガラス転移点以
上の温度で焼成することによってガラスセラミックス３２を析出させる。ガラスセラミッ
クスは超イオン伝導層である。
【０１０２】
　図１９から図２１は固体電解質層の製造方法を説明するための図である。図１９を参照
して、まず、固体電解質層を構成する硫化物ガラス３１を準備する。
【０１０３】
　図２０を参照して、硫化物ガラス３１を加圧する。硫化物ガラス３１は粘性を有するた
め加圧によって流動し緻密化する。
【０１０４】
　図２１を参照して、緻密化した硫化物ガラスをそのガラス転移点以上の温度で焼成する
ことによってガラスセラミックス３２を析出させる。
【０１０５】
　図２２から図２４は負極合材層の製造方法を説明するための図である。図２２を参照し
て、負極合材層２００を構成する負極活物質２１０および硫化物ガラス３１を混合して混
合物を製造する。
【０１０６】
　図２３を参照して、混合物を加圧する。硫化物ガラス３１は粘性を有するため加圧によ
って流動し緻密化する。これにより負極活物質２１０と硫化物ガラス３１との複合体を形
成する。
【０１０７】
　図２４を参照して、複合体を焼成する。このとき、硫化物ガラス３１のガラス転移点以
上の温度で焼成することによってガラスセラミックス３２が析出する。
【０１０８】
　上述のようにして製造した正極合材層１００、固体電解質層３０および負極合材層２０
０を積層して加圧することにより図１５で示す固体電池１の１つのセルを製造できる。こ
のようなセルを複数製造し、それぞれの正極集電体１０と負極集電体２０とを接続するこ
とで図１５で示す固体電池１を製造することができる。
【０１０９】
　このように構成された実施の形態６に従った電池でも実施の形態１に従った電池と同様
の効果がある。
【０１１０】
　（実施の形態７）
　図２５から図２７は、図１５で示す電池の別の製造方法を説明するための図である。図
２５を参照して、まず原料として正極活物質１１０、負極活物質２１０、導電助材１２０
および焼成前の硫化物ガラス３１を準備する。
【０１１１】
　図２６を参照して、正極活物質１１０、硫化物ガラス３１、負極活物質２１０および導
電助材１２０を混合して加圧成形することにより、図２６で示すような正極合材層１００
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、固体電解質層３０および負極合材層２００を形成する。正極合材層１００内には正極活
物質１１０、導電助材１２０および硫化物ガラス３１が存在する。固体電解質層３０には
硫化物ガラス３１が存在する。負極合材層２００には負極活物質２１０と硫化物ガラス３
１が存在する。
【０１１２】
　図２７を参照して、上記の方法で製造した混合物を焼成する。このとき、硫化物ガラス
３１のガラス転移点以上の温度で焼成することによって、ガラスセラミックス３２を析出
させる。これにより固体電池１を構成することができる。
【０１１３】
　（実施の形態８）
　実施の形態８では、実施の形態２および４において正極および負極合材層（活物質と固
体電解質が接触している状態）を加熱しガラスセラミックス化する際は、α－Ｆｅ2Ｏ3、
Ｌｉ4Ｔｉ5Ｏ12、ＬｉＣｏＯ2、またはＬｉＮｉ0.5Ｍｎ0.5Ｏ2を活物質として使用する。
【０１１４】
　正極および負極活物質としてα－Ｆｅ2Ｏ3、負極活物質としてＬｉ4Ｔｉ5Ｏ12、正極活
物質としてＬｉＣｏＯ2、およびＬｉＮｉ0.5Ｍｎ0.5Ｏ2を使用することができる。
【０１１５】
　硫化物ガラスは、たとえばモル比が８０対２０のＬｉ2ＳとＰ2Ｓ5の混合粉末を遊星ボ
ールミルにて２４時間処理（メカニカルミリング）することによって得た。
【０１１６】
　活物質合材は、Ｌｉ4ＴｉＯ12と硫化物ガラスとを重量比４０対６０で混合することに
よって得た。
【０１１７】
　加圧成形の可能な直径１０ｍｍの円形型に活物質合材を投入し、投入後圧力が１０ＭＰ
ａで加熱することによって円形ペレットを得た。
【０１１８】
　上記で得られた円形ペレットを硫化物ガラスのガラス転移点付近（温度約２００℃）で
数時間焼成する。その際、事前に得ておいた当該温度における硫化物ガラスの反応進行速
度に応じた保持時間を調整する。硫化物ガラスのイオン伝導度にもよるが、この例では、
硫化物ガラスの残留量を１０％とした。
【０１１９】
　比較例として、上記と同様な構成で活物質をＬｉＦｅＰＯ4に置換えたものを作製した
。
【０１２０】
　図２８は、Ｌｉ4ＴｉＯ12単体、固体電解質との混合後および焼成後のＸ線回折図形を
示す。図２９は、ＬｉＦｅＰＯ4単体、固体電解質との混合後および焼成後のＸ線回折図
形を示す。
【０１２１】
　図２８、図２９において、各々のサンプルでのＸ線回折結果を示す。図２８は正極活物
質層としてＬｉ4Ｔｉ5Ｏ12を正極活物質として用いた場合におけるＸ線回折のグラフであ
る。図２９は、ＬｉＦｅＰＯ4を正極活物質として用いた場合の正極活物質のＸ線回折結
果である。それぞれの図において、下段は活物質単体、中段は活物質と固体電解質（ＳＥ
と示す）である硫化物ガラスを混合した状態、上段は焼成後の合材層のＸ線回折図形を示
す。図２８の本発明のサンプルでは焼成に由来する活物質に由来するピーク強度の変化は
観測できない。しかしながら、図２９では、点線で囲んだ部分において、焼成によって活
物質に由来するピークの強度が減少している。すなわち、図２９で示す比較例では、焼成
によって結晶構造が大幅に変化していることがわかる。これに対して、図２８では、焼成
前と同じようなピークが表われ、実施例では焼成による活物質の結晶構造が変化なく電池
の充放電特性の維持に有効であることがわかった。
【０１２２】
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　同様に、図３０から３３では、正極活物質として，ＬｉＣｏＯ2、ＬｉＮｉ0.5Ｍｎ0.5

Ｏ2、ＦｅＯ、α－Ｆｅ2Ｏ3を活物質として用いた場合の焼成前と焼成後の結晶構造の変
化を調べた。各々において、ＦｅＯを除くサンプルにおいては、結晶構造が大きく変化し
ておらず、熱処理後であって好ましい結晶構造を維持していることがわかる。
【０１２３】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】この発明の実施の形態１に従った電池の断面図である。
【図２】正極合材層および負極合材層の原料を示す図である。
【図３】固体電解質層の製造方法の第１工程を示す図である。
【図４】固体電解質層の製造方法の第２工程を示す図である。
【図５】この発明の実施の形態２に従った電池の断面図である。
【図６】図５で示す実施の形態２に従った電池の製造方法を説明するための図である。
【図７】図５で示す実施の形態２に従った電池の製造方法を説明するための図である。
【図８】この発明の実施の形態３に従った電池の断面図である。
【図９】図８で示す実施の形態３に従った電池の製造方法を説明するための図である。
【図１０】この発明の実施の形態４に従った電池の断面図である。
【図１１】図１０で示す実施の形態４に従った電池の製造方法を説明するための図である
。
【図１２】この発明の実施の形態５に従った電池の断面図である。
【図１３】図１２で示す実施の形態５に従った電池の製造方法を説明するための図である
。
【図１４】図１２で示す実施の形態５に従った電池の製造方法を説明するための図である
。
【図１５】この発明の実施の形態６に従った電池の断面図である。
【図１６】正極合材層の製造方法を説明するための図である。
【図１７】正極合材層の製造方法を説明するための図である。
【図１８】正極合材層の製造方法を説明するための図である。
【図１９】固体電解質層の製造方法を説明するための図である。
【図２０】固体電解質層の製造方法を説明するための図である。
【図２１】固体電解質層の製造方法を説明するための図である。
【図２２】負極合材層の製造方法を説明するための図である。
【図２３】負極合材層の製造方法を説明するための図である。
【図２４】負極合材層の製造方法を説明するための図である。
【図２５】図１５で示す電池の別の製造方法を説明するための図である。
【図２６】図１５で示す電池の別の製造方法を説明するための図である。
【図２７】図１５で示す電池の別の製造方法を説明するための図である。
【図２８】Ｌｉ4ＴｉＯ12単体、固体電解質との混合後および焼成後のＸ線回折図形であ
る。
【図２９】ＬｉＦｅＰＯ4単体、固体電解質との混合後および焼成後のＸ線回折図形であ
る。
【図３０】ＬｉＣｏＯ2単体、固体電解質との混合後および焼成後のＸ線回折図形である
。
【図３１】ＬｉＮｉ0.5Ｍｎ0.5Ｏ2単体、固体電解質との混合後および焼成後のＸ線回折
図形である。
【図３２】ＦｅＯ単体、固体電解質との混合後および焼成後のＸ線回折図形である。
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【図３３】α－Ｆｅ2Ｏ3単体、固体電解質との混合後および焼成後のＸ線回折図形である
。
【符号の説明】
【０１２５】
　１　固体電池、１０　正極集電体、２０　負極集電体、３０　固体電解質層、３１　硫
化物ガラス、３２　ガラスセラミックス、１００　正極合材層、１１０　正極活物質、１
２０　導電助材、２００　負極合材層、２１０　負極活物質。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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