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(57)【要約】
　本発明の課題は、従前の非水電解質二次電池用負極材
料と同等またはそれよりも高い充放電サイクル寿命を有
すると共に、従前の非水電解質二次電池用負極材料より
も充電・放電容量が大きい非水電解質二次電池用負極材
料を提供することにある。本発明に係る合金粒子は、金
属ケイ化物相およびケイ素相を備える。金属ケイ化物相
は、ケイ素原子および少なくとも二種の金属原子から形
成される。ケイ素相は、主としてケイ素原子から形成さ
れる。そして、このケイ素相は、金属ケイ化物相中に分
散されている。また、この合金粒子において、ケイ素相
は、全量に対して２０質量％以上の割合を占める。また
、ケイ素原子は、全量に対して８５質量％以下の割合を
占める。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケイ素原子および少なくとも二種の金属原子から形成される金属ケイ化物相と、
　主としてケイ素原子から形成され、前記金属ケイ化物相中に分散されるケイ素相と
を備え、
　前記ケイ素相は、全量に対して２０質量％以上の割合を占めており、
　前記ケイ素原子は、全量に対して８５質量％以下の割合を占めている
合金粒子。
【請求項２】
　前記ケイ素原子は、全量に対して７０質量％以下の割合を占めている
請求項１に記載の合金粒子。
【請求項３】
　前記ケイ素相は、平均粒子径が１００ｎｍ以下である
請求項１または２に記載の合金粒子。
【請求項４】
　前記金属ケイ化物相は、主にＭＳｉｘ（ここで、Ｍは二種以上の金属元素であり、Ｓｉ
はケイ素であり、ｘは０超２未満の値である。）の組成を有する
請求項１から３のいずれかに記載の合金粒子。
【請求項５】
　前記Ｍには、アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）
及び銅（Ｃｕ）より成る群から選択される少なくとも一種の金属元素が含まれる
請求項４に記載の合金粒子。
【請求項６】
　前記Ｍには、コバルト（Ｃｏ）及びクロム（Ｃｒ）より成る群から選択される少なくと
も一種の金属元素が含まれる
請求項４または５に記載の合金粒子。
【請求項７】
　前記金属ケイ化物相は、ケイ素（Ｓｉ）、ニッケル（Ｎｉ）及びチタン（Ｔｉ）を含有
する
請求項１から３のいずれかに記載の合金粒子。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の合金粒子を活物質として備える電極。
【請求項９】
　請求項８に記載の電極を負極として備える非水電解質二次電池。
【請求項１０】
　５０回の充放電サイクル時点において初期サイクル時点に対する容量保持率が８５％以
上である
請求項９に記載の非水電解質二次電池。
【請求項１１】
　少なくともケイ素（Ｓｉ）および少なくとも二種の金属を溶融して特定合金溶湯を調製
する金属溶融工程と、
　前記特定合金溶湯を急冷凝固して特定合金固化物を生成させる急冷凝固工程と、
　前記特定合金固化物を粉砕して特定合金粉末を形成する粉砕工程と、
　前記特定合金粉末をメカニカルグラインディング処理して請求項１または２に記載の合
金粒子を製造するメカニカルグラインディング工程と
を備える、合金粒子製造方法。
【請求項１２】
　前記特定合金溶湯では、前記ケイ素（Ｓｉ）が８５質量％以下の割合を占めている
請求項１１に記載の合金粒子製造方法。
【請求項１３】



(3) JP WO2014/034494 A1 2014.3.6

10

20

30

40

50

　前記特定合金粉末は、ケイ素相の含有量が２０質量％以上の割合を占め、比重をｙとし
、前記ケイ素相の含有量（質量％）をｘとしたとき、ｙ＞－０．０２ｘ+３．８の関係が
成立する
請求項１１または１２に記載の合金粒子製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非水電解質二次電池用負極活物質として利用することができる合金粒子に関
する。本発明は、その合金粒子の製造方法にも関する。本発明は、その合金粒子から形成
される電極にも関する。本発明は、その電極を負極として備える非水電解質二次電池にも
関する。
【背景技術】
【０００２】
　過去に「リチウム（Ｌｉ）と可逆的に反応可能な１以上の元素で構成する１以上の活物
質相と、長周期型周期表のＩＩＡ族元素、遷移元素、ＩＩＩＢ族元素及びＩＶＢ族元素か
ら選ばれた１以上の元素で構成する１以上の不活性相とを有する、メカニカルグラインデ
ィング処理された非水電解質二次電池用負極材料」が提案されている（特表２００７－５
０２００４号公報参照）。
【０００３】
　このような非水電解質二次電池用負極材料は、「充電・放電容量が大きい」、「充放電
サイクル寿命に非常に優れる」、「充放電効率が高い」、「特性のバラツキが小さい」と
の特徴を有するため、次世代材料として注目を浴びている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－０９５４６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、従前の非水電解質二次電池用負極材料と同等またはそれよりも高い充
放電サイクル寿命を有すると共に、従前の非水電解質二次電池用負極材料よりも充電・放
電容量が大きい非水電解質二次電池用負極材料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一局面に係る合金粒子は、金属ケイ化物相およびケイ素相を備える。金属ケイ
化物相は、ケイ素原子および少なくとも二種の金属原子から形成される。ケイ素相は、主
としてケイ素原子から形成される。ケイ素相は、ケイ素原子のみから形成されることが好
ましい。そして、このケイ素相は、金属ケイ化物相中に分散されている。この合金粒子に
おいて、ケイ素相は、合金粒子の全量に対して２０質量％以上の割合を占める。ケイ素相
は、合金粒子の全量に対して２２質量％以上の割合を占めることが好ましく、２４質量％
以上の割合を占めることがより好ましく、２６質量％以上の割合を占めることがさらに好
ましく、２８質量％以上の割合を占めることがさらに好ましく、３０質量％以上の割合を
占めることが特に好ましい。ケイ素原子は、全量に対して８５質量％以下の割合を占める
。ケイ素原子は、全量に対して７０質量％以下の割合を占めることが好ましい。
【０００７】
　この合金粒子では、ケイ素相が金属ケイ化物相中に分散されている。このため、この合
金粒子が非水電解質二次電池用負極材料として利用された場合、リチウム（Ｌｉ）と実質
的に反応性を示さない金属ケイ化物相が、リチウム（Ｌｉ）の吸蔵・放出により膨張収縮
するケイ素相を物理的に拘束することができる。したがって、この合金粒子は、従前の非
水電解質二次電池用負極材料と同等またはそれよりも高い充放電サイクル寿命を示すこと
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ができる。
【０００８】
　また、この合金粒子では、ケイ素相が、合金粒子全量に対して２０質量％以上の割合を
占めている。このため、この合金粒子は、従前の非水電解質二次電池用負極材料よりも充
電・放電容量が大きくなる。
【０００９】
　したがって、この合金粒子は、従前の非水電解質二次電池用負極材料と同等またはそれ
よりも高い充電・放電サイクル寿命を有すると共に、従前の非水電解質二次電池用負極材
料よりも充電・放電容量が大きい。
【００１０】
　なお、金属ケイ化物は、通常、導電性が良好であり、また、ケイ素より酸化しにくいた
め、表面酸化物に起因する不可逆反応が少ない。このため、この合金粒子が非水電解質二
次電池用負極材料として利用された場合、非水電解質二次電池の負極において効率的に電
子の授受を行うことができ、延いては充放電効率を良好に保つことできる。
【００１１】
　この合金粒子が非水電解質二次電池用負極材料として利用された場合、電解液と接触す
るケイ素部分（ケイ素相）の面積が小さくなるため、ケイ素による電解液の分解が抑制さ
れる。
【００１２】
　さらに、この合金粒子では、ケイ素原子が、合金粒子全量に対して８５質量％以下、好
ましくは７０質量％以下の割合を占める化学組成を有する。このため、この合金粒子は、
製造時において連続鋳造性に優れる。
【００１３】
　上述の合金粒子において、ケイ素相は、平均粒子径が０ｎｍ超１００ｎｍ以下であるの
が好ましい。ケイ素相の平均粒子径が小さくなる程、充放電サイクル寿命が向上するから
である。
【００１４】
　上述の合金粒子において、金属ケイ化物相は、主にＭＳｉｘの組成を有するのが好まし
い。なお、ここで、Ｍは二種以上の金属元素であり、Ｓｉはケイ素であり、ｘは０超２未
満の値である。
【００１５】
　Ｍは、ケイ化物を形成することができる金属元素であるのが好ましい。なお、Ｍは、ケ
イ素と単独でケイ化物を形成しない金属元素であっても、他のケイ素化合物形成元素と共
に添加することによってケイ素化合物を形成する金属元素であってもかまわない。そのよ
うな金属元素としては、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）
、チタン（Ｔｉ）、銅（Ｃｕ）、コバルト（Ｃｏ）及びクロム（Ｃｒ）が挙げられる。
【００１６】
　原料費の抑制を考慮すると、Ｍには、アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（
Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及び銅（Ｃｕ）より成る群から選択される少なくとも一種の金属
元素が含まれるのが好ましい。
【００１７】
　耐酸化性の向上を考慮すると、Ｍには、コバルト（Ｃｏ）及びクロム（Ｃｒ）より成る
群から選択される少なくとも一種の金属元素が含まれるのが好ましい。
【００１８】
　上述の合金粒子において、金属ケイ化物相は、ケイ素（Ｓｉ）、ニッケル（Ｎｉ）及び
チタン（Ｔｉ）を含有するのが好ましい。このような組成の合金粒子は、製造時において
ケイ素相が従前よりも微細化されやすいからである。
【００１９】
　本発明の他の局面に係る電極は、上述の合金粒子を活物質として備える。なお、本電極
は、非水電解質二次電池の負極として利用されるのが好ましい。



(5) JP WO2014/034494 A1 2014.3.6

10

20

30

40

50

【００２０】
　本発明の他の局面に係る非水電解質二次電池は、上述の電極を負極として備える。
【００２１】
　この非水電解質二次電池は、５０回の充放電サイクル時点において初期サイクル時点に
対する容量保持率が８５％以上であるのが好ましく、９０％以上であるのがより好ましく
、９５％以上であるのがさらに好ましく、９８％以上であるのが特に好ましい。
【００２２】
　本発明の他の局面に係る合金粒子製造方法は、金属溶融工程、急冷凝固工程、粉砕工程
およびメカニカルグラインディング工程を備える。金属溶融工程では、少なくともケイ素
（Ｓｉ）および少なくとも二種の金属が溶融されて特定合金溶湯が調製される。なお、特
定合金溶湯には、ニッケル（Ｎｉ）およびチタン（Ｔｉ）が添加されるのが好ましく、さ
らに銅（Ｃｕ）が添加されるのがより好ましい。急冷凝固工程では、特定合金溶湯が急冷
凝固されて特定合金固化物が生成される。粉砕工程では、特定合金固化物が粉砕されて特
定合金粉末が形成される。メカニカルグラインディング工程では、特定合金粉末がメカニ
カルグラインディング処理されて上述の合金粒子が製造される。
【００２３】
　この合金粒子製造方法を利用すれば、従前の非水電解質二次電池用負極材料に比べて、
合金粒子中のケイ素相を微細化することができる。このため、この合金粒子製造方法を利
用すれば、充放電サイクル寿命に優れる非水電解質二次電池用負極材料（すなわち、合金
粒子）を得ることができる。
【００２４】
　上述の合金粒子製造方法では、特定合金溶湯において、ケイ素（Ｓｉ）が８５質量％以
下の割合を占めるのが好ましく、７０質量％以下の割合を占めるのが好ましい。急冷凝固
工程において良好に連続鋳造を行うことができ、合金粒子の製造効率を高めることができ
るからである。
【００２５】
　上述の合金粒子製造方法では、特定合金粉末は、ケイ素相の含有量が２０質量％以上の
割合を占め、比重をｙとし、ケイ素相の含有量（質量％）をｘとしたとき、ｙ＞－０．０
２ｘ＋３．８の関係が成立するのが好ましい。なお、この特定合金粉末において、ケイ素
相の含有量は３０質量％以上の割合を占めることが好ましく、３５質量％以上の割合を占
めることがより好ましく、４０質量％以上の割合を占めることがより好ましく、４５質量
％以上の割合を占めることがさらに好ましい。
【００２６】
　メカニカルグラインディング工程では、特定合金粉末の破砕と造粒とが繰り返される。
そして、特定合金粉末がどの程度の頻度で加工媒体となるボールに衝突するかは、その体
積比率に左右される。したがって、同一質量の特定合金粉末をメカニカルグラインディン
グする場合、比重が大きい程、効率よく処理することができる。すなわち、この合金粒子
製造方法では、ケイ素相の含有率を高く維持しながら合金粒子を効率よく処理することが
できる。
【００２７】
　また、特定合金粉末とボールとの体積比率をある一定値に固定した場合、比重が大きい
特定合金粉末ほど、質量換算で多量に処理されることになる。このため、この合金粒子製
造方法を利用すれば、メカニカルグラインディング装置の１バッチ当たりの合金粒子の製
造量を増大させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】実施例１に係る合金粒子の透過型電子顕微鏡写真である（黒色部分がケイ素相で
ある）。
【図２】実施例および比較例に係る合金粒子のケイ素相含有量と比重との関係を示すグラ
フ図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２９】
　＜合金粒子の構成＞
　本発明の一実施形態に係る合金粒子は、金属ケイ化物相およびケイ素相を備える。なお
、本実施の形態に係る合金粒子では、金属ケイ化物相中にケイ素相が分散された状態とな
っている。また、この合金粒子では、ケイ素原子が、合金粒子の全量に対して８５質量％
以下の割合を占める。ケイ素原子は、合金粒子の全量に対して７０質量％以下の割合を占
めるのが好ましい。なお、この合金粒子において、ケイ素原子の含有量は、上述の通り、
ケイ素相が金属ケイ化物相中に分散される状態になるまで高められる必要がある。以下、
金属ケイ化物相およびケイ素相についてそれぞれ詳述する。
【００３０】
　（１）金属ケイ化物相
　金属ケイ化物相は、ケイ素原子および少なくとも二種の金属原子から形成される。なお
、金属ケイ化物相は、金属間化合物であってもよい。また、この金属ケイ化物相には、完
全な結晶質とは言い難いほど、歪（転位）が導入されている。この金属ケイ化物相は、リ
チウム（Ｌｉ）と実質的に反応しないことが必要とされるが、本発明の趣旨を損ねない範
囲でリチウム（Ｌｉ）に対して反応性があってもかまわない。
【００３１】
　この金属ケイ化物相は、主にＭＳｉｘの組成を有するのが好ましい。ここで、Ｍは二種
以上の金属元素であり、Ｓｉはケイ素であり、ｘは０超２未満の値である。そして、Ｍは
、アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）、銅（Ｃｕ）
、コバルト（Ｃｏ）、クロム（Ｃｒ）、バナジウム（Ｖ）、マンガン（Ｍｎ）、亜鉛（Ｚ
ｎ）、イットリウム（Ｙ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ニオブ（Ｎｂ）、モリブデン（Ｍｏ
）、ルテニウム（Ｒｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、パラジウム（Ｐｄ）、銀（Ａｇ）、ハフニ
ウム（Ｈｆ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、白金（Ｐｔ）、ランタン（Ｌａ
）、セリウム（Ｃｅ）、プラセオジム（Ｐｒ）及びネオジム（Ｎｄ）より成る群から選択
される二種以上の金属元素であるのが好ましい。また、金属ケイ化物相は、ケイ素（Ｓｉ
）、ニッケル（Ｎｉ）及びチタン（Ｔｉ）を含有するのが好ましく、さらに銅（Ｃｕ）を
含有するのがより好ましい。
【００３２】
　金属ケイ化物相には、本発明の趣旨を損ねない範囲で、ＴｉＳｉ２、Ｎｉ４Ｔｉ４Ｓｉ

７及びＮｉＳｉ２等のＭＳｉｘ以外の組織が含まれていてもかまわない。かかる場合、金
属ケイ化物相中のＭＳｉｘ含有量は、２０体積％以上であるのが好ましく、３０体積％以
上であるのがより好ましい。
【００３３】
　（２）ケイ素相
　ケイ素相は、主としてケイ素原子から形成される。ケイ素相は、ケイ素原子のみから形
成されるのが好ましい。このケイ素相は、上述の通り、金属ケイ化物相中に分散されてい
る。このケイ素相には、完全な結晶質とは言い難いほど、歪（転位）が導入されている。
【００３４】
　このケイ素相は、合金粒子の全質量に対して２０質量％以上の割合を占める。ケイ素相
は、合金粒子の全質量に対して３０質量％以上の割合を占めるのがより好ましく、４０質
量％以上の割合を占めるのがより好ましく、合金粒子の全質量に対して５０質量％以上の
割合を占めるのがさらに好ましく、合金粒子の全質量に対して６０質量％以上の割合を占
めるのがさらに好ましい。ケイ素相の含有量は、ケイ素相が金属ケイ化物相中に分散され
る状態が維持される限り、すなわち、ケイ素相が島となり金属ケイ化物相が海となる海島
構造が維持される限り、高めることができる。
【００３５】
　ケイ素相の平均粒子径は、０ｎｍ超１００ｎｍ以下であるのが好ましく、０ｎｍ超９０
ｎｍ以下であるのがより好ましく、０ｎｍ超８０ｎｍ以下であるのがさらに好ましく、０
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ｎｍ超７０ｎｍ以下であるのがさらに好ましく、０ｎｍ超６０ｎｍ以下であるのがさらに
好ましく、０ｎｍ超５０ｎｍ以下であるのがさらに好ましく、０ｎｍ超４０ｎｍ以下であ
るのがさらに好ましく、０ｎｍ超３０ｎｍ以下であるのがさらに好ましく、０ｎｍ超２０
ｎｍ以下であるのがさらに好ましく、０ｎｍ超１０ｎｍ以下であるのがさらに好ましい。
【００３６】
　＜合金粒子の製造方法＞
　上記構成を有する合金粒子は、金属溶融工程、急冷凝固工程、粉砕工程およびメカニカ
ルグラインディング工程を経て製造される。以下、各工程について詳述する。
【００３７】
　（１）金属溶融工程
　金属溶融工程では、ケイ素（Ｓｉ）を含む複数の金属原料が溶融されて特定金属溶湯が
調製される。かかる場合、ケイ素（Ｓｉ）は、金属原料の全質量に対して８５質量％以下
となるように、且つ、後工程の急冷凝固工程において２０質量％以上のケイ素相が析出す
るように金属原料に添加される。かかる場合、平衡状態図を利用すれば、ケイ素添加量を
容易に決定することができる。金属原料には、ケイ素（Ｓｉ）以外にニッケル（Ｎｉ）及
びチタン（Ｔｉ）が含まれるのが好ましく、さらに銅（Ｃｕ）が含まれるのがより好まし
い。なお、金属原料は、必ずしも同時に溶融される必要はなく、段階的に溶融されてもか
まわない。
【００３８】
　金属原料は、通常、加熱により溶融状態とされる。金属原料は、不活性ガスまたは真空
の雰囲気下で加熱溶融されるのが好ましい。
【００３９】
　加熱方法としては、高周波誘導加熱、アーク放電加熱（アーク溶解）、プラズマ放電加
熱（プラズマ溶解）、抵抗加熱などが挙げられる。なお、本工程では、組成的に均一な溶
湯を形成することが重要となる。
【００４０】
　（２）急冷凝固工程
　急冷凝固工程では、特定合金溶湯が急冷凝固されて特定合金固化物が生成される。なお
、この急冷凝固工程では、１００Ｋ／秒以上の冷却速度で特定合金溶湯が急冷凝固される
のが好ましく、１，０００Ｋ／秒以上の冷却速度で特定合金溶湯が急冷凝固されるのが好
ましい。
【００４１】
　急冷凝固方法（急冷鋳造方法）としては、ガスアトマイズ法、ロール急冷法、平板鋳造
法、回転電極法、液体アトマイズ法、メルトスピニング法などが挙げられる。
【００４２】
　ガスアトマイズ法は、タンディッシュ内の金属溶湯をタンディッシュ底部の細孔から流
出させ、この金属溶湯の細流にアルゴン（Ａｒ）、窒素（Ｎ２）およびヘリウム（Ｈｅ）
等の高圧の不活性ガスを吹き付けて金属溶湯を粉砕しながら粉末状で凝固させる方法であ
り、球状の粒子が得られる。
【００４３】
　ロール急冷法は、高速回転する単ロール若しくは双ロール上に金属溶湯を落下させるか
、金属溶湯をロールで引き上げて薄鋳片を得る方法である。なお、得られた薄鋳片は、後
工程である粉砕工程において、適当なサイズに粉砕される。
【００４４】
　平板鋳造法は、金属溶湯を鋳造する際に、インゴットの厚みが薄くなるよう平板状の鋳
型に鋳込む方法であり、ブロック状のインゴットよりも冷却速度が速くなる。なお、得ら
れた平板状インゴットは、後工程である粉砕工程において、適当なサイズに粉砕される。
【００４５】
　（３）粉砕工程
　粉砕工程では、特定合金固化物が粉砕されて特定合金粉末が形成される。
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　なお、特定合金粉末は、（バルク）比重をｙとし、ケイ素相の含有量（質量％）をｘと
したとき、ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８の関係（図２参照）が成立するのが好ましい。その
理由は、［課題を解決するための手段］の欄で述べた通りである。
【００４６】
　また、この粉砕工程は、非酸化性雰囲気下で実施されるのが好ましい。粉砕工程では、
特定合金固化物が粉砕されると、新生面が形成されると共に比表面積も増大するからであ
る。なお、非酸化性雰囲気としては、不活性ガス雰囲気が好ましいが、２から５体積％程
度の酸素が含まれていても特段の問題はない。
【００４７】
　（４）メカニカルグラインディング工程
　メカニカルグラインディング工程では、特定合金粉末がメカニカルグラインディング処
理（以下「ＭＧ処理」と称する）されて上述の合金粒子が製造される。なお、ＭＧ処理に
供する特定合金粉末は、５ｍｍ以下の平均粒子径を有するのが好ましく、１ｍｍ以下の平
均粒子径を有するのがより好ましく、５００μｍ以下の平均粒子径を有するのがさらに好
ましい。
【００４８】
　ＭＧ処理では、被処理材である粉末に圧縮力および剪断力が加えられ、粉末が擦りつぶ
されながら粉末の崩壊と造粒とが繰り返し行われる。その結果、粉末の元々の組織は崩壊
され、処理前に存在していた相がナノメートルオーダーで超微細に分散した組織をもつ粒
子が形成される。ただし、この微細組織を構成する相の種類や含有量は処理前と実質的に
同じであり、処理によって新たな相が形成されることは起こらない。このＭＧ処理の特性
のため、本発明に係る合金粒子を非水電解質二次電池用の負極材料として用いた場合、そ
の負極は、安定した放電容量を示す。この点で、元素間の合金化反応が起こり、処理によ
り相の含有量が変化するＭＡ法（メカニカルアロイング法）とは異なる。なお、ＭＧ処理
の過程において、合金粉末の極一部に局所的なメカニカルアロイングが生じてもかまわな
い。
【００４９】
　一方、単なる粉砕では、組織（より具体的には結晶構造）は壊れないので、粉砕後の粒
子は粉砕前の組織を保持している。即ち、粉砕では粒子径だけが小さくなり、組織の微細
化は起こらない。処理中に組織が擦りつぶされて壊れ、組織が微細化するＭＧ処理は、こ
の点で粉砕と異なる。
【００５０】
　ＭＧ処理は、材料の擦りつぶしが可能な任意の粉砕機により実施することができる。こ
のような粉砕機の中でも、ボール状の粉砕媒体を用いる粉砕機、即ち、ボールミル型の粉
砕機が好ましい。ボールミル型の粉砕機は、構造が簡単であること、粉砕媒体のボールが
多様な材質で容易に入手できること、ボール同士の接触点で粉砕・グラインディングが起
こるため非常に多くの場所で均一にグラインディングが進行すること（これは、反応の高
均一性、すなわち、製品の安定性の観点から特に重要である）等のメリットを有しており
、本発明で採用するのに特に好適である。また、ボールミル型の粉砕機の中でも、粉砕筒
を単純に回転するだけではなく、振動を加えることにより粉砕エネルギーを高めた振動ボ
ールミルや、回転するロッドで被粉砕物および粉砕媒体のボールを強制的に攪拌するアト
ライター、回転力と遠心力とで粉砕エネルギーを高めた遊星ボールミル等が好ましい。
【００５１】
　ＭＧ処理は、処理中の材料の酸化を防止するため、アルゴン等の不活性ガス雰囲気中で
行うのが好ましい。ただし、急冷凝固工程における場合と同様、材料に易酸化性の金属元
素が含有されない場合、材料は、空気雰囲気下でＭＧ処理されてもかまわない。なお、本
実施の形態では、ＭＧ処理後の金属粒子は、酸素濃度が２．５質量％以下であるのが好ま
しく、２．０質量％以下であるのがより好ましい。ＭＧ処理後の金属粒子の酸素濃度が２
．５質量％を超えると、金属粒子を非水電解質二次電池用の電極材料として利用した場合
、不可逆容量が大きくなり、充放電効率が著しく低下するからである。
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【００５２】
　ＭＧ処理中、加工熱により合金温度が上昇すると、最終的に得られる合金粒子内部の組
織サイズが粗大化するおそれがある。このため、粉砕機に冷却機構が設けられるのが好ま
しい。かかる場合、ＭＧ処理は、系内が冷却されながら行われる。
【００５３】
　ＭＧ処理は、ステアリン酸、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸リチウム、ステアリン酸
マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸バリウム、ラウリン酸カルシウム
、ラウリン酸バリウム、ラウリン酸亜鉛、ポリビニルピロリドン、オクチル酸亜鉛、リシ
ノール酸カルシウム、リシノール酸バリウム、リシノール酸亜鉛等を被処理材に添加して
行ってもよい。これにより、容器への被処理材の付着が低減される。
【００５４】
　なお、一種以上の金属ケイ化物相、ケイ素相について、それぞれ別々に上述の（１）～
（３）の工程により合金粉末を準備し、上記関係式を満たすように混合した混合合金粉末
をＭＧ処理してもかまわない。このようにして合金粒子が製造されることにより、（ｉ）
溶解性・鋳造性の良い化学組成で原料合金を調製することができ、高い歩留まりで生産で
きる、（ｉｉ）用途により容量が僅かに異なる合金粉末を複数種製造する場合にあらかじ
め準備しておいた合金粉末の混合比率を変えるだけで作り分けすることができる等のメリ
ットを享受することができるからである。
【００５５】
　＜電極の作製＞
　本発明の実施の形態に係る電極は、上述の合金粒子から形成することができる。例えば
、合金粒子に適当な結着剤を混合し、必要に応じて導電性向上のために適当な導電粉を混
合して、電極合剤を調製する。次いで、結着剤を溶解する溶媒を電極合剤に加え、必要で
あればホモジナイザーとガラスビーズを用いて充分に攪拌して電極合剤をスラリー状にす
る。なお、このとき、自転運動と公転運動とを組み合わせたスラリー混練機を用いてもよ
い。このスラリー状の電極合剤を圧延銅箔、銅電析銅箔などの電極基板（集電体）にドク
ターブレード等を用いて塗布し、乾燥した後、ロール圧延等で圧密化させると、非水電解
質二次電池用電極が得られる。なお、この電極は、通常、負極として利用される。
【００５６】
　結着剤としては、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ），ポリメチルメタクリレート（Ｐ
ＭＭＡ）及びポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）等の非水溶性の樹脂（但し、電池
の非水電解質に使用する溶媒に不溶性のもの）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）
及びポリビニルアルコール（ＰＶＡ）等の水溶性樹脂ならびにスチレン－ブタジエン系ゴ
ム（ＳＢＲ）等の水性ディスパージョンタイプの結着剤等が挙げられる。結着剤の溶媒と
しては、結着剤に応じて、Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）、ジメチルホルムアミド（Ｄ
ＭＦ）等の有機溶媒または水を使用することができる。
【００５７】
　導電粉としては、炭素材料（例、カーボンブラック、黒鉛）および金属（例、Ｎｉ）が
挙げられるが、これらの中でも炭素材料が好ましい。炭素材料は、その層間にＬｉイオン
を吸蔵することができるので、導電性に加えて、負極の容量にも寄与することができ、ま
た保液性にも富んでいる。このような炭素材料の中でもアセチレンブラックが特に好まし
い。
【００５８】
　＜非水電解質二次電池の作製＞
　本発明の実施の形態に係る非水電解質二次電池は、上述の負極を利用して作製される。
なお、非水電解質二次電池は、例えば、リチウムイオン二次電池である。そして、上述の
合金粒子および電極は、リチウムイオン二次電池の負極材料および負極として好適である
。ただし、本実施の形態に係る合金粒子および電極は、理論的には、他の非水電解質二次
電池にも適用することができる。
【００５９】
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　なお、非水電解質二次電池は、基本構造として、負極、正極、セパレーター及び非水電
解質を備える。負極は、上述のように本発明に従って製造されたものを使用するが、正極
、セパレーター及び電解質は、公知のもの又は今後開発される材料を適当に使用すればよ
い。
【００６０】
　なお、非水電解質は、液状であってもよいし、固体状であってもよいし、ゲル状であっ
てもよい。固体電解質としては、例えば、ポリエチレンオキシド、ポリテトラフルオロエ
チレン、フッ素含有共重合体およびこれらの組合せなどの高分子電解質が挙げられる。ま
た、液体電解質としては、例えば、炭酸エチレン、炭酸ジエチル、炭酸プロピレン及びこ
れらの組合せが挙げられる。電解質は、リチウム電解質塩と共に提供される。適切な塩と
しては、例えば、六フッ化リン酸リチウム（ＬｉＰＦ6）、ホウフッ化リチウム（ＬｉＢ
Ｆ4）及び過塩素酸リチウム（ＬｉＣｌＯ4）等が挙げられる。また、適切なカソード組成
物としては、例えば、コバルト酸リチウム（ＬｉＣｏＯ2）、マンガン酸リチウム（Ｌｉ
Ｍｎ2Ｏ4）およびＬｉＣｏ0.2Ｎｉ0.8Ｏ2等が挙げられる。
【００６１】
　以下、実施例を示して本発明をより詳細に説明する。
　なお、以下に示される実施例によって本発明が限定されることはない。
【実施例１】
【００６２】
　＜合金粉末の製造＞
　先ず、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が２５．０：１
７．０：５８．０となるようにニッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製
溶解るつぼに投入した。次いで、その溶解るつぼ内をアルゴン（Ａｒ）雰囲気とした後、
溶解るつぼ内の純原料（金属混合物）を高周波誘導加熱により１５００℃まで加熱して完
全に溶解させた。続いて、その溶解物を、周速９０ｍ／分で回転する銅製の水冷ロール上
に接触させることにより急冷凝固させて、薄片状の鋳片を得た（ストリップキャスティン
グ（ＳＣ）法）。なお、このときの冷却速度はおよそ５００～２，０００℃/秒程度であ
ると推察される。そして、このようにして得られた鋳片を粉砕した後、６３μｍの篩で分
級して平均粒径２５～３０μｍの一次粉末を作製した。三元系平衡状態図に基づいた方法
により一次粉末中のケイ素相含有率を算出したところ、その値は３８質量％であった。ま
た、一次粉末の粒子の比重は４．３４であった（表１参照）。そして、式：ｙ＞－０．０
２ｘ＋３．８（ただし、ｘは一次粉末中のケイ素相含有率（質量％）であり、ｙは一次粉
末の比重である。）のｘに３８を代入すると共にｙに４．３４を代入したところ４．３４
＞３．０４となり、同一次粉末の粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。そ
して、さらに、この一次粉末を遊星ボールミル（株式会社栗本鐵工所製ＢＸ３８４Ｅ）に
投入して、その一次粉末を回転数５００ｒｐｍでメカニカルグラインディング処理（以下
「ＭＧ処理」と略する）して合金粉末（以下、合金粉末の一粒を「合金粒子」という場合
がある）を調製した。なお、ＭＧ処理は、窒素雰囲気（酸素１％未満）のグローブボック
ス内で、一次粉末およびボール（材質：ＳＵＳ３０４，ボール径：４ｍｍ，ボール比，一
次粉末：黒鉛（ボールや外壁に対する合金粉末の固着防止）：ボール（混合）＝３４ｇ：
６ｇ：６００ｇ）をポッド（材質：ＳＵＳ３０４，内径：１００ｍｍ，深さ：６７ｍｍ，
回転数：５００ｒｐｍ）内へ挿入した後、そのポッドに蓋をして１０時間に亘って行われ
た。ＭＧ処理後、窒素雰囲気（酸素１％未満）のグローブボックス内で合金粉末を取り出
して篩分級（６３μｍ）した。
【００６３】
　なお、上記ＭＧ処理時のＭＧ加工性指標値は１３６であった（表１参照）。このＭＧ加
工性指標値は、合金粉末の粒子の比重が３．２であるときの合金粉末に対するボールの体
積比を基準として求められる。すなわち、例えば、上述の体積比でボールと合金粉末を混
合する際に、仮に合金粒子の比重が先の合金粒子の比重の１．２倍であれば、１バッチ処
理質量が＋２０％となり、ＭＧ加工性指標値が１２０％となる。



(11) JP WO2014/034494 A1 2014.3.6

10

20

30

40

50

【００６４】
　＜合金粒子中のケイ素相の寸法＞
　透過型電子顕微鏡写真（明視野像）（図１参照）を利用してｎｍオーダー（１μｍ未満
）のケイ素相の直径を直接的に計測した。
【００６５】
　また、合金粒子の断面が露出するように切断した試料片の断面の走査型電子顕微鏡写真
を利用してμｍオーダー（１μｍ以上）のケイ素相の直径を直接的に計測した。なお、本
実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２０ｎｍであった（表１参照）。
【００６６】
　＜合金粉末の負極特性および合金粒子中のケイ素相含有率＞
　（１）負極の製造
　上述の合金粉末７５質量部に対して、５質量部のスチレンブタジエンラバー（ＳＢＲ）
（バインダー）、５質量部のカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）（バインダー）、１
５質量部のアセチレンブラック粉末（導電粉）を加え、さらにその混合物に蒸留水を添加
した後に混練して均一な負極合剤スラリーを調製した。
【００６７】
　この負極合剤スラリーを、ドクターブレードを用いて３０μｍ厚の電解銅箔上に薄く塗
布し、乾燥させて塗膜を形成した。この塗膜を、直径１３ｍｍの大きさのポンチを用いて
打ち抜き、非水電解質二次電池の負極とした。なお、銅箔上の合剤塗布量は２～３ｍｇ／
ｃｍ２の範囲内であった。
【００６８】
　（２）負極性能評価方法
　（２－１）負極性能評価用コイン型電池の作製
　上述の負極の性能を、対極にＬｉ金属を用いたコイン型電池（２０１６型）を作製して
評価した。具体的には、負極電極上に直径１９ｍｍのセパレーターを配置し、さらにその
上に直径１５ｍｍに打ち抜いた金属Ｌｉを配置し、その積層物をケース内に納めた後にそ
のケースの外周部を専用のかしめ機でプレス加工して、コイン型電池（２０１６型）を作
製した。なお、電解液としては、エチレンカーボネートとエチルメチルカーボネートの１
：３混合溶媒中に、支持電解質のＬｉＰＦ６が１Ｍｏｌ／ＬとなるようにＬｉＰＦ６を溶
解させた溶液を使用した。また、この電解液には、添加剤として８質量％のフルオロエチ
レンカーボネートを添加した。
【００６９】
　（２－２）初回充電容量、初回放電容量、初回効率
　上述のコイン型電池において、先ず、０．１５ｍＡの電流値で、対極に対して電位差５
ｍＶになるまで定電流ドープ（負極へのリチウムイオンの挿入、リチウムイオン二次電池
の充電に相当）を行った後、さらに５ｍＶを保持したまま、電流値が１０μＡになるまで
定電圧でドープを続けた。３０分間の休止時間後、０．１５ｍＡの定電流で、電位差１.
２Ｖになるまで脱ドープ（電極からのリチウムイオンの離脱、リチウムイオン二次電池の
放電に相当）を行ってこのコイン型電池の初回充電容量および初回放電容量を求めた。な
お、本実施例において、初回充電容量および初回放電容量は、黒鉛のリチウムイオン吸蔵
量を０（ゼロ）と仮定して計算したもの、すなわち合金粒子のみの質量を分母として計算
したものである。つまり、本実施例に係る初回充電容量および初回放電容量は、初回充電
容量および初回放電容量の測定値を０．８５（＝３４／（３４＋６））で割った値である
。このコイン型電池の初回充電容量は１０５１ｍＡｈ／ｇであり、初回放電容量は８３４
ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は７９％であった。
【００７０】
　（２－３）容量維持率
　上述のコイン型電池において、先ず、０．１５ｍＡの電流値で、対極に対して電位差５
ｍＶになるまで定電流ドープ（負極へのリチウムイオンの挿入、リチウムイオン二次電池
の充電に相当）を行った後、さらに５ｍＶを保持したまま、電流値が１０μＡになるまで
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定電圧でドープを続けた。３０分間の休止時間後、０．１５ｍＡの定電流で、電位差１.
２Ｖになるまで脱ドープ（電極からのリチウムイオンの離脱、リチウムイオン二次電池の
放電に相当）を行った。
【００７１】
　２サイクル目以降、０．７５ｍＡの定電流で、対極に対して電位差５ｍＶになるまでド
ープした後（充電に相当）、さらに５ｍＶを保持したまま、１０μＡになるまで定電圧で
ドープを続けた。次に、０．７５ｍＡの定電流で、電位差５ｍＶになるまで脱ドープを行
って（放電に相当）、脱ドープ容量を測定した。このときの脱ドープ容量を放電容量とし
た。
【００７２】
　上述と同一条件でドープと脱ドープとを５１回繰り返し、「２サイクル目の脱ドープ時
の放電容量」に対する「５１サイクル目の脱ドープ時の放電容量」の比率を容量維持率（
以下「５１Ｃ容量維持率」という）とした。なお、環境温度は２５℃であった。この５１
Ｃ容量維持率が８５％以上であれば、実用電池として良好であると見なすことができる。
なお、本実施例に係るコイン型電池の５１Ｃ容量維持率は、８９．８％であった（表１参
照）。
【００７３】
　（３）合金粒子中のケイ素相含有率
　合金粒子中のケイ素相含有率は、「上記コイン型電池の１サイクル目の放電容量」を「
ケイ素粉末のみを活物質とする活物質層を備える電極が組み込まれたコイン型電池の１サ
イクル目の放電容量の実測値３２００ｍＡｈ／ｇ」で割って１００を掛けることにより求
めた。なお、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２６質量％であった（表１参
照）。
【実施例２】
【００７４】
　ニッケル、チタン及びケイ素の質量比が１３．５：２１．５：６５．０となるようにニ
ッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ
処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にし
て合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。ま
た、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコ
イン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率
を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【００７５】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．６８であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は４１質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに４１を
代入すると共にｙに３．６８を代入したところ３．６８＞２．９８となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１１５であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は９５８ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は７８２ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８２％であった。また、本
実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２４質量％であった。（表１参照）
【実施例３】
【００７６】
　ニッケル、チタン及びケイ素の質量比が１４．０：１９．０：６７．０となるようにニ
ッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ
処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にし
て合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。ま
た、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコ
イン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率
ならびに５１Ｃ容量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
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【００７７】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．６６であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は４６質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに４６を
代入すると共にｙに３．６６を代入したところ３．６６＞２．８８となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１１５であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は９７９ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は８０７ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８２％であり、５１Ｃ容量
維持率は８９．９％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２５
質量％であった。（表１参照）
【実施例４】
【００７８】
　ニッケル、チタン及びケイ素の質量比が１２．０：１８．０：７０．０となるようにニ
ッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ
処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にし
て合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。ま
た、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコ
イン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率
を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【００７９】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．５１であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は５０質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに５０を
代入すると共にｙに３．５１を代入したところ３．５１＞２．８０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１１０であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１６２７ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は１４２０ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８７％であった。また
、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は４４質量％であった。（表１参照）
【実施例５】
【００８０】
　アルミニウム（Ａｌ）、ニッケル（Ｎｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が２６．５：２
８．９：４４．６となるようにアルミニウム、ニッケル及びケイ素の純原料をチタン酸ア
ルミ製溶解るつぼに投入した以外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１
と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、実施例１と同様に、この合
金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製して、そのコ
イン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求
めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【００８１】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．３３であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は４０質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに４０を
代入すると共にｙに４．３３を代入したところ４．３３＞３．００となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１３５であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１０２８ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は８３３ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８１％であり、５１Ｃ容
量維持率は８５．８％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２
６質量％であった。（表１参照）
【実施例６】
【００８２】
　アルミニウム、ニッケル及びケイ素の質量比が２６．５：２８．９：４４．６となるよ



(14) JP WO2014/034494 A1 2014.3.6

10

20

30

40

50

うにアルミニウム、ニッケル及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入し
たこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を３６．８ｇ：３．２ｇとしたこと以外は
、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相
の寸法を測定した。また、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にそ
の負極を組み込んだコイン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放
電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相
含有率を求めた。
【００８３】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．３３であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は４０質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに４０を
代入すると共にｙに４．３３を代入したところ４．３３＞３．００となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１３５であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１１０８ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は９６０ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８７％であり、５１Ｃ容
量維持率は８５．２％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は３
０質量％であった。（表１参照）
【実施例７】
【００８４】
　アルミニウム（Ａｌ）、ニッケル（Ｎｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が３０．１：３
２．７：３７．２となるようにアルミニウム、ニッケル及びケイ素の純原料をチタン酸ア
ルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を３６．８ｇ：
３．２ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様に
して合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、実施例１と同様に、この合金粉末か
ら負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製して、そのコイン型電
池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求めると共
に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【００８５】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．５９であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は３２質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに３２を
代入すると共にｙに４．５９を代入したところ４．５９＞３．１６となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１４４であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は９１２ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は７７２ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８５％であり、５１Ｃ容量
維持率は８９．７％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２４
質量％であった。（表１参照）
【実施例８】
【００８６】
　アルミニウム（Ａｌ）、ニッケル（Ｎｉ）、コバルト（Ｃｏ）及びケイ素（Ｓｉ）の質
量比が２６．５：２３．９：５．０：４４．６となるようにアルミニウム、ニッケル、コ
バルト及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ処理時の
一次粉末：黒鉛の質量比を３６．８ｇ：３．２ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にし
て合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。ま
た、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコ
イン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率
ならびに５１Ｃ容量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【００８７】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．３３であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は３８質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに３８を
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代入すると共にｙに４．３３を代入したところ４．３３＞３．０４となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１３５であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１０７６ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は９３０ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８６％であり、５１Ｃ容
量維持率は８８．５％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２
９質量％であった。（表１参照）
【実施例９】
【００８８】
　アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が２６．１：２１．６
：５２．３となるようにアルミニウム、鉄及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解る
つぼに投入した以外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして
合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、実施例１と同様に、この合金粉末から負
極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製して、そのコイン型電池の
初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求めると共に、
合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【００８９】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．４４であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は３０質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに３０を
代入すると共にｙに３．４４を代入したところ３．４４＞３．２０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１０７であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は９４６ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は７５８ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８０％であり、５１Ｃ容量
維持率は８９．４％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２４
質量％であった。（表２参照）
【実施例１０】
【００９０】
　アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が
２９．８：１２．７：１２．０：４５．５となるようにアルミニウム、鉄、コバルト及び
ケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入した以外は、実施例１と同様にして
合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また
、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイ
ン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率な
らびに５１Ｃ容量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【００９１】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．９３であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は２５質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに２５を
代入すると共にｙに３．９３を代入したところ３．９３＞３．３０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１２３であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は８３４ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は６５１ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は７８％であり、５１Ｃ容量
維持率は９５．２％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２０
質量％であった。（表２参照）
【実施例１１】
【００９２】
　アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）、クロム（Ｃｒ）及びケイ素素（Ｓｉ）の質量比が
２９．８：１４．７：１０．０：４５．５となるようにアルミニウム、鉄、クロム及びケ
イ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入した以外は、実施例１と同様にして合
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金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、
実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン
型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率なら
びに５１Ｃ容量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【００９３】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．７４であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は２５質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに２５を
代入すると共にｙに３．７４を代入したところ３．７４＞３．３０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１１７であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は８４９ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は６７２ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は７９％であり、５１Ｃ容量
維持率は９１．２％であった。また、合金粒子中のケイ素相含有率は２１質量％であった
。（表２参照）
【実施例１２】
【００９４】
　銅（Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が７．５
：２３．８：１８．４：５０．３となるように銅、ニッケル、チタン及びケイ素の純原料
をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を
３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同
様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、実施例１と同様に、この合金粉
末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製して、そのコイン
型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求める
と共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【００９５】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．７９であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は３０質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに３０を
代入すると共にｙに４．７９を代入したところ４．７９＞３．２０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１５０であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は９４８ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は７８０ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８２％であり、５１Ｃ容量
維持率は９３．７％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２４
質量％であった。（表２参照）
【実施例１３】
【００９６】
　銅（Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が１５．
０：２１．１：１５．４：４８．５となるように銅、ニッケル、チタン及びケイ素の純原
料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比
を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と
同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、実施例１と同様に、この合金
粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製して、そのコイ
ン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求め
ると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【００９７】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は５．０４であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は３５質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに３５を
代入すると共にｙに５．０４を代入したところ５．０４＞３．１０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１５８であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
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０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１１０９ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は９２６ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８３％であり、５１Ｃ容
量維持率は９２．６％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２
９質量％であった。（表２参照）
【実施例１４】
【００９８】
　銅（Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が１５．
０：１９．２：１３．８：５２．０となるように銅、ニッケル、チタン及びケイ素の純原
料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比
を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と
同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、実施例１と同様に、この合金
粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製して、そのコイ
ン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求め
ると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【００９９】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．８８であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は３８質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに３８を
代入すると共にｙに４．８８を代入したところ４．８８＞３．０４となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１５３であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１２６６ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は１１１１ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８８％であり、５１Ｃ
容量維持率は８５．２％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は
３５質量％であった。（表２参照）
【実施例１５】
【０１００】
　銅（Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）、コバルト（Ｃｏ）及びケイ素（Ｓｉ
）の質量比が１１．２：１５．６：１５．４：５．０：５２．８となるように銅、ニッケ
ル、チタン、コバルト及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと
、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同
様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定し
た。また、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込
んだコイン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初
回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた
。
【０１０１】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．７６であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は３６質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに３６を
代入すると共にｙに４．７６を代入したところ４．７６＞３．０８となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１４９であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１２２７ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は１０６４ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８７％であり、５１Ｃ
容量維持率は８７．２％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は
３３質量％であった。（表２参照）
【実施例１６】
【０１０２】
　ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が２０．９：１７．１
：６２．０となるようにニッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解る
つぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を９４ｇ：６ｇとしたこと以
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外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ
素相の寸法を測定した。また、負極合剤スラリーの調製を、上述の合金粉末２２．５質量
部に対して５２．５質量部の黒鉛粉末、５．０質量部のＳＢＲ、５．０質量部のＣＭＣ、
１５．０質量部のアセチレンブラック粉末を加え、さらにその混合物に蒸留水を添加した
後に混練することによって行った以外は、実施例１と同様にしてこの合金粉末から負極を
製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製した。そして、実施例１と同様
にしてそのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容
量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１０３】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．０８であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は４４質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに４４を
代入すると共にｙに４．０８を代入したところ４．０８＞２．９２となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１２７であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は１０～
４０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１５７３ｍＡｈ
／ｇであり、初回放電容量は１３５２ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８６％であり、５１
Ｃ容量維持率は９１．５％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率
は４２質量％であった。（表２参照）
【実施例１７】
【０１０４】
　ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が１６．８：１３．６
：６９．６となるようにニッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解る
つぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を９４ｇ：６ｇとしたこと以
外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ
素相の寸法を測定した。また、負極合剤スラリーの調製を、上述の合金粉末２２．５質量
部に対して５２．５質量部の黒鉛粉末、５．０質量部のＳＢＲ、５．０質量部のＣＭＣ、
１５．０質量部のアセチレンブラック粉末を加え、さらにその混合物に蒸留水を添加した
後に混練することによって行った以外は、実施例１と同様にしてこの合金粉末から負極を
製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製した。そして、実施例１と同様
にしてそのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容
量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１０５】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．７３であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は５６質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに５６を
代入すると共にｙに３．７３を代入したところ３．７３＞２．６８となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１１７であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は１０～
４０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１６８８ｍＡｈ
／ｇであり、初回放電容量は１４８２ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８８％であり、５１
Ｃ容量維持率は９０．１％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率
は４６質量％であった。（表３参照）
【実施例１８】
【０１０６】
　ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が１２．６：１０．２
：７７．２となるようにニッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解る
つぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を９４ｇ：６ｇとしたこと以
外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ
素相の寸法を測定した。また、負極合剤スラリーの調製を、上述の合金粉末２２．５質量
部に対して５２．５質量部の黒鉛粉末、５．０質量部のＳＢＲ、５．０質量部のＣＭＣ、
１５．０質量部のアセチレンブラック粉末を加え、さらにその混合物に蒸留水を添加した
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後に混練することによって行った以外は、実施例１と同様にしてこの合金粉末から負極を
製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製した。そして、実施例１と同様
にしてそのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容
量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１０７】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．３８であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は６７質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに６７を
代入すると共にｙに３．３８を代入したところ３．３８＞２．４６となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１０６であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は１０～
４０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は２０７４ｍＡｈ
／ｇであり、初回放電容量は１８２４ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８８％であり、５１
Ｃ容量維持率は８８．５％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率
は５７質量％であった。（表３参照）
【実施例１９】
【０１０８】
　ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が８．４：６．８：８
４．８となるようにニッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼ
に投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を９４ｇ：６ｇとしたこと以外は
、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相
の寸法を測定した。また、負極合剤スラリーの調製を、上述の合金粉末２２．５質量部に
対して５２．５質量部の黒鉛粉末、５．０質量部のＳＢＲ、５．０質量部のＣＭＣ、１５
．０質量部のアセチレンブラック粉末を加え、さらにその混合物に蒸留水を添加した後に
混練することによって行った以外は、実施例１と同様にしてこの合金粉末から負極を製造
すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製した。そして、実施例１と同様にし
てそのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維
持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１０９】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．０３であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は７８質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに７８を
代入すると共にｙに３．０３を代入したところ３．０３＞２．２４となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は９５であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は２０～５
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は２４６０ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は２０４５ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８３％であり、５１Ｃ
容量維持率は８３．４％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は
６４質量％であった。（表３参照）
【実施例２０】
【０１１０】
　ニッケル（Ｎｉ）、鉄（Ｆｅ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が２１．３：８．７：７０
．０となるようにニッケル、鉄及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入
したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を９４ｇ：６ｇとしたこと以外は、実施
例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法
を測定した。また、負極合剤スラリーの調製を、上述の合金粉末２２．５質量部に対して
５２．５質量部の黒鉛粉末、５．０質量部のＳＢＲ、５．０質量部のＣＭＣ、１５．０質
量部のアセチレンブラック粉末を加え、さらにその混合物に蒸留水を添加した後に混練す
ることによって行った以外は、実施例１と同様にしてこの合金粉末から負極を製造すると
共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製した。そして、実施例１と同様にしてその
コイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を
求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
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【０１１１】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．２１であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は５６質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに５６を
代入すると共にｙに４．２１を代入したところ４．２１＞２．６８となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１３２であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は１０～
４０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１７５０ｍＡｈ
／ｇであり、初回放電容量は１５４０ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８８％であり、５１
Ｃ容量維持率は８９．３％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率
は４８質量％であった。（表３参照）
【実施例２１】
【０１１２】
　ニッケル（Ｎｉ）、クロム（Ｃｒ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が２１．６：８．２：
７０．２となるようにニッケル、クロム及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつ
ぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を９４ｇ：６ｇとしたこと以外
は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素
相の寸法を測定した。また、負極合剤スラリーの調製を、上述の合金粉末２２．５質量部
に対して５２．５質量部の黒鉛粉末、５．０質量部のＳＢＲ、５．０質量部のＣＭＣ、１
５．０質量部のアセチレンブラック粉末を加え、さらにその混合物に蒸留水を添加した後
に混練することによって行った以外は、実施例１と同様にしてこの合金粉末から負極を製
造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製した。そして、実施例１と同様に
してそのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量
維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１１３】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．１５であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は５６質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに５６を
代入すると共にｙに４．１５を代入したところ４．１５＞２．６８となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１３０であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は１０～
４０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１８８２ｍＡｈ
／ｇであり、初回放電容量は１６６４ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８８％であり、５１
Ｃ容量維持率は８８．８％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率
は５２質量％であった。（表３参照）
【０１１４】
（比較例１）
　チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が４６．０：５４．０となるようにチタン
及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入した以外は、実施例１と同様に
して合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。
また、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだ
コイン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効
率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１１５】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．３３であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は０質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに０を代入
すると共にｙに３．３３を代入したところ３．３３＜３．８０となり、同一次粉末の粒子
に対して同式が成立しないことが明らかとなった。また、本比較例に係るＭＧ処理時のＭ
Ｇ加工性指標値は１０４であった。また、本比較例に係るコイン型電池の初回充電容量は
２６ｍＡｈ／ｇであり、初回放電容量は６ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は２３％であった
。また、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は０質量％であった。（表４参照）
【０１１６】
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（比較例２）
　チタン及びケイ素の質量比が３６．８：６３．２となるようにチタン及びケイ素の純原
料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入した以外は、実施例１と同様にして合金粉末を調
製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、実施例１と
同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作
製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ
容量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１１７】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．１３であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は２０質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに２０を
代入すると共にｙに３．１３を代入したところ３．１３＜３．４０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立しないことが明らかとなった。また、本比較例に係るＭＧ処理時
のＭＧ加工性指標値は９８であり、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本比較例に係るコイン型電池の初回充電容量は８５１ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は６８１ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８０％であり、５１Ｃ容量
維持率は８８．０％であった。また、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２１
質量％であった。（表４参照）
【０１１８】
（比較例３）
　チタン及びケイ素の質量比が３４．５：６５．５となるようにチタン及びケイ素の純原
料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比
を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と
同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、実施例１と同様に、この合金
粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製して、そのコイ
ン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求め
ると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１１９】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．０８であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は２５質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに２５を
代入すると共にｙに３．０８を代入したところ３．０８＜３．３０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立しないことが明らかとなった。また、本比較例に係るＭＧ処理時
のＭＧ加工性指標値は９６であり、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本比較例に係るコイン型電池の初回充電容量は８９１ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は７３８ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８３％であり、５１Ｃ容量
維持率は８１．０％であった。また、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２３
質量％であった。（表４参照）
【０１２０】
（比較例４）
　ニッケル、チタン及びケイ素の質量比が１８．０：２６．０：５６．０となるようにニ
ッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ
処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にし
て合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。ま
た、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコ
イン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率
を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１２１】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．０８であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は１５質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに１５を
代入すると共にｙに４．０８を代入したところ４．０８＞３．５０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本比較例に係るＭＧ処理時の
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ＭＧ加工性指標値は１２８であり、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本比較例に係るコイン型電池の初回充電容量は５７０ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は４２２ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は７４％であった。また、本
比較例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は１３質量％であった。（表４参照）
【０１２２】
（比較例５）
　アルミニウム、鉄及びケイ素の質量比が３３．５：２７．８：３８．７となるようにア
ルミニウム、鉄及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ
処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にし
て合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。ま
た、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコ
イン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率
を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１２３】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．９９であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は１０質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに１０を
代入すると共にｙに３．９９を代入したところ３．９９＞３．６０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本比較例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１２５であり、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本比較例に係るコイン型電池の初回充電容量は２５４ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は１３３ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は５２％であった。また、本
比較例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は４質量％であった。（表４参照）
【０１２４】
（比較例６）
　ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が４．２：３．４：９
２．４となるようにニッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼ
に投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を９４ｇ：６ｇとしたこと以外は
、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相
の寸法を測定した。また、負極合剤スラリーの調製を、上述の合金粉末２２．５質量部に
対して５２．５質量部の黒鉛粉末、５．０質量部のＳＢＲ、５．０質量部のＣＭＣ、１５
．０質量部のアセチレンブラック粉末を加え、さらにその混合物に蒸留水を添加した後に
混練することによって行った以外は、実施例１と同様にしてこの合金粉末から負極を製造
すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製した。そして、実施例１と同様にし
てそのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維
持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１２５】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は２．６８であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は８９質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに８９を
代入すると共にｙに２．６８を代入したところ２．６８＞２．０２となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本比較例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は８４であり、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は２０～５
０ｎｍであった。また、本比較例に係るコイン型電池の初回充電容量は２９５６ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は２４０９ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８１％であり、５１Ｃ
容量維持率は７７．４％であった。また、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は
７５質量％であった。（表４参照）
【０１２６】
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【表１】

【０１２７】
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【表２】

【０１２８】
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【０１２９】
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【表４】

【産業上の利用可能性】
【０１３０】
　本発明に係る合金粒子は、非水電解質二次電池用の負極活物質として利用することがで
きる。
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【図２】 【図１】

【手続補正書】
【提出日】平成27年12月25日(2015.12.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主にＭＳｉｘ（ここで、Ｍは二種以上の金属元素であってアルミニウム（Ａｌ）、鉄（
Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及び銅（Ｃｕ）より成る群から選択される少
なくとも一種の金属元素を含み、Ｓｉはケイ素であり、ｘは０超２未満の値である。）の
組成を有し、リチウムと実質的に反応性を示さない金属ケイ化物相と、
　主としてケイ素原子から形成され、前記金属ケイ化物相中に分散されるケイ素相と
を備え、
　前記ケイ素相は、全量に対して２０質量％以上の割合を占めると共に平均粒子径が１０
０ｎｍ以下であり、
　前記ケイ素原子は、全量に対して８５質量％以下の割合を占めている
合金粒子。
【請求項２】
　前記ケイ素原子は、全量に対して７０質量％以下の割合を占めている
請求項１に記載の合金粒子。
【請求項３】
　前記Ｍには、コバルト（Ｃｏ）及びクロム（Ｃｒ）より成る群から選択される少なくと
も一種の金属元素が含まれる
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請求項１または２に記載の合金粒子。
【請求項４】
　主にＭＳｉｘ（ここで、Ｍは二種以上の金属元素であってコバルト（Ｃｏ）及びクロム
（Ｃｒ）より成る群から選択される少なくとも一種の金属元素を含み、Ｓｉはケイ素であ
り、ｘは０超２未満の値である。）の組成を有し、リチウムと実質的に反応性を示さない
金属ケイ化物相と、
　主としてケイ素原子から形成され、前記金属ケイ化物相中に分散されるケイ素相と
を備え、
　前記ケイ素相は、全量に対して２０質量％以上の割合を占めると共に平均粒子径が１０
０ｎｍ以下であり、
　前記ケイ素原子は、全量に対して８５質量％以下の割合を占めている
合金粒子。
【請求項５】
　前記ケイ素原子は、全量に対して７０質量％以下の割合を占めている
請求項４に記載の合金粒子。
【請求項６】
　前記Ｍには、アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）
及び銅（Ｃｕ）より成る群から選択される少なくとも一種の金属元素が含まれる
請求項４または５に記載の合金粒子。
【請求項７】
　主にＭＳｉｘ（ここで、Ｍは二種以上の金属元素であってニッケル（Ｎｉ）及びチタン
（Ｔｉ）を含み、Ｓｉはケイ素であり、ｘは０超２未満の値である。）の組成を有し、リ
チウムと実質的に反応性を示さない金属ケイ化物相と、
　主としてケイ素原子から形成され、前記金属ケイ化物相中に分散されるケイ素相と
を備え、
　前記ケイ素相は、全量に対して２０質量％以上の割合を占めると共に平均粒子径が１０
０ｎｍ以下であり、
　前記ケイ素原子は、全量に対して８５質量％以下の割合を占めている
合金粒子。
【請求項８】
　前記ケイ素原子は、全量に対して７０質量％以下の割合を占めている
請求項７に記載の合金粒子。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の合金粒子を活物質として備える電極。
【請求項１０】
　請求項９に記載の電極を負極として備える非水電解質二次電池。
【請求項１１】
　５０回の充放電サイクル時点において初期サイクル時点に対する容量保持率が８５％以
上である
請求項１０に記載の非水電解質二次電池。
【請求項１２】
　少なくともケイ素（Ｓｉ）、ならびに、アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）、ニッケル
（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）および銅（Ｃｕ）より成る群から選択される少なくとも一種の
金属を含む二種以上の金属を溶融して特定合金溶湯を調製する金属溶融工程と、
　前記特定合金溶湯を急冷凝固して特定合金固化物を生成させる急冷凝固工程と、
　前記特定合金固化物を粉砕して特定合金粉末を形成する粉砕工程と、
　前記特定合金粉末をメカニカルグラインディング処理して請求項１または２に記載の合
金粒子を製造するメカニカルグラインディング工程と
を備え、
　前記特定合金粉末は、ケイ素相の含有量が２０質量％以上の割合を占め、比重をｙとし
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、前記ケイ素相の含有量（質量％）をｘとしたとき、ｙ＞－０．０２ｘ+３．８の関係が
成立する
合金粒子製造方法。
【請求項１３】
　少なくともケイ素（Ｓｉ）、および、コバルト（Ｃｏ）及びクロム（Ｃｒ）より成る群
から選択される少なくとも一種の金属を含む二種以上の金属を溶融して特定合金溶湯を調
製する金属溶融工程と、
　前記特定合金溶湯を急冷凝固して特定合金固化物を生成させる急冷凝固工程と、
　前記特定合金固化物を粉砕して特定合金粉末を形成する粉砕工程と、
　前記特定合金粉末をメカニカルグラインディング処理して請求項４または５に記載の合
金粒子を製造するメカニカルグラインディング工程と
を備え、
　前記特定合金粉末は、ケイ素相の含有量が２０質量％以上の割合を占め、比重をｙとし
、前記ケイ素相の含有量（質量％）をｘとしたとき、ｙ＞－０．０２ｘ+３．８の関係が
成立する
合金粒子製造方法。
【請求項１４】
　ケイ素（Ｓｉ）、ニッケル（Ｎｉ）およびチタン（Ｔｉ）を含有する金属を溶融して特
定合金溶湯を調製する金属溶融工程と、
　前記特定合金溶湯を急冷凝固して特定合金固化物を生成させる急冷凝固工程と、
　前記特定合金固化物を粉砕して特定合金粉末を形成する粉砕工程と、
　前記特定合金粉末をメカニカルグラインディング処理して請求項７または８に記載の合
金粒子を製造するメカニカルグラインディング工程と
を備え、
　前記特定合金粉末は、ケイ素相の含有量が２０質量％以上の割合を占め、比重をｙとし
、前記ケイ素相の含有量（質量％）をｘとしたとき、ｙ＞－０．０２ｘ+３．８の関係が
成立する
合金粒子製造方法。
【請求項１５】
　前記特定合金溶湯では、前記ケイ素（Ｓｉ）が８５質量％以下の割合を占めている
請求項１２から１４のいずれかに記載の合金粒子製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非水電解質二次電池用負極活物質として利用することができる合金粒子に関
する。本発明は、その合金粒子の製造方法にも関する。本発明は、その合金粒子から形成
される電極にも関する。本発明は、その電極を負極として備える非水電解質二次電池にも
関する。
【背景技術】
【０００２】
　過去に「リチウム（Ｌｉ）と可逆的に反応可能な１以上の元素で構成する１以上の活物
質相と、長周期型周期表のＩＩＡ族元素、遷移元素、ＩＩＩＢ族元素及びＩＶＢ族元素か
ら選ばれた１以上の元素で構成する１以上の不活性相とを有する、メカニカルグラインデ
ィング処理された非水電解質二次電池用負極材料」が提案されている（特開２００４－０
９５４６９号公報参照）。
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【０００３】
　このような非水電解質二次電池用負極材料は、「充電・放電容量が大きい」、「充放電
サイクル寿命に非常に優れる」、「充放電効率が高い」、「特性のバラツキが小さい」と
の特徴を有するため、次世代材料として注目を浴びている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－０９５４６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、従前の非水電解質二次電池用負極材料と同等またはそれよりも高い充
放電サイクル寿命を有すると共に、従前の非水電解質二次電池用負極材料よりも充電・放
電容量が大きい非水電解質二次電池用負極材料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一局面に係る合金粒子は、金属ケイ化物相およびケイ素相を備える。金属ケイ
化物相は、主にＭＳｉｘ（ここで、Ｍは二種以上の金属元素であってアルミニウム（Ａｌ
）、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及び銅（Ｃｕ）より成る群から選択
される少なくとも一種の金属元素を含み、Ｓｉはケイ素であり、ｘは０超２未満の値であ
る。）の組成を有する。そして、この金属ケイ化物相は、リチウムと実質的に反応性を示
さない。ケイ素相は、主としてケイ素原子から形成される。ケイ素相は、ケイ素原子のみ
から形成されることが好ましい。そして、このケイ素相は、金属ケイ化物相中に分散され
ている。この合金粒子において、ケイ素相は、合金粒子の全量に対して２０質量％以上の
割合を占める。ケイ素相は、合金粒子の全量に対して２２質量％以上の割合を占めること
が好ましく、２４質量％以上の割合を占めることがより好ましく、２６質量％以上の割合
を占めることがさらに好ましく、２８質量％以上の割合を占めることがさらに好ましく、
３０質量％以上の割合を占めることが特に好ましい。そして、このケイ素相は、平均粒子
径が０ｎｍ超１００ｎｍ以下である。ケイ素相の平均粒子径が小さくなる程、充放電サイ
クル寿命が向上する。ケイ素原子は、全量に対して８５質量％以下の割合を占める。ケイ
素原子は、全量に対して７０質量％以下の割合を占めることが好ましい。
【０００７】
　この合金粒子では、ケイ素相が金属ケイ化物相中に分散されている。このため、この合
金粒子が非水電解質二次電池用負極材料として利用された場合、リチウム（Ｌｉ）と実質
的に反応性を示さない金属ケイ化物相が、リチウム（Ｌｉ）の吸蔵・放出により膨張収縮
するケイ素相を物理的に拘束することができる。したがって、この合金粒子は、従前の非
水電解質二次電池用負極材料と同等またはそれよりも高い充放電サイクル寿命を示すこと
ができる。
【０００８】
　また、この合金粒子では、ケイ素相が、合金粒子全量に対して２０質量％以上の割合を
占めている。このため、この合金粒子は、従前の非水電解質二次電池用負極材料よりも充
電・放電容量が大きくなる。
【０００９】
　したがって、この合金粒子は、従前の非水電解質二次電池用負極材料と同等またはそれ
よりも高い充電・放電サイクル寿命を有すると共に、従前の非水電解質二次電池用負極材
料よりも充電・放電容量が大きい。
【００１０】
　なお、金属ケイ化物は、通常、導電性が良好であり、また、ケイ素より酸化しにくいた
め、表面酸化物に起因する不可逆反応が少ない。このため、この合金粒子が非水電解質二
次電池用負極材料として利用された場合、非水電解質二次電池の負極において効率的に電
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子の授受を行うことができ、延いては充放電効率を良好に保つことできる。
【００１１】
　この合金粒子が非水電解質二次電池用負極材料として利用された場合、電解液と接触す
るケイ素部分（ケイ素相）の面積が小さくなるため、ケイ素による電解液の分解が抑制さ
れる。
【００１２】
　さらに、この合金粒子では、ケイ素原子が、合金粒子全量に対して８５質量％以下、好
ましくは７０質量％以下の割合を占める化学組成を有する。このため、この合金粒子は、
製造時において連続鋳造性に優れる。
【００１３】
　さらに、この合金粒子では、Ｍは二種以上の金属元素であってアルミニウム（Ａｌ）、
鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及び銅（Ｃｕ）より成る群から選択され
る少なくとも一種の金属元素を含む。このため、原料費を抑制することができる。
【００１４】
　さらに、この合金粒子では、Ｍに、コバルト（Ｃｏ）及びクロム（Ｃｒ）より成る群か
ら選択される少なくとも一種の金属元素が含まれてもよい。
【００１５】
　本発明の他の局面に係る合金粒子は、金属ケイ化物相およびケイ素相を備える。金属ケ
イ化物相は、主にＭＳｉｘ（ここで、Ｍは二種以上の金属元素であってコバルト（Ｃｏ）
及びクロム（Ｃｒ）より成る群から選択される少なくとも一種の金属元素を含み、Ｓｉは
ケイ素であり、ｘは０超２未満の値である。）の組成を有する。そして、この金属ケイ化
物相は、リチウムと実質的に反応性を示さない。ケイ素相は、主としてケイ素原子から形
成される。ケイ素相は、ケイ素原子のみから形成されることが好ましい。そして、このケ
イ素相は、金属ケイ化物相中に分散されている。この合金粒子において、ケイ素相は、合
金粒子の全量に対して２０質量％以上の割合を占める。ケイ素相は、合金粒子の全量に対
して２２質量％以上の割合を占めることが好ましく、２４質量％以上の割合を占めること
がより好ましく、２６質量％以上の割合を占めることがさらに好ましく、２８質量％以上
の割合を占めることがさらに好ましく、３０質量％以上の割合を占めることが特に好まし
い。そして、このケイ素相は、平均粒子径が０ｎｍ超１００ｎｍ以下である。ケイ素相の
平均粒子径が小さくなる程、充放電サイクル寿命が向上する。ケイ素原子は、全量に対し
て８５質量％以下の割合を占める。ケイ素原子は、全量に対して７０質量％以下の割合を
占めることが好ましい。
【００１６】
　この合金粒子では、ケイ素相が金属ケイ化物相中に分散されている。このため、この合
金粒子が非水電解質二次電池用負極材料として利用された場合、リチウム（Ｌｉ）と実質
的に反応性を示さない金属ケイ化物相が、リチウム（Ｌｉ）の吸蔵・放出により膨張収縮
するケイ素相を物理的に拘束することができる。したがって、この合金粒子は、従前の非
水電解質二次電池用負極材料と同等またはそれよりも高い充放電サイクル寿命を示すこと
ができる。
【００１７】
　また、この合金粒子では、ケイ素相が、合金粒子全量に対して２０質量％以上の割合を
占めている。このため、この合金粒子は、従前の非水電解質二次電池用負極材料よりも充
電・放電容量が大きくなる。
【００１８】
　したがって、この合金粒子は、従前の非水電解質二次電池用負極材料と同等またはそれ
よりも高い充電・放電サイクル寿命を有すると共に、従前の非水電解質二次電池用負極材
料よりも充電・放電容量が大きい。
【００１９】
　なお、金属ケイ化物は、通常、導電性が良好であり、また、ケイ素より酸化しにくいた
め、表面酸化物に起因する不可逆反応が少ない。このため、この合金粒子が非水電解質二
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次電池用負極材料として利用された場合、非水電解質二次電池の負極において効率的に電
子の授受を行うことができ、延いては充放電効率を良好に保つことできる。
【００２０】
　この合金粒子が非水電解質二次電池用負極材料として利用された場合、電解液と接触す
るケイ素部分（ケイ素相）の面積が小さくなるため、ケイ素による電解液の分解が抑制さ
れる。
【００２１】
　さらに、この合金粒子では、ケイ素原子が、合金粒子全量に対して８５質量％以下、好
ましくは７０質量％以下の割合を占める化学組成を有する。このため、この合金粒子は、
製造時において連続鋳造性に優れる。
【００２２】
　さらに、この合金粒子では、Ｍは二種以上の金属元素であってコバルト（Ｃｏ）及びク
ロム（Ｃｒ）より成る群から選択される少なくとも一種の金属元素を含む。このため、耐
酸化性を向上させることができる。
【００２３】
　さらに、この合金粒子では、Ｍに、アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎ
ｉ）、チタン（Ｔｉ）及び銅（Ｃｕ）より成る群から選択される少なくとも一種の金属元
素が含まれてもよい。
【００２４】
　本発明の他の局面に係る合金粒子は、金属ケイ化物相およびケイ素相を備える。金属ケ
イ化物相は、主にＭＳｉｘ（ここで、Ｍは二種以上の金属元素であってニッケル（Ｎｉ）
及びチタン（Ｔｉ）を含み、Ｓｉはケイ素であり、ｘは０超２未満の値である。）の組成
を有する。そして、この金属ケイ化物相は、リチウムと実質的に反応性を示さない。ケイ
素相は、主としてケイ素原子から形成される。ケイ素相は、ケイ素原子のみから形成され
ることが好ましい。そして、このケイ素相は、金属ケイ化物相中に分散されている。この
合金粒子において、ケイ素相は、合金粒子の全量に対して２０質量％以上の割合を占める
。ケイ素相は、合金粒子の全量に対して２２質量％以上の割合を占めることが好ましく、
２４質量％以上の割合を占めることがより好ましく、２６質量％以上の割合を占めること
がさらに好ましく、２８質量％以上の割合を占めることがさらに好ましく、３０質量％以
上の割合を占めることが特に好ましい。そして、このケイ素相は、平均粒子径が０ｎｍ超
１００ｎｍ以下である。ケイ素相の平均粒子径が小さくなる程、充放電サイクル寿命が向
上する。ケイ素原子は、全量に対して８５質量％以下の割合を占める。ケイ素原子は、全
量に対して７０質量％以下の割合を占めることが好ましい。
【００２５】
　この合金粒子では、ケイ素相が金属ケイ化物相中に分散されている。このため、この合
金粒子が非水電解質二次電池用負極材料として利用された場合、リチウム（Ｌｉ）と実質
的に反応性を示さない金属ケイ化物相が、リチウム（Ｌｉ）の吸蔵・放出により膨張収縮
するケイ素相を物理的に拘束することができる。したがって、この合金粒子は、従前の非
水電解質二次電池用負極材料と同等またはそれよりも高い充放電サイクル寿命を示すこと
ができる。
【００２６】
　また、この合金粒子では、ケイ素相が、合金粒子全量に対して２０質量％以上の割合を
占めている。このため、この合金粒子は、従前の非水電解質二次電池用負極材料よりも充
電・放電容量が大きくなる。
【００２７】
　したがって、この合金粒子は、従前の非水電解質二次電池用負極材料と同等またはそれ
よりも高い充電・放電サイクル寿命を有すると共に、従前の非水電解質二次電池用負極材
料よりも充電・放電容量が大きい。
【００２８】
　なお、金属ケイ化物は、通常、導電性が良好であり、また、ケイ素より酸化しにくいた
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め、表面酸化物に起因する不可逆反応が少ない。このため、この合金粒子が非水電解質二
次電池用負極材料として利用された場合、非水電解質二次電池の負極において効率的に電
子の授受を行うことができ、延いては充放電効率を良好に保つことできる。
【００２９】
　この合金粒子が非水電解質二次電池用負極材料として利用された場合、電解液と接触す
るケイ素部分（ケイ素相）の面積が小さくなるため、ケイ素による電解液の分解が抑制さ
れる。
【００３０】
　さらに、この合金粒子では、ケイ素原子が、合金粒子全量に対して８５質量％以下、好
ましくは７０質量％以下の割合を占める化学組成を有する。このため、この合金粒子は、
製造時において連続鋳造性に優れる。
【００３１】
　さらに、上述の合金粒子において、金属ケイ化物相は、ケイ素（Ｓｉ）、ニッケル（Ｎ
ｉ）及びチタン（Ｔｉ）を含有する。このような組成の合金粒子は、製造時においてケイ
素相が従前よりも微細化されやすい。
【００３２】
　本発明の他の局面に係る電極は、上述の合金粒子を活物質として備える。なお、本電極
は、非水電解質二次電池の負極として利用されるのが好ましい。
【００３３】
　本発明の他の局面に係る非水電解質二次電池は、上述の電極を負極として備える。
【００３４】
　この非水電解質二次電池は、５０回の充放電サイクル時点において初期サイクル時点に
対する容量保持率が８５％以上であるのが好ましく、９０％以上であるのがより好ましく
、９５％以上であるのがさらに好ましく、９８％以上であるのが特に好ましい。
【００３５】
　本発明の他の局面に係る合金粒子製造方法は、金属溶融工程、急冷凝固工程、粉砕工程
およびメカニカルグラインディング工程を備える。金属溶融工程では、少なくともケイ素
（Ｓｉ）、ならびに、アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（
Ｔｉ）および銅（Ｃｕ）より成る群から選択される少なくとも一種の金属を含む二種以上
が溶融されて特定合金溶湯が調製される。なお、特定合金溶湯には、ニッケル（Ｎｉ）お
よびチタン（Ｔｉ）が添加されるのが好ましく、さらに銅（Ｃｕ）が添加されるのがより
好ましい。急冷凝固工程では、特定合金溶湯が急冷凝固されて特定合金固化物が生成され
る。粉砕工程では、特定合金固化物が粉砕されて特定合金粉末が形成される。メカニカル
グラインディング工程では、特定合金粉末がメカニカルグラインディング処理されて上述
の合金粒子が製造される。さらに、この合金粒子製造方法では、特定合金粉末は、ケイ素
相の含有量が２０質量％以上の割合を占め、比重をｙとし、ケイ素相の含有量（質量％）
をｘとしたとき、ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８の関係が成立する。なお、この特定合金粉末
において、ケイ素相の含有量は３０質量％以上の割合を占めることが好ましく、３５質量
％以上の割合を占めることがより好ましく、４０質量％以上の割合を占めることがより好
ましく、４５質量％以上の割合を占めることがさらに好ましい。
【００３６】
　この合金粒子製造方法を利用すれば、従前の非水電解質二次電池用負極材料に比べて、
合金粒子中のケイ素相を微細化することができる。このため、この合金粒子製造方法を利
用すれば、充放電サイクル寿命に優れる非水電解質二次電池用負極材料（すなわち、合金
粒子）を得ることができる。
【００３７】
　また、メカニカルグラインディング工程では、特定合金粉末の破砕と造粒とが繰り返さ
れる。そして、特定合金粉末がどの程度の頻度で加工媒体となるボールに衝突するかは、
その体積比率に左右される。したがって、同一質量の特定合金粉末をメカニカルグライン
ディングする場合、比重が大きい程、効率よく処理することができる。すなわち、この合
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金粒子製造方法では、ケイ素相の含有率を高く維持しながら合金粒子を効率よく処理する
ことができる。
【００３８】
　また、特定合金粉末とボールとの体積比率をある一定値に固定した場合、比重が大きい
特定合金粉末ほど、質量換算で多量に処理されることになる。このため、この合金粒子製
造方法を利用すれば、メカニカルグラインディング装置の１バッチ当たりの合金粒子の製
造量を増大させることができる。
【００３９】
　本発明の他の局面に係る合金粒子製造方法は、金属溶融工程、急冷凝固工程、粉砕工程
およびメカニカルグラインディング工程を備える。金属溶融工程では、少なくともケイ素
（Ｓｉ）、および、コバルト（Ｃｏ）及びクロム（Ｃｒ）より成る群から選択される少な
くとも一種の金属を含む二種以上の金属が溶融されて特定合金溶湯が調製される。なお、
特定合金溶湯には、ニッケル（Ｎｉ）およびチタン（Ｔｉ）が添加されるのが好ましく、
さらに銅（Ｃｕ）が添加されるのがより好ましい。急冷凝固工程では、特定合金溶湯が急
冷凝固されて特定合金固化物が生成される。粉砕工程では、特定合金固化物が粉砕されて
特定合金粉末が形成される。メカニカルグラインディング工程では、特定合金粉末がメカ
ニカルグラインディング処理されて上述の合金粒子が製造される。さらに、この合金粒子
製造方法では、特定合金粉末は、ケイ素相の含有量が２０質量％以上の割合を占め、比重
をｙとし、ケイ素相の含有量（質量％）をｘとしたとき、ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８の関
係が成立する。なお、この特定合金粉末において、ケイ素相の含有量は３０質量％以上の
割合を占めることが好ましく、３５質量％以上の割合を占めることがより好ましく、４０
質量％以上の割合を占めることがより好ましく、４５質量％以上の割合を占めることがさ
らに好ましい。
【００４０】
　この合金粒子製造方法を利用すれば、従前の非水電解質二次電池用負極材料に比べて、
合金粒子中のケイ素相を微細化することができる。このため、この合金粒子製造方法を利
用すれば、充放電サイクル寿命に優れる非水電解質二次電池用負極材料（すなわち、合金
粒子）を得ることができる。
【００４１】
　また、メカニカルグラインディング工程では、特定合金粉末の破砕と造粒とが繰り返さ
れる。そして、特定合金粉末がどの程度の頻度で加工媒体となるボールに衝突するかは、
その体積比率に左右される。したがって、同一質量の特定合金粉末をメカニカルグライン
ディングする場合、比重が大きい程、効率よく処理することができる。すなわち、この合
金粒子製造方法では、ケイ素相の含有率を高く維持しながら合金粒子を効率よく処理する
ことができる。
【００４２】
　また、特定合金粉末とボールとの体積比率をある一定値に固定した場合、比重が大きい
特定合金粉末ほど、質量換算で多量に処理されることになる。このため、この合金粒子製
造方法を利用すれば、メカニカルグラインディング装置の１バッチ当たりの合金粒子の製
造量を増大させることができる。
【００４３】
　本発明の他の局面に係る合金粒子製造方法は、金属溶融工程、急冷凝固工程、粉砕工程
およびメカニカルグラインディング工程を備える。金属溶融工程では、ケイ素（Ｓｉ）、
ニッケル（Ｎｉ）およびチタン（Ｔｉ）を含有する金属が溶融されて特定合金溶湯が調製
される。なお、特定合金溶湯には、さらに銅（Ｃｕ）が添加されるのがより好ましい。急
冷凝固工程では、特定合金溶湯が急冷凝固されて特定合金固化物が生成される。粉砕工程
では、特定合金固化物が粉砕されて特定合金粉末が形成される。メカニカルグラインディ
ング工程では、特定合金粉末がメカニカルグラインディング処理されて上述の合金粒子が
製造される。さらに、この合金粒子製造方法では、特定合金粉末は、ケイ素相の含有量が
２０質量％以上の割合を占め、比重をｙとし、ケイ素相の含有量（質量％）をｘとしたと
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き、ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８の関係が成立する。なお、この特定合金粉末において、ケ
イ素相の含有量は３０質量％以上の割合を占めることが好ましく、３５質量％以上の割合
を占めることがより好ましく、４０質量％以上の割合を占めることがより好ましく、４５
質量％以上の割合を占めることがさらに好ましい。
【００４４】
　この合金粒子製造方法を利用すれば、従前の非水電解質二次電池用負極材料に比べて、
合金粒子中のケイ素相を微細化することができる。このため、この合金粒子製造方法を利
用すれば、充放電サイクル寿命に優れる非水電解質二次電池用負極材料（すなわち、合金
粒子）を得ることができる。
【００４５】
　また、メカニカルグラインディング工程では、特定合金粉末の破砕と造粒とが繰り返さ
れる。そして、特定合金粉末がどの程度の頻度で加工媒体となるボールに衝突するかは、
その体積比率に左右される。したがって、同一質量の特定合金粉末をメカニカルグライン
ディングする場合、比重が大きい程、効率よく処理することができる。すなわち、この合
金粒子製造方法では、ケイ素相の含有率を高く維持しながら合金粒子を効率よく処理する
ことができる。
【００４６】
　また、特定合金粉末とボールとの体積比率をある一定値に固定した場合、比重が大きい
特定合金粉末ほど、質量換算で多量に処理されることになる。このため、この合金粒子製
造方法を利用すれば、メカニカルグラインディング装置の１バッチ当たりの合金粒子の製
造量を増大させることができる。
【００４７】
　上述の合金粒子製造方法では、特定合金溶湯において、ケイ素（Ｓｉ）が８５質量％以
下の割合を占めるのが好ましく、７０質量％以下の割合を占めるのが好ましい。急冷凝固
工程において良好に連続鋳造を行うことができ、合金粒子の製造効率を高めることができ
るからである。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】実施例１に係る合金粒子の透過型電子顕微鏡写真である（黒色部分がケイ素相で
ある）。
【図２】実施例および比較例に係る合金粒子のケイ素相含有量と比重との関係を示すグラ
フ図である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　＜合金粒子の構成＞
　本発明の一実施形態に係る合金粒子は、金属ケイ化物相およびケイ素相を備える。なお
、本実施の形態に係る合金粒子では、金属ケイ化物相中にケイ素相が分散された状態とな
っている。また、この合金粒子では、ケイ素原子が、合金粒子の全量に対して８５質量％
以下の割合を占める。ケイ素原子は、合金粒子の全量に対して７０質量％以下の割合を占
めるのが好ましい。なお、この合金粒子において、ケイ素原子の含有量は、上述の通り、
ケイ素相が金属ケイ化物相中に分散される状態になるまで高められる必要がある。以下、
金属ケイ化物相およびケイ素相についてそれぞれ詳述する。
【００５０】
　（１）金属ケイ化物相
　金属ケイ化物相は、ケイ素原子および少なくとも二種の金属原子から形成される。なお
、金属ケイ化物相は、金属間化合物であってもよい。また、この金属ケイ化物相には、完
全な結晶質とは言い難いほど、歪（転位）が導入されている。この金属ケイ化物相は、リ
チウム（Ｌｉ）と実質的に反応しないことが必要とされるが、本発明の趣旨を損ねない範
囲でリチウム（Ｌｉ）に対して反応性があってもかまわない。
【００５１】
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　この金属ケイ化物相は、主にＭＳｉｘの組成を有するのが好ましい。ここで、Ｍは二種
以上の金属元素であり、Ｓｉはケイ素であり、ｘは０超２未満の値である。そして、Ｍは
、アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）、銅（Ｃｕ）
、コバルト（Ｃｏ）、クロム（Ｃｒ）、バナジウム（Ｖ）、マンガン（Ｍｎ）、亜鉛（Ｚ
ｎ）、イットリウム（Ｙ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ニオブ（Ｎｂ）、モリブデン（Ｍｏ
）、ルテニウム（Ｒｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、パラジウム（Ｐｄ）、銀（Ａｇ）、ハフニ
ウム（Ｈｆ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、白金（Ｐｔ）、ランタン（Ｌａ
）、セリウム（Ｃｅ）、プラセオジム（Ｐｒ）及びネオジム（Ｎｄ）より成る群から選択
される二種以上の金属元素であるのが好ましい。また、金属ケイ化物相は、ケイ素（Ｓｉ
）、ニッケル（Ｎｉ）及びチタン（Ｔｉ）を含有するのが好ましく、さらに銅（Ｃｕ）を
含有するのがより好ましい。
【００５２】
　金属ケイ化物相には、本発明の趣旨を損ねない範囲で、ＴｉＳｉ２、Ｎｉ４Ｔｉ４Ｓｉ

７及びＮｉＳｉ２等のＭＳｉｘ以外の組織が含まれていてもかまわない。かかる場合、金
属ケイ化物相中のＭＳｉｘ含有量は、２０体積％以上であるのが好ましく、３０体積％以
上であるのがより好ましい。
【００５３】
　（２）ケイ素相
　ケイ素相は、主としてケイ素原子から形成される。ケイ素相は、ケイ素原子のみから形
成されるのが好ましい。このケイ素相は、上述の通り、金属ケイ化物相中に分散されてい
る。このケイ素相には、完全な結晶質とは言い難いほど、歪（転位）が導入されている。
【００５４】
　このケイ素相は、合金粒子の全質量に対して２０質量％以上の割合を占める。ケイ素相
は、合金粒子の全質量に対して３０質量％以上の割合を占めるのがより好ましく、４０質
量％以上の割合を占めるのがより好ましく、合金粒子の全質量に対して５０質量％以上の
割合を占めるのがさらに好ましく、合金粒子の全質量に対して６０質量％以上の割合を占
めるのがさらに好ましい。ケイ素相の含有量は、ケイ素相が金属ケイ化物相中に分散され
る状態が維持される限り、すなわち、ケイ素相が島となり金属ケイ化物相が海となる海島
構造が維持される限り、高めることができる。
【００５５】
　ケイ素相の平均粒子径は、０ｎｍ超１００ｎｍ以下であるのが好ましく、０ｎｍ超９０
ｎｍ以下であるのがより好ましく、０ｎｍ超８０ｎｍ以下であるのがさらに好ましく、０
ｎｍ超７０ｎｍ以下であるのがさらに好ましく、０ｎｍ超６０ｎｍ以下であるのがさらに
好ましく、０ｎｍ超５０ｎｍ以下であるのがさらに好ましく、０ｎｍ超４０ｎｍ以下であ
るのがさらに好ましく、０ｎｍ超３０ｎｍ以下であるのがさらに好ましく、０ｎｍ超２０
ｎｍ以下であるのがさらに好ましく、０ｎｍ超１０ｎｍ以下であるのがさらに好ましい。
【００５６】
　＜合金粒子の製造方法＞
　上記構成を有する合金粒子は、金属溶融工程、急冷凝固工程、粉砕工程およびメカニカ
ルグラインディング工程を経て製造される。以下、各工程について詳述する。
【００５７】
　（１）金属溶融工程
　金属溶融工程では、ケイ素（Ｓｉ）を含む複数の金属原料が溶融されて特定金属溶湯が
調製される。かかる場合、ケイ素（Ｓｉ）は、金属原料の全質量に対して８５質量％以下
となるように、且つ、後工程の急冷凝固工程において２０質量％以上のケイ素相が析出す
るように金属原料に添加される。かかる場合、平衡状態図を利用すれば、ケイ素添加量を
容易に決定することができる。金属原料には、ケイ素（Ｓｉ）以外にニッケル（Ｎｉ）及
びチタン（Ｔｉ）が含まれるのが好ましく、さらに銅（Ｃｕ）が含まれるのがより好まし
い。なお、金属原料は、必ずしも同時に溶融される必要はなく、段階的に溶融されてもか
まわない。
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【００５８】
　金属原料は、通常、加熱により溶融状態とされる。金属原料は、不活性ガスまたは真空
の雰囲気下で加熱溶融されるのが好ましい。
【００５９】
　加熱方法としては、高周波誘導加熱、アーク放電加熱（アーク溶解）、プラズマ放電加
熱（プラズマ溶解）、抵抗加熱などが挙げられる。なお、本工程では、組成的に均一な溶
湯を形成することが重要となる。
【００６０】
　（２）急冷凝固工程
　急冷凝固工程では、特定合金溶湯が急冷凝固されて特定合金固化物が生成される。なお
、この急冷凝固工程では、１００Ｋ／秒以上の冷却速度で特定合金溶湯が急冷凝固される
のが好ましく、１，０００Ｋ／秒以上の冷却速度で特定合金溶湯が急冷凝固されるのが好
ましい。
【００６１】
　急冷凝固方法（急冷鋳造方法）としては、ガスアトマイズ法、ロール急冷法、平板鋳造
法、回転電極法、液体アトマイズ法、メルトスピニング法などが挙げられる。
【００６２】
　ガスアトマイズ法は、タンディッシュ内の金属溶湯をタンディッシュ底部の細孔から流
出させ、この金属溶湯の細流にアルゴン（Ａｒ）、窒素（Ｎ２）およびヘリウム（Ｈｅ）
等の高圧の不活性ガスを吹き付けて金属溶湯を粉砕しながら粉末状で凝固させる方法であ
り、球状の粒子が得られる。
【００６３】
　ロール急冷法は、高速回転する単ロール若しくは双ロール上に金属溶湯を落下させるか
、金属溶湯をロールで引き上げて薄鋳片を得る方法である。なお、得られた薄鋳片は、後
工程である粉砕工程において、適当なサイズに粉砕される。
【００６４】
　平板鋳造法は、金属溶湯を鋳造する際に、インゴットの厚みが薄くなるよう平板状の鋳
型に鋳込む方法であり、ブロック状のインゴットよりも冷却速度が速くなる。なお、得ら
れた平板状インゴットは、後工程である粉砕工程において、適当なサイズに粉砕される。
【００６５】
　（３）粉砕工程
　粉砕工程では、特定合金固化物が粉砕されて特定合金粉末が形成される。
　なお、特定合金粉末は、（バルク）比重をｙとし、ケイ素相の含有量（質量％）をｘと
したとき、ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８の関係（図２参照）が成立するのが好ましい。その
理由は、［課題を解決するための手段］の欄で述べた通りである。
【００６６】
　また、この粉砕工程は、非酸化性雰囲気下で実施されるのが好ましい。粉砕工程では、
特定合金固化物が粉砕されると、新生面が形成されると共に比表面積も増大するからであ
る。なお、非酸化性雰囲気としては、不活性ガス雰囲気が好ましいが、２から５体積％程
度の酸素が含まれていても特段の問題はない。
【００６７】
　（４）メカニカルグラインディング工程
　メカニカルグラインディング工程では、特定合金粉末がメカニカルグラインディング処
理（以下「ＭＧ処理」と称する）されて上述の合金粒子が製造される。なお、ＭＧ処理に
供する特定合金粉末は、５ｍｍ以下の平均粒子径を有するのが好ましく、１ｍｍ以下の平
均粒子径を有するのがより好ましく、５００μｍ以下の平均粒子径を有するのがさらに好
ましい。
【００６８】
　ＭＧ処理では、被処理材である粉末に圧縮力および剪断力が加えられ、粉末が擦りつぶ
されながら粉末の崩壊と造粒とが繰り返し行われる。その結果、粉末の元々の組織は崩壊
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され、処理前に存在していた相がナノメートルオーダーで超微細に分散した組織をもつ粒
子が形成される。ただし、この微細組織を構成する相の種類や含有量は処理前と実質的に
同じであり、処理によって新たな相が形成されることは起こらない。このＭＧ処理の特性
のため、本発明に係る合金粒子を非水電解質二次電池用の負極材料として用いた場合、そ
の負極は、安定した放電容量を示す。この点で、元素間の合金化反応が起こり、処理によ
り相の含有量が変化するＭＡ法（メカニカルアロイング法）とは異なる。なお、ＭＧ処理
の過程において、合金粉末の極一部に局所的なメカニカルアロイングが生じてもかまわな
い。
【００６９】
　一方、単なる粉砕では、組織（より具体的には結晶構造）は壊れないので、粉砕後の粒
子は粉砕前の組織を保持している。即ち、粉砕では粒子径だけが小さくなり、組織の微細
化は起こらない。処理中に組織が擦りつぶされて壊れ、組織が微細化するＭＧ処理は、こ
の点で粉砕と異なる。
【００７０】
　ＭＧ処理は、材料の擦りつぶしが可能な任意の粉砕機により実施することができる。こ
のような粉砕機の中でも、ボール状の粉砕媒体を用いる粉砕機、即ち、ボールミル型の粉
砕機が好ましい。ボールミル型の粉砕機は、構造が簡単であること、粉砕媒体のボールが
多様な材質で容易に入手できること、ボール同士の接触点で粉砕・グラインディングが起
こるため非常に多くの場所で均一にグラインディングが進行すること（これは、反応の高
均一性、すなわち、製品の安定性の観点から特に重要である）等のメリットを有しており
、本発明で採用するのに特に好適である。また、ボールミル型の粉砕機の中でも、粉砕筒
を単純に回転するだけではなく、振動を加えることにより粉砕エネルギーを高めた振動ボ
ールミルや、回転するロッドで被粉砕物および粉砕媒体のボールを強制的に攪拌するアト
ライター、回転力と遠心力とで粉砕エネルギーを高めた遊星ボールミル等が好ましい。
【００７１】
　ＭＧ処理は、処理中の材料の酸化を防止するため、アルゴン等の不活性ガス雰囲気中で
行うのが好ましい。ただし、急冷凝固工程における場合と同様、材料に易酸化性の金属元
素が含有されない場合、材料は、空気雰囲気下でＭＧ処理されてもかまわない。なお、本
実施の形態では、ＭＧ処理後の金属粒子は、酸素濃度が２．５質量％以下であるのが好ま
しく、２．０質量％以下であるのがより好ましい。ＭＧ処理後の金属粒子の酸素濃度が２
．５質量％を超えると、金属粒子を非水電解質二次電池用の電極材料として利用した場合
、不可逆容量が大きくなり、充放電効率が著しく低下するからである。
【００７２】
　ＭＧ処理中、加工熱により合金温度が上昇すると、最終的に得られる合金粒子内部の組
織サイズが粗大化するおそれがある。このため、粉砕機に冷却機構が設けられるのが好ま
しい。かかる場合、ＭＧ処理は、系内が冷却されながら行われる。
【００７３】
　ＭＧ処理は、ステアリン酸、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸リチウム、ステアリン酸
マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸バリウム、ラウリン酸カルシウム
、ラウリン酸バリウム、ラウリン酸亜鉛、ポリビニルピロリドン、オクチル酸亜鉛、リシ
ノール酸カルシウム、リシノール酸バリウム、リシノール酸亜鉛等を被処理材に添加して
行ってもよい。これにより、容器への被処理材の付着が低減される。
【００７４】
　なお、一種以上の金属ケイ化物相、ケイ素相について、それぞれ別々に上述の（１）～
（３）の工程により合金粉末を準備し、上記関係式を満たすように混合した混合合金粉末
をＭＧ処理してもかまわない。このようにして合金粒子が製造されることにより、（ｉ）
溶解性・鋳造性の良い化学組成で原料合金を調製することができ、高い歩留まりで生産で
きる、（ｉｉ）用途により容量が僅かに異なる合金粉末を複数種製造する場合にあらかじ
め準備しておいた合金粉末の混合比率を変えるだけで作り分けすることができる等のメリ
ットを享受することができるからである。
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【００７５】
　＜電極の作製＞
　本発明の実施の形態に係る電極は、上述の合金粒子から形成することができる。例えば
、合金粒子に適当な結着剤を混合し、必要に応じて導電性向上のために適当な導電粉を混
合して、電極合剤を調製する。次いで、結着剤を溶解する溶媒を電極合剤に加え、必要で
あればホモジナイザーとガラスビーズを用いて充分に攪拌して電極合剤をスラリー状にす
る。なお、このとき、自転運動と公転運動とを組み合わせたスラリー混練機を用いてもよ
い。このスラリー状の電極合剤を圧延銅箔、銅電析銅箔などの電極基板（集電体）にドク
ターブレード等を用いて塗布し、乾燥した後、ロール圧延等で圧密化させると、非水電解
質二次電池用電極が得られる。なお、この電極は、通常、負極として利用される。
【００７６】
　結着剤としては、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ），ポリメチルメタクリレート（Ｐ
ＭＭＡ）及びポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）等の非水溶性の樹脂（但し、電池
の非水電解質に使用する溶媒に不溶性のもの）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）
及びポリビニルアルコール（ＰＶＡ）等の水溶性樹脂ならびにスチレン－ブタジエン系ゴ
ム（ＳＢＲ）等の水性ディスパージョンタイプの結着剤等が挙げられる。結着剤の溶媒と
しては、結着剤に応じて、Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）、ジメチルホルムアミド（Ｄ
ＭＦ）等の有機溶媒または水を使用することができる。
【００７７】
　導電粉としては、炭素材料（例、カーボンブラック、黒鉛）および金属（例、Ｎｉ）が
挙げられるが、これらの中でも炭素材料が好ましい。炭素材料は、その層間にＬｉイオン
を吸蔵することができるので、導電性に加えて、負極の容量にも寄与することができ、ま
た保液性にも富んでいる。このような炭素材料の中でもアセチレンブラックが特に好まし
い。
【００７８】
　＜非水電解質二次電池の作製＞
　本発明の実施の形態に係る非水電解質二次電池は、上述の負極を利用して作製される。
なお、非水電解質二次電池は、例えば、リチウムイオン二次電池である。そして、上述の
合金粒子および電極は、リチウムイオン二次電池の負極材料および負極として好適である
。ただし、本実施の形態に係る合金粒子および電極は、理論的には、他の非水電解質二次
電池にも適用することができる。
【００７９】
　なお、非水電解質二次電池は、基本構造として、負極、正極、セパレーター及び非水電
解質を備える。負極は、上述のように本発明に従って製造されたものを使用するが、正極
、セパレーター及び電解質は、公知のもの又は今後開発される材料を適当に使用すればよ
い。
【００８０】
　なお、非水電解質は、液状であってもよいし、固体状であってもよいし、ゲル状であっ
てもよい。固体電解質としては、例えば、ポリエチレンオキシド、ポリテトラフルオロエ
チレン、フッ素含有共重合体およびこれらの組合せなどの高分子電解質が挙げられる。ま
た、液体電解質としては、例えば、炭酸エチレン、炭酸ジエチル、炭酸プロピレン及びこ
れらの組合せが挙げられる。電解質は、リチウム電解質塩と共に提供される。適切な塩と
しては、例えば、六フッ化リン酸リチウム（ＬｉＰＦ6）、ホウフッ化リチウム（ＬｉＢ
Ｆ4）及び過塩素酸リチウム（ＬｉＣｌＯ4）等が挙げられる。また、適切なカソード組成
物としては、例えば、コバルト酸リチウム（ＬｉＣｏＯ2）、マンガン酸リチウム（Ｌｉ
Ｍｎ2Ｏ4）およびＬｉＣｏ0.2Ｎｉ0.8Ｏ2等が挙げられる。
【００８１】
　以下、実施例を示して本発明をより詳細に説明する。
　なお、以下に示される実施例によって本発明が限定されることはない。
【実施例１】
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【００８２】
　＜合金粉末の製造＞
　先ず、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が２５．０：１
７．０：５８．０となるようにニッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製
溶解るつぼに投入した。次いで、その溶解るつぼ内をアルゴン（Ａｒ）雰囲気とした後、
溶解るつぼ内の純原料（金属混合物）を高周波誘導加熱により１５００℃まで加熱して完
全に溶解させた。続いて、その溶解物を、周速９０ｍ／分で回転する銅製の水冷ロール上
に接触させることにより急冷凝固させて、薄片状の鋳片を得た（ストリップキャスティン
グ（ＳＣ）法）。なお、このときの冷却速度はおよそ５００～２，０００℃/秒程度であ
ると推察される。そして、このようにして得られた鋳片を粉砕した後、６３μｍの篩で分
級して平均粒径２５～３０μｍの一次粉末を作製した。三元系平衡状態図に基づいた方法
により一次粉末中のケイ素相含有率を算出したところ、その値は３８質量％であった。ま
た、一次粉末の粒子の比重は４．３４であった（表１参照）。そして、式：ｙ＞－０．０
２ｘ＋３．８（ただし、ｘは一次粉末中のケイ素相含有率（質量％）であり、ｙは一次粉
末の比重である。）のｘに３８を代入すると共にｙに４．３４を代入したところ４．３４
＞３．０４となり、同一次粉末の粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。そ
して、さらに、この一次粉末を遊星ボールミル（株式会社栗本鐵工所製ＢＸ３８４Ｅ）に
投入して、その一次粉末を回転数５００ｒｐｍでメカニカルグラインディング処理（以下
「ＭＧ処理」と略する）して合金粉末（以下、合金粉末の一粒を「合金粒子」という場合
がある）を調製した。なお、ＭＧ処理は、窒素雰囲気（酸素１％未満）のグローブボック
ス内で、一次粉末およびボール（材質：ＳＵＳ３０４，ボール径：４ｍｍ，ボール比，一
次粉末：黒鉛（ボールや外壁に対する合金粉末の固着防止）：ボール（混合）＝３４ｇ：
６ｇ：６００ｇ）をポッド（材質：ＳＵＳ３０４，内径：１００ｍｍ，深さ：６７ｍｍ，
回転数：５００ｒｐｍ）内へ挿入した後、そのポッドに蓋をして１０時間に亘って行われ
た。ＭＧ処理後、窒素雰囲気（酸素１％未満）のグローブボックス内で合金粉末を取り出
して篩分級（６３μｍ）した。
【００８３】
　なお、上記ＭＧ処理時のＭＧ加工性指標値は１３６であった（表１参照）。このＭＧ加
工性指標値は、合金粉末の粒子の比重が３．２であるときの合金粉末に対するボールの体
積比を基準として求められる。すなわち、例えば、上述の体積比でボールと合金粉末を混
合する際に、仮に合金粒子の比重が先の合金粒子の比重の１．２倍であれば、１バッチ処
理質量が＋２０％となり、ＭＧ加工性指標値が１２０％となる。
【００８４】
　＜合金粒子中のケイ素相の寸法＞
　透過型電子顕微鏡写真（明視野像）（図１参照）を利用してｎｍオーダー（１μｍ未満
）のケイ素相の直径を直接的に計測した。
【００８５】
　また、合金粒子の断面が露出するように切断した試料片の断面の走査型電子顕微鏡写真
を利用してμｍオーダー（１μｍ以上）のケイ素相の直径を直接的に計測した。なお、本
実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２０ｎｍであった（表１参照）。
【００８６】
　＜合金粉末の負極特性および合金粒子中のケイ素相含有率＞
　（１）負極の製造
　上述の合金粉末７５質量部に対して、５質量部のスチレンブタジエンラバー（ＳＢＲ）
（バインダー）、５質量部のカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）（バインダー）、１
５質量部のアセチレンブラック粉末（導電粉）を加え、さらにその混合物に蒸留水を添加
した後に混練して均一な負極合剤スラリーを調製した。
【００８７】
　この負極合剤スラリーを、ドクターブレードを用いて３０μｍ厚の電解銅箔上に薄く塗
布し、乾燥させて塗膜を形成した。この塗膜を、直径１３ｍｍの大きさのポンチを用いて
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打ち抜き、非水電解質二次電池の負極とした。なお、銅箔上の合剤塗布量は２～３ｍｇ／
ｃｍ２の範囲内であった。
【００８８】
　（２）負極性能評価方法
　（２－１）負極性能評価用コイン型電池の作製
　上述の負極の性能を、対極にＬｉ金属を用いたコイン型電池（２０１６型）を作製して
評価した。具体的には、負極電極上に直径１９ｍｍのセパレーターを配置し、さらにその
上に直径１５ｍｍに打ち抜いた金属Ｌｉを配置し、その積層物をケース内に納めた後にそ
のケースの外周部を専用のかしめ機でプレス加工して、コイン型電池（２０１６型）を作
製した。なお、電解液としては、エチレンカーボネートとエチルメチルカーボネートの１
：３混合溶媒中に、支持電解質のＬｉＰＦ６が１Ｍｏｌ／ＬとなるようにＬｉＰＦ６を溶
解させた溶液を使用した。また、この電解液には、添加剤として８質量％のフルオロエチ
レンカーボネートを添加した。
【００８９】
　（２－２）初回充電容量、初回放電容量、初回効率
　上述のコイン型電池において、先ず、０．１５ｍＡの電流値で、対極に対して電位差５
ｍＶになるまで定電流ドープ（負極へのリチウムイオンの挿入、リチウムイオン二次電池
の充電に相当）を行った後、さらに５ｍＶを保持したまま、電流値が１０μＡになるまで
定電圧でドープを続けた。３０分間の休止時間後、０．１５ｍＡの定電流で、電位差１.
２Ｖになるまで脱ドープ（電極からのリチウムイオンの離脱、リチウムイオン二次電池の
放電に相当）を行ってこのコイン型電池の初回充電容量および初回放電容量を求めた。な
お、本実施例において、初回充電容量および初回放電容量は、黒鉛のリチウムイオン吸蔵
量を０（ゼロ）と仮定して計算したもの、すなわち合金粒子のみの質量を分母として計算
したものである。つまり、本実施例に係る初回充電容量および初回放電容量は、初回充電
容量および初回放電容量の測定値を０．８５（＝３４／（３４＋６））で割った値である
。このコイン型電池の初回充電容量は１０５１ｍＡｈ／ｇであり、初回放電容量は８３４
ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は７９％であった。
【００９０】
　（２－３）容量維持率
　上述のコイン型電池において、先ず、０．１５ｍＡの電流値で、対極に対して電位差５
ｍＶになるまで定電流ドープ（負極へのリチウムイオンの挿入、リチウムイオン二次電池
の充電に相当）を行った後、さらに５ｍＶを保持したまま、電流値が１０μＡになるまで
定電圧でドープを続けた。３０分間の休止時間後、０．１５ｍＡの定電流で、電位差１.
２Ｖになるまで脱ドープ（電極からのリチウムイオンの離脱、リチウムイオン二次電池の
放電に相当）を行った。
【００９１】
　２サイクル目以降、０．７５ｍＡの定電流で、対極に対して電位差５ｍＶになるまでド
ープした後（充電に相当）、さらに５ｍＶを保持したまま、１０μＡになるまで定電圧で
ドープを続けた。次に、０．７５ｍＡの定電流で、電位差５ｍＶになるまで脱ドープを行
って（放電に相当）、脱ドープ容量を測定した。このときの脱ドープ容量を放電容量とし
た。
【００９２】
　上述と同一条件でドープと脱ドープとを５１回繰り返し、「２サイクル目の脱ドープ時
の放電容量」に対する「５１サイクル目の脱ドープ時の放電容量」の比率を容量維持率（
以下「５１Ｃ容量維持率」という）とした。なお、環境温度は２５℃であった。この５１
Ｃ容量維持率が８５％以上であれば、実用電池として良好であると見なすことができる。
なお、本実施例に係るコイン型電池の５１Ｃ容量維持率は、８９．８％であった（表１参
照）。
【００９３】
　（３）合金粒子中のケイ素相含有率
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　合金粒子中のケイ素相含有率は、「上記コイン型電池の１サイクル目の放電容量」を「
ケイ素粉末のみを活物質とする活物質層を備える電極が組み込まれたコイン型電池の１サ
イクル目の放電容量の実測値３２００ｍＡｈ／ｇ」で割って１００を掛けることにより求
めた。なお、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２６質量％であった（表１参
照）。
【実施例２】
【００９４】
　ニッケル、チタン及びケイ素の質量比が１３．５：２１．５：６５．０となるようにニ
ッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ
処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にし
て合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。ま
た、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコ
イン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率
を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【００９５】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．６８であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は４１質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに４１を
代入すると共にｙに３．６８を代入したところ３．６８＞２．９８となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１１５であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は９５８ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は７８２ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８２％であった。また、本
実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２４質量％であった。（表１参照）
【実施例３】
【００９６】
　ニッケル、チタン及びケイ素の質量比が１４．０：１９．０：６７．０となるようにニ
ッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ
処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にし
て合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。ま
た、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコ
イン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率
ならびに５１Ｃ容量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【００９７】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．６６であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は４６質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに４６を
代入すると共にｙに３．６６を代入したところ３．６６＞２．８８となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１１５であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は９７９ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は８０７ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８２％であり、５１Ｃ容量
維持率は８９．９％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２５
質量％であった。（表１参照）
【実施例４】
【００９８】
　ニッケル、チタン及びケイ素の質量比が１２．０：１８．０：７０．０となるようにニ
ッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ
処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にし
て合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。ま
た、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコ
イン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率
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を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【００９９】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．５１であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は５０質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに５０を
代入すると共にｙに３．５１を代入したところ３．５１＞２．８０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１１０であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１６２７ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は１４２０ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８７％であった。また
、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は４４質量％であった。（表１参照）
【実施例５】
【０１００】
　アルミニウム（Ａｌ）、ニッケル（Ｎｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が２６．５：２
８．９：４４．６となるようにアルミニウム、ニッケル及びケイ素の純原料をチタン酸ア
ルミ製溶解るつぼに投入した以外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１
と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、実施例１と同様に、この合
金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製して、そのコ
イン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求
めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１０１】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．３３であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は４０質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに４０を
代入すると共にｙに４．３３を代入したところ４．３３＞３．００となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１３５であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１０２８ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は８３３ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８１％であり、５１Ｃ容
量維持率は８５．８％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２
６質量％であった。（表１参照）
【実施例６】
【０１０２】
　アルミニウム、ニッケル及びケイ素の質量比が２６．５：２８．９：４４．６となるよ
うにアルミニウム、ニッケル及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入し
たこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を３６．８ｇ：３．２ｇとしたこと以外は
、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相
の寸法を測定した。また、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にそ
の負極を組み込んだコイン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放
電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相
含有率を求めた。
【０１０３】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．３３であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は４０質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに４０を
代入すると共にｙに４．３３を代入したところ４．３３＞３．００となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１３５であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１１０８ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は９６０ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８７％であり、５１Ｃ容
量維持率は８５．２％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は３
０質量％であった。（表１参照）
【実施例７】
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【０１０４】
　アルミニウム（Ａｌ）、ニッケル（Ｎｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が３０．１：３
２．７：３７．２となるようにアルミニウム、ニッケル及びケイ素の純原料をチタン酸ア
ルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を３６．８ｇ：
３．２ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様に
して合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、実施例１と同様に、この合金粉末か
ら負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製して、そのコイン型電
池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求めると共
に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１０５】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．５９であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は３２質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに３２を
代入すると共にｙに４．５９を代入したところ４．５９＞３．１６となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１４４であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は９１２ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は７７２ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８５％であり、５１Ｃ容量
維持率は８９．７％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２４
質量％であった。（表１参照）
【実施例８】
【０１０６】
　アルミニウム（Ａｌ）、ニッケル（Ｎｉ）、コバルト（Ｃｏ）及びケイ素（Ｓｉ）の質
量比が２６．５：２３．９：５．０：４４．６となるようにアルミニウム、ニッケル、コ
バルト及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ処理時の
一次粉末：黒鉛の質量比を３６．８ｇ：３．２ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にし
て合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。ま
た、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコ
イン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率
ならびに５１Ｃ容量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１０７】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．３３であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は３８質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに３８を
代入すると共にｙに４．３３を代入したところ４．３３＞３．０４となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１３５であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１０７６ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は９３０ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８６％であり、５１Ｃ容
量維持率は８８．５％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２
９質量％であった。（表１参照）
【実施例９】
【０１０８】
　アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が２６．１：２１．６
：５２．３となるようにアルミニウム、鉄及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解る
つぼに投入した以外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして
合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、実施例１と同様に、この合金粉末から負
極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製して、そのコイン型電池の
初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求めると共に、
合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１０９】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．４４であり、同一次粉末中の粒子のケイ
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素相含有率は３０質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに３０を
代入すると共にｙに３．４４を代入したところ３．４４＞３．２０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１０７であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は９４６ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は７５８ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８０％であり、５１Ｃ容量
維持率は８９．４％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２４
質量％であった。（表２参照）
【実施例１０】
【０１１０】
　アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が
２９．８：１２．７：１２．０：４５．５となるようにアルミニウム、鉄、コバルト及び
ケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入した以外は、実施例１と同様にして
合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また
、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイ
ン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率な
らびに５１Ｃ容量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１１１】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．９３であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は２５質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに２５を
代入すると共にｙに３．９３を代入したところ３．９３＞３．３０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１２３であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は８３４ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は６５１ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は７８％であり、５１Ｃ容量
維持率は９５．２％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２０
質量％であった。（表２参照）
【実施例１１】
【０１１２】
　アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）、クロム（Ｃｒ）及びケイ素素（Ｓｉ）の質量比が
２９．８：１４．７：１０．０：４５．５となるようにアルミニウム、鉄、クロム及びケ
イ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入した以外は、実施例１と同様にして合
金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、
実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン
型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率なら
びに５１Ｃ容量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１１３】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．７４であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は２５質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに２５を
代入すると共にｙに３．７４を代入したところ３．７４＞３．３０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１１７であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は８４９ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は６７２ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は７９％であり、５１Ｃ容量
維持率は９１．２％であった。また、合金粒子中のケイ素相含有率は２１質量％であった
。（表２参照）
【実施例１２】
【０１１４】
　銅（Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が７．５
：２３．８：１８．４：５０．３となるように銅、ニッケル、チタン及びケイ素の純原料
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をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を
３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同
様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、実施例１と同様に、この合金粉
末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製して、そのコイン
型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求める
と共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１１５】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．７９であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は３０質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに３０を
代入すると共にｙに４．７９を代入したところ４．７９＞３．２０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１５０であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は９４８ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は７８０ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８２％であり、５１Ｃ容量
維持率は９３．７％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２４
質量％であった。（表２参照）
【実施例１３】
【０１１６】
　銅（Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が１５．
０：２１．１：１５．４：４８．５となるように銅、ニッケル、チタン及びケイ素の純原
料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比
を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と
同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、実施例１と同様に、この合金
粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製して、そのコイ
ン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求め
ると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１１７】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は５．０４であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は３５質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに３５を
代入すると共にｙに５．０４を代入したところ５．０４＞３．１０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１５８であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１１０９ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は９２６ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８３％であり、５１Ｃ容
量維持率は９２．６％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２
９質量％であった。（表２参照）
【実施例１４】
【０１１８】
　銅（Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が１５．
０：１９．２：１３．８：５２．０となるように銅、ニッケル、チタン及びケイ素の純原
料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比
を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と
同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、実施例１と同様に、この合金
粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製して、そのコイ
ン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求め
ると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１１９】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．８８であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は３８質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに３８を
代入すると共にｙに４．８８を代入したところ４．８８＞３．０４となり、同一次粉末の
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粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１５３であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１２６６ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は１１１１ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８８％であり、５１Ｃ
容量維持率は８５．２％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は
３５質量％であった。（表２参照）
【実施例１５】
【０１２０】
　銅（Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）、コバルト（Ｃｏ）及びケイ素（Ｓｉ
）の質量比が１１．２：１５．６：１５．４：５．０：５２．８となるように銅、ニッケ
ル、チタン、コバルト及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと
、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同
様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定し
た。また、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込
んだコイン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初
回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた
。
【０１２１】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．７６であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は３６質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに３６を
代入すると共にｙに４．７６を代入したところ４．７６＞３．０８となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１４９であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１２２７ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は１０６４ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８７％であり、５１Ｃ
容量維持率は８７．２％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は
３３質量％であった。（表２参照）
【実施例１６】
【０１２２】
　ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が２０．９：１７．１
：６２．０となるようにニッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解る
つぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を９４ｇ：６ｇとしたこと以
外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ
素相の寸法を測定した。また、負極合剤スラリーの調製を、上述の合金粉末２２．５質量
部に対して５２．５質量部の黒鉛粉末、５．０質量部のＳＢＲ、５．０質量部のＣＭＣ、
１５．０質量部のアセチレンブラック粉末を加え、さらにその混合物に蒸留水を添加した
後に混練することによって行った以外は、実施例１と同様にしてこの合金粉末から負極を
製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製した。そして、実施例１と同様
にしてそのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容
量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１２３】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．０８であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は４４質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに４４を
代入すると共にｙに４．０８を代入したところ４．０８＞２．９２となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１２７であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は１０～
４０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１５７３ｍＡｈ
／ｇであり、初回放電容量は１３５２ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８６％であり、５１
Ｃ容量維持率は９１．５％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率
は４２質量％であった。（表２参照）
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【実施例１７】
【０１２４】
　ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が１６．８：１３．６
：６９．６となるようにニッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解る
つぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を９４ｇ：６ｇとしたこと以
外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ
素相の寸法を測定した。また、負極合剤スラリーの調製を、上述の合金粉末２２．５質量
部に対して５２．５質量部の黒鉛粉末、５．０質量部のＳＢＲ、５．０質量部のＣＭＣ、
１５．０質量部のアセチレンブラック粉末を加え、さらにその混合物に蒸留水を添加した
後に混練することによって行った以外は、実施例１と同様にしてこの合金粉末から負極を
製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製した。そして、実施例１と同様
にしてそのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容
量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１２５】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．７３であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は５６質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに５６を
代入すると共にｙに３．７３を代入したところ３．７３＞２．６８となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１１７であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は１０～
４０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１６８８ｍＡｈ
／ｇであり、初回放電容量は１４８２ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８８％であり、５１
Ｃ容量維持率は９０．１％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率
は４６質量％であった。（表３参照）
【実施例１８】
【０１２６】
　ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が１２．６：１０．２
：７７．２となるようにニッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解る
つぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を９４ｇ：６ｇとしたこと以
外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ
素相の寸法を測定した。また、負極合剤スラリーの調製を、上述の合金粉末２２．５質量
部に対して５２．５質量部の黒鉛粉末、５．０質量部のＳＢＲ、５．０質量部のＣＭＣ、
１５．０質量部のアセチレンブラック粉末を加え、さらにその混合物に蒸留水を添加した
後に混練することによって行った以外は、実施例１と同様にしてこの合金粉末から負極を
製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製した。そして、実施例１と同様
にしてそのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容
量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１２７】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．３８であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は６７質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに６７を
代入すると共にｙに３．３８を代入したところ３．３８＞２．４６となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１０６であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は１０～
４０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は２０７４ｍＡｈ
／ｇであり、初回放電容量は１８２４ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８８％であり、５１
Ｃ容量維持率は８８．５％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率
は５７質量％であった。（表３参照）
【実施例１９】
【０１２８】
　ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が８．４：６．８：８
４．８となるようにニッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼ
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に投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を９４ｇ：６ｇとしたこと以外は
、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相
の寸法を測定した。また、負極合剤スラリーの調製を、上述の合金粉末２２．５質量部に
対して５２．５質量部の黒鉛粉末、５．０質量部のＳＢＲ、５．０質量部のＣＭＣ、１５
．０質量部のアセチレンブラック粉末を加え、さらにその混合物に蒸留水を添加した後に
混練することによって行った以外は、実施例１と同様にしてこの合金粉末から負極を製造
すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製した。そして、実施例１と同様にし
てそのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維
持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１２９】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．０３であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は７８質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに７８を
代入すると共にｙに３．０３を代入したところ３．０３＞２．２４となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は９５であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は２０～５
０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は２４６０ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は２０４５ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８３％であり、５１Ｃ
容量維持率は８３．４％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は
６４質量％であった。（表３参照）
【実施例２０】
【０１３０】
　ニッケル（Ｎｉ）、鉄（Ｆｅ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が２１．３：８．７：７０
．０となるようにニッケル、鉄及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入
したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を９４ｇ：６ｇとしたこと以外は、実施
例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法
を測定した。また、負極合剤スラリーの調製を、上述の合金粉末２２．５質量部に対して
５２．５質量部の黒鉛粉末、５．０質量部のＳＢＲ、５．０質量部のＣＭＣ、１５．０質
量部のアセチレンブラック粉末を加え、さらにその混合物に蒸留水を添加した後に混練す
ることによって行った以外は、実施例１と同様にしてこの合金粉末から負極を製造すると
共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製した。そして、実施例１と同様にしてその
コイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を
求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１３１】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．２１であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は５６質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに５６を
代入すると共にｙに４．２１を代入したところ４．２１＞２．６８となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１３２であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は１０～
４０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１７５０ｍＡｈ
／ｇであり、初回放電容量は１５４０ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８８％であり、５１
Ｃ容量維持率は８９．３％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率
は４８質量％であった。（表３参照）
【実施例２１】
【０１３２】
　ニッケル（Ｎｉ）、クロム（Ｃｒ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が２１．６：８．２：
７０．２となるようにニッケル、クロム及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつ
ぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を９４ｇ：６ｇとしたこと以外
は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素
相の寸法を測定した。また、負極合剤スラリーの調製を、上述の合金粉末２２．５質量部
に対して５２．５質量部の黒鉛粉末、５．０質量部のＳＢＲ、５．０質量部のＣＭＣ、１
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５．０質量部のアセチレンブラック粉末を加え、さらにその混合物に蒸留水を添加した後
に混練することによって行った以外は、実施例１と同様にしてこの合金粉末から負極を製
造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製した。そして、実施例１と同様に
してそのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量
維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１３３】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．１５であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は５６質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに５６を
代入すると共にｙに４．１５を代入したところ４．１５＞２．６８となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本実施例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１３０であり、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は１０～
４０ｎｍであった。また、本実施例に係るコイン型電池の初回充電容量は１８８２ｍＡｈ
／ｇであり、初回放電容量は１６６４ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８８％であり、５１
Ｃ容量維持率は８８．８％であった。また、本実施例に係る合金粒子中のケイ素相含有率
は５２質量％であった。（表３参照）
【０１３４】
（比較例１）
　チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が４６．０：５４．０となるようにチタン
及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入した以外は、実施例１と同様に
して合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。
また、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだ
コイン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効
率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１３５】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．３３であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は０質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに０を代入
すると共にｙに３．３３を代入したところ３．３３＜３．８０となり、同一次粉末の粒子
に対して同式が成立しないことが明らかとなった。また、本比較例に係るＭＧ処理時のＭ
Ｇ加工性指標値は１０４であった。また、本比較例に係るコイン型電池の初回充電容量は
２６ｍＡｈ／ｇであり、初回放電容量は６ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は２３％であった
。また、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は０質量％であった。（表４参照）
【０１３６】
（比較例２）
　チタン及びケイ素の質量比が３６．８：６３．２となるようにチタン及びケイ素の純原
料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入した以外は、実施例１と同様にして合金粉末を調
製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、実施例１と
同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作
製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ
容量維持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１３７】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．１３であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は２０質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに２０を
代入すると共にｙに３．１３を代入したところ３．１３＜３．４０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立しないことが明らかとなった。また、本比較例に係るＭＧ処理時
のＭＧ加工性指標値は９８であり、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本比較例に係るコイン型電池の初回充電容量は８５１ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は６８１ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８０％であり、５１Ｃ容量
維持率は８８．０％であった。また、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２１
質量％であった。（表４参照）
【０１３８】
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（比較例３）
　チタン及びケイ素の質量比が３４．５：６５．５となるようにチタン及びケイ素の純原
料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比
を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と
同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。また、実施例１と同様に、この合金
粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製して、そのコイ
ン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維持率を求め
ると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１３９】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．０８であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は２５質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに２５を
代入すると共にｙに３．０８を代入したところ３．０８＜３．３０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立しないことが明らかとなった。また、本比較例に係るＭＧ処理時
のＭＧ加工性指標値は９６であり、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本比較例に係るコイン型電池の初回充電容量は８９１ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は７３８ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８３％であり、５１Ｃ容量
維持率は８１．０％であった。また、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は２３
質量％であった。（表４参照）
【０１４０】
（比較例４）
　ニッケル、チタン及びケイ素の質量比が１８．０：２６．０：５６．０となるようにニ
ッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ
処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にし
て合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。ま
た、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコ
イン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率
を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１４１】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は４．０８であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は１５質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに１５を
代入すると共にｙに４．０８を代入したところ４．０８＞３．５０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本比較例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は１２８であり、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本比較例に係るコイン型電池の初回充電容量は５７０ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は４２２ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は７４％であった。また、本
比較例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は１３質量％であった。（表４参照）
【０１４２】
（比較例５）
　アルミニウム、鉄及びケイ素の質量比が３３．５：２７．８：３８．７となるようにア
ルミニウム、鉄及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼに投入したこと、ＭＧ
処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を３６ｇ：４ｇとしたこと以外は、実施例１と同様にし
て合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相の寸法を測定した。ま
た、実施例１と同様に、この合金粉末から負極を製造すると共にその負極を組み込んだコ
イン型電池を作製して、そのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率
を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１４３】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は３．９９であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は１０質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに１０を
代入すると共にｙに３．９９を代入したところ３．９９＞３．６０となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本比較例に係るＭＧ処理時の
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ＭＧ加工性指標値は１２５であり、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は５～２
０ｎｍであった。また、本比較例に係るコイン型電池の初回充電容量は２５４ｍＡｈ／ｇ
であり、初回放電容量は１３３ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は５２％であった。また、本
比較例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は４質量％であった。（表４参照）
【０１４４】
（比較例６）
　ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）及びケイ素（Ｓｉ）の質量比が４．２：３．４：９
２．４となるようにニッケル、チタン及びケイ素の純原料をチタン酸アルミ製溶解るつぼ
に投入したこと、ＭＧ処理時の一次粉末：黒鉛の質量比を９４ｇ：６ｇとしたこと以外は
、実施例１と同様にして合金粉末を調製し、実施例１と同様にして合金粒子中のケイ素相
の寸法を測定した。また、負極合剤スラリーの調製を、上述の合金粉末２２．５質量部に
対して５２．５質量部の黒鉛粉末、５．０質量部のＳＢＲ、５．０質量部のＣＭＣ、１５
．０質量部のアセチレンブラック粉末を加え、さらにその混合物に蒸留水を添加した後に
混練することによって行った以外は、実施例１と同様にしてこの合金粉末から負極を製造
すると共にその負極を組み込んだコイン型電池を作製した。そして、実施例１と同様にし
てそのコイン型電池の初回充電容量、初回放電容量および初回効率ならびに５１Ｃ容量維
持率を求めると共に、合金粒子中のケイ素相含有率を求めた。
【０１４５】
　合金粉末製造時の一次粉末の粒子の比重は２．６８であり、同一次粉末中の粒子のケイ
素相含有率は８９質量％であった。そして、式：ｙ＞－０．０２ｘ＋３．８のｘに８９を
代入すると共にｙに２．６８を代入したところ２．６８＞２．０２となり、同一次粉末の
粒子に対して同式が成立することが明らかとなった。また、本比較例に係るＭＧ処理時の
ＭＧ加工性指標値は８４であり、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相の直径は２０～５
０ｎｍであった。また、本比較例に係るコイン型電池の初回充電容量は２９５６ｍＡｈ／
ｇであり、初回放電容量は２４０９ｍＡｈ／ｇであり、初回効率は８１％であり、５１Ｃ
容量維持率は７７．４％であった。また、本比較例に係る合金粒子中のケイ素相含有率は
７５質量％であった。（表４参照）
【０１４６】
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【表１】

【０１４７】
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【表２】

【０１４８】
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【表３】

【０１４９】
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【表４】

【産業上の利用可能性】
【０１５０】
　本発明に係る合金粒子は、非水電解質二次電池用の負極活物質として利用することがで
きる。
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