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(57)【要約】
【課題】高容量と良好なサイクル特性を実現するリチウ
ムイオン二次電池用の負極材料を得る。
【解決手段】連続する空孔を有し、三次元網目構造を有
する多孔質シリコン粒子であって、前記空孔が、前記多
孔質シリコン粒子を貫通し、前記空孔内に、Ｃｕ、Ｎｉ
、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｃのいずれか１つ以上の導電性元
素の単体又は合金を有することを特徴とする多孔質シリ
コン粒子である。前記導電性元素の単体又は合金が、前
記空孔内の表面の少なくとも一部を被覆するか、前記空
孔内の少なくとも一部に充填されていることが好ましい
。また、このような多孔質シリコン粒子は、多孔質シリ
コン粒子への無電解メッキ、置換メッキ、炭素コーティ
ングにより作製される。
【選択図】図２



(2) JP 2012-84521 A 2012.4.26

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続する空孔を有し、三次元網目構造を有する多孔質シリコン粒子であって、
　前記空孔が、前記多孔質シリコン粒子を貫通し、
　前記空孔内に、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｃのいずれか１つ以上の導電性元素の
単体又は合金を有する
　ことを特徴とする多孔質シリコン粒子。
【請求項２】
　前記導電性元素の単体又は合金が、前記空孔内の表面の少なくとも一部を被覆すること
を特徴とする請求項１に記載の多孔質シリコン粒子。
【請求項３】
　前記導電性元素の単体又は合金が、前記空孔内の少なくとも一部に充填されていること
を特徴とする請求項１に記載の多孔質シリコン粒子。
【請求項４】
　前記多孔質シリコン粒子内に、Ａｓ、Ｂａ、Ｃ、Ｃａ、Ｃｅ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｅｒ
、Ｆｅ、Ｇｄ、Ｈｆ、Ｌｕ、Ｍｇ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｎｂ、Ｎｄ、Ｎｉ、Ｐ、Ｐｄ、Ｐｒ、Ｐ
ｔ、Ｐｕ、Ｒｅ、Ｒｈ、Ｒｕ、Ｓｃ、Ｓｍ、Ｓｒ、Ｔａ、Ｔｅ、Ｔｈ、Ｔｉ、Ｔｍ、Ｕ、
Ｖ、Ｗ、Ｙ、Ｙｂ、Ｚｒからなる群より選ばれた少なくとも１種の元素とのシリサイドを
有することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の多孔質シリコン粒子。
【請求項５】
　前記多孔質シリコン粒子の平均粒径が、０．１μｍ～１０００μｍであり、
　前記多孔質シリコン粒子の平均空隙率が、１５～９３％であり、
　前記多孔質シリコン粒子の平均空孔径が、５ｎｍ～２μｍであり、
　前記多孔質シリコン粒子の平均粒径と平均空孔径の比が、５以上であることを特徴とす
る請求項１～４のいずれか１項に記載の多孔質シリコン粒子。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の多孔質シリコン粒子が負極活物質として用いられ
ることを特徴とするリチウムイオン二次電池用負極。
【請求項７】
　リチウムイオンを吸蔵および放出可能な正極と、
　請求項６に記載のリチウムイオン二次電池用負極と、
　前記正極と前記負極との間に配置されるセパレータとを有し、
　リチウムイオン伝導性を有する電解質中に、前記正極、前記負極および前記セパレータ
とが配設されることを特徴とするリチウムイオン二次電池。
【請求項８】
　連続する空孔を有し、三次元網目構造を有する多孔質シリコン粒子の前記空孔内部に、
Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｃのいずれか１つ以上の導電性元素の単体又は合金を析
出させる
　ことを特徴とする多孔質シリコン粒子の製造方法。
【請求項９】
　前記多孔質シリコン粒子の空孔内の少なくとも一部に、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇ
のいずれか１つ以上の導電性元素で無電解メッキを行い、前記導電性元素を析出させるこ
とを特徴とする請求項８に記載の多孔質シリコン粒子の製造方法。
【請求項１０】
　前記多孔質シリコン粒子が、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇのいずれか１つ以上の導電
性元素よりも析出電位が卑な元素を１原子％以上含み、
　前記卑な元素を、前記導電性元素で置換する置換メッキを行い、
　前記多孔質シリコン粒子の空孔内の少なくとも一部に、前記導電性元素を析出させるこ
とを特徴とする請求項８に記載の多孔質シリコン粒子の製造方法。
【請求項１１】
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　前記多孔質シリコン粒子を、フィルター上に置き、
　前記無電解メッキまたは前記置換メッキを、平均流速０．１ｃｍ／秒以上の流れ場で行
うことを特徴とする請求項９または１０に記載の多孔質シリコン粒子の製造方法。
【請求項１２】
　前記多孔質シリコン粒子を、１０体積％以上の炭化水素系ガスを含有する雰囲気中で、
１００Ｋ／分以上の昇温速度で６００℃以上に加熱し、前記空孔内で、前記炭化水素系ガ
スを熱分解させることで、前記多孔質シリコン粒子の前記空孔内の少なくとも一部に、炭
素を析出させることを特徴とする請求項８に記載の多孔質シリコン粒子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウムイオン二次電池の負極用材料として有用な多孔質シリコン粒子など
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、負極活物質としてグラファイトを用いるリチウムイオン二次電池が実用化されて
いる。このリチウムイオン二次電池の負極は、一般に、負極活物質と、カーボンブラック
等の導電助剤と、樹脂の結着剤とを混練してスラリーを調製し、銅箔等の集電体上に塗布
・乾燥して形成されている。
【０００３】
　一方で、高容量化を目指し、負極活物質としての理論容量の大きな金属や合金、特にシ
リコンおよびその合金を用いるリチウムイオン二次電池用の負極の開発が進められている
。
【０００４】
　このシリコンを使用したリチウムイオン二次電池用の負極の製造方法としては、活物質
である金属シリコンを機械的にナノメートルサイズにまで粉砕し、造粒して、カーボンブ
ラック等の導電助剤と樹脂の結着剤と共に混練してスラリーを調製し、銅箔上に塗布する
方法が挙げられる。また、プラズマ法による直接ナノサイズの粒子を製造する方法もある
。このナノメートルサイズのシリコン粒子は、粒子表面に粘結剤をコーティングし、銅箔
へ均一に塗布することを目的に造粒される。しかし、シリコン粒子がたいへん小さいこと
から、造粒体中におけるシリコンの体積比率は５０％を下回ることが頻繁に発生する。そ
の為に、電池容量が大きくならないという欠点が生じている。
【０００５】
　また、リチウム電池で充放電を繰返すことで、例えばシリコンは約４倍もの体積膨張収
縮を繰返す。シリコン粒子間の結合力は小さく、その体積変化を防止することができない
ことからシリコン粒子の微粉化が進み、サイクル特性が急激に劣化する。
　これらの理由から、ナノメートルサイズのシリコンを造粒せずに多孔質体を直接製造す
る製法が提案されている。具体的には、（１）シリコン基板に陽極酸化を施しスリットな
どの溝を形成する方法や、（２）リボン状のバルク金属中に微細なシリコンを晶出させる
方法（例えば、特許文献１を参照）などが知られている。また、同様に急冷凝固技術を応
用した技術（例えば、特許文献２を参照）や、シリコン粒子をフッ酸処理して多孔質シリ
コンを得る方法（例えば、特許文献３、４を参照）が知られている。
【０００６】
　これらの多孔質体でも、（１）充放電に伴う微粉化、（２）導電性の劣化、が課題とし
て存在する。これらの課題をクリアーする為に、特許文献５～１０に示すようなシリコン
表面をスズや銅などで被覆する複合材が提案されている。
　これらの先行技術では、シリコン塊から微細なシリコン粒子を作製し、その粒子径は１
０ｎｍ～６０μｍが提案されている。具体的には、平均粒径０．１～５μｍのシリコン粒
子の積層物の表面をメッキする方法（特許文献５）、平均粒径０．５～６０μｍのシリコ
ンと電子伝導補助材を混合する方法（特許文献６）、平均粒子径０．１～５０μｍのシリ



(4) JP 2012-84521 A 2012.4.26

10

20

30

40

50

コンと炭素を混合する方法（特許文献７）、粒径０．０１～０．５μｍのシリコンを炭素
と共にメカニカルアロイングで作製する方法（特許文献８）、平均粒子径０．１～５μｍ
のシリコンに炭素を化学蒸着処理する方法（特許文献９）等が挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－１３５３６４号公報
【特許文献２】特許第３８２７６４２号公報
【特許文献３】米国出願公開第２００６／０２５１５６１号明細書
【特許文献４】米国出願公開第２００９／０１８６２６７号明細書
【特許文献５】特開２００９－１６４０１４号公報
【特許文献６】特開平１１－２４２９５４号公報
【特許文献７】特開２０００－２１５８８７号公報
【特許文献８】特開２００２－２１６７５１号公報
【特許文献９】特開２００４－３４９０５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、負極活物質と導電助剤と結着剤とのスラリーを塗布・乾燥して形成され
る従来の負極は、負極活物質と集電体とを導電性の低い樹脂の結着剤で結着するため、内
部抵抗が大きくならないように樹脂の使用量を最小限に抑える必要があり、負極活物質と
集電体の結合力は強いものではなかった。そのため、充放電時の負極の体積膨張を抑制で
きないと、負極活物質の微粉化や剥離、負極の亀裂の発生、負極活物質間の導電性の低下
等が発生して容量が低下してしまう。また、この負極活物質同士もしくは集電体との結着
を強固にする為に、樹脂を増加させると、樹脂の体積比率が増加し電池の容量が低下する
、導電性低下により応答性が低下するなどの問題が発生する。
【０００９】
　これらのことから、この微粉化を防止するために、負極活物質のナノ化が挙げられてい
る。しかし、そのナノ粒子そのものを使用してスラリーにした場合に、スラリー内に均一
分散しないなどの問題点があった。その為に、このナノ粒子を用いて造粒する手法が広く
用いられている。しかし、この造粒物の中での活物質同士の接合力は極めて小さい為に、
造粒物は充放電時の活物質の体積膨張に伴い崩壊する。また、連結する空隙を有するポー
ラス体もあるが、スラリー製造時にポーラス体の空隙に導電助剤が入り込まないことから
充放電効率が低下するという問題があった。
　それゆえ、従来のシリコンを用いた負極には、サイクル特性が悪く、二次電池の寿命が
短いという問題点があった。特に、負極用材料としての実用化が期待されているシリコン
は、リチウムイオン吸蔵時の体積変化が約４倍と大きいため、負極活物質に割れや剥離が
発生しやすく、また充放電サイクル特性が悪いという問題点があり、従来のグラファイト
負極と比較して極めて寿命が短いという欠点があった。
【００１０】
　また、特許文献２の技術は、非晶質リボンや微粉末などを製造する際に適応するもので
あり、冷却速度は専ら１０４Ｋ／秒以上で凝固させるものである。
　一般的な合金の凝固に於いては、一次デンドライトが成長しながら２次デンドライトが
成長する樹枝状結晶をとる。
　特殊な合金系（Ｃｕ－Ｍｇ系、Ｎｉ－Ｔｉ系など）では、１０４Ｋ／秒以上で非晶質金
属を形成させることができるが、その他の系（例えばＳｉ－Ｎｉ系）では冷却速度は専ら
１０４Ｋ／秒以上で凝固させても非晶質金属を得ることができず、結晶相が形成される。
　この結晶相が形成される場合の結晶のサイズは、冷却速度（Ｒ：Ｋ／秒）とデンドライ
ト・アーム・スペーシング（ＤＡＳ：μｍ）の関係に順ずる。
　ＤＡＳ＝Ａ×ＲＢ　（一般に、Ａ：４０～１００、Ｂ：－０．３～－０．４）



(5) JP 2012-84521 A 2012.4.26

10

20

30

40

50

　そのために、結晶相を有する場合、例えばＡ：６０、Ｂ：－０．３５の場合に、Ｒ：１
０４Ｋ／秒でＤＡＳは１μｍとなる。結晶相もこのサイズに準ずるもので、１０ｎｍなど
の微細な結晶相を得ることはできない。これらの理由から、Ｓｉ－Ｎｉ系などの材料では
、この急冷凝固技術単独で微細な結晶相からなる多孔質を得ることができない。
【００１１】
　また、メッキしたシリコン粒子の微粉化を回避する為に、シリコン粒子を小さくすると
相対的に被覆材の比率が大きくなりリチウム電池容量が小さくなるというトレード・オフ
が生じている。また、シリコンと導電材（炭素等）でメカニカルアロイングする方法で体
積変化を緩和する方法（例えば、特許文献８）もあるが、空隙率が小さく電池内の電解液
の浸入が困難となるというトレード・オフも生じており、実用化には至っていない。
【００１２】
　また、シリコンの微粉化を回避する上で、連結したナノサイズの空隙を有するポーラス
体も提案されている（例えば、特許文献３、４）。しかし、このポーラス状のシリコンを
用いてスラリーを作製しても、ナノサイズの空隙に導電助剤が入り込まないことから充放
電効率が低下するという課題があり、実用化に至っていない。
【００１３】
　本発明は、前述した問題点に鑑みてなされたもので、その目的とすることは、高容量と
良好なサイクル特性を実現するリチウムイオン二次電池の負極用材料に好適な多孔質シリ
コン粒子を得ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者は、連続した空隙を有する三次元的網目構造の多孔質シリコン粒子の空孔内に
導電性物質を析出させることで、これらの導電性物質が導電パスとなり、導電性を改善で
き、さらに微粉化を防止できることを見出した。本発明は、この知見に基づきなされたも
のである。
【００１５】
　すなわち本発明は、以下のとおりである。
（１）連続する空孔を有し、三次元網目構造を有する多孔質シリコン粒子であって、前記
空孔が、前記多孔質シリコン粒子を貫通し、前記空孔内に、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａ
ｇ、Ｃのいずれか１つ以上の導電性元素の単体又は合金を有することを特徴とする多孔質
シリコン粒子。
（２）前記導電性元素の単体又は合金が、前記空孔内の表面の少なくとも一部を被覆する
ことを特徴とする（１）に記載の多孔質シリコン粒子。
（３）前記導電性元素の単体又は合金が、前記空孔内の少なくとも一部に充填されている
ことを特徴とする（１）に記載の多孔質シリコン粒子。
（４）前記多孔質シリコン粒子内に、Ａｓ、Ｂａ、Ｃ、Ｃａ、Ｃｅ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ｃｕ、
Ｅｒ、Ｆｅ、Ｇｄ、Ｈｆ、Ｌｕ、Ｍｇ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｎｂ、Ｎｄ、Ｎｉ、Ｐ、Ｐｄ、Ｐｒ
、Ｐｔ、Ｐｕ、Ｒｅ、Ｒｈ、Ｒｕ、Ｓｃ、Ｓｍ、Ｓｒ、Ｔａ、Ｔｅ、Ｔｈ、Ｔｉ、Ｔｍ、
Ｕ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、Ｙｂ、Ｚｒからなる群より選ばれた少なくとも１種の元素とのシリサイ
ドを有することを特徴とする（１）～（３）のいずれかに記載の多孔質シリコン粒子。
（５）前記多孔質シリコン粒子の平均粒径が、０．１μｍ～１０００μｍであり、前記多
孔質シリコン粒子の平均空隙率が、１５～９３％であり、前記多孔質シリコン粒子の平均
空孔径が、５ｎｍ～２μｍであり、前記多孔質シリコン粒子の平均粒径と平均空孔径の比
が、５以上であることを特徴とする（１）～（４）のいずれかに記載の多孔質シリコン粒
子。
（６）（１）～（５）のいずれかに記載の多孔質シリコン粒子が負極活物質として用いら
れることを特徴とするリチウムイオン二次電池用負極。
（７）リチウムイオンを吸蔵および放出可能な正極と、（６）に記載のリチウムイオン二
次電池用負極と、前記正極と前記負極との間に配置されるセパレータとを有し、リチウム
イオン伝導性を有する電解質中に、前記正極、前記負極および前記セパレータとが配設さ
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れることを特徴とするリチウムイオン二次電池。
（８）連続する空孔を有し、三次元網目構造を有する多孔質シリコン粒子の前記空孔内部
に、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｃのいずれか１つ以上の導電性元素の単体又は合金
を析出させることを特徴とする多孔質シリコン粒子の製造方法。
（９）前記多孔質シリコン粒子の空孔内の少なくとも一部に、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、
Ａｇのいずれか１つ以上の導電性元素で無電解メッキを行い、前記導電性元素を析出させ
ることを特徴とする（８）に記載の多孔質シリコン粒子の製造方法。
（１０）前記多孔質シリコン粒子が、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇのいずれか１つ以上
の導電性元素よりも析出電位が卑な元素を１原子％以上含み、前記卑な元素を、前記導電
性元素で置換する置換メッキを行い、前記多孔質シリコン粒子の空孔内の少なくとも一部
に、前記導電性元素を析出させることを特徴とする（８）に記載の多孔質シリコン粒子の
製造方法。
（１１）前記多孔質シリコン粒子を、フィルター上に置き、前記無電解メッキまたは前記
置換メッキを、平均流速０．１ｃｍ／秒以上の流れ場で行うことを特徴とする（９）また
は（１０）に記載の多孔質シリコン粒子の製造方法。
（１２）前記多孔質シリコン粒子を、１０体積％以上の炭化水素系ガスを含有する雰囲気
中で、１００Ｋ／分以上の昇温速度で６００℃以上に加熱し、前記空孔内で、前記炭化水
素系ガスを熱分解させることで、前記多孔質シリコン粒子の前記空孔内の少なくとも一部
に、炭素を析出させることを特徴とする（８）に記載の多孔質シリコン粒子の製造方法。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明により、高容量と良好なサイクル特性を実現するリチウムイオン二次電池の負極
用材料に好適な多孔質シリコン粒子を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る多孔質シリコン粒子１の概略断面図。
【図２】（ａ）、（ｂ）本発明に係る多孔質シリコン粒子１ａ、１ｂの概略断面図。
【図３】（ａ）～（ｄ）本発明に係る無電解メッキ工程を説明する図。
【図４】（ａ）～（ｃ）本発明に係る炭素コーティング工程を説明する図。
【図５】（ａ）～（ｄ）本発明に係る置換メッキ工程を説明する図。
【図６】本発明に係るリチウムイオン二次電池の一例を示す断面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　（多孔質シリコン粒子）
　以下図面に基づいて、本発明の実施形態を詳細に説明する。図１は、本発明に係る多孔
質シリコン粒子１の一例を示す図である。多孔質シリコン粒子１は、連続する空孔３を有
し、三次元網目構造を有し、空孔３が、多孔質シリコン粒子１を貫通し、空孔３内に、Ｃ
ｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｃのいずれか１つ以上の導電性元素の単体又は合金７を有
することを特徴とする。
【００１９】
　本発明に係る多孔質シリコン粒子１での三次元網目構造は、空孔が互いに連接している
構造を意味する。図１では、多数のシリコン微粒子５が接合し、シリコン微粒子５の間の
空間が空孔３である多孔質シリコン粒子１を図示しているが、他に、多孔質シリコン粒子
の空孔が互いに連接している構造で、その空孔が多孔質シリコン粒子を貫通していれば、
そのような多孔質シリコン粒子も用いることができる。例えば、チューブ状の空孔が形成
されているシリコン粒子を用いることもできる。なお、図１などでは、シリコン微粒子５
が互いに接触していないが、これは、多孔質シリコン粒子１を模式的に描いたためであり
、実際は、隣接するシリコン微粒子５と接合したり、奥または手前の別のシリコン微粒子
５と接合したりして、互いのシリコン微粒子５は接合し、一体化している。
【００２０】
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　本発明に係る多孔質シリコン粒子１、後述する１ａ、１ｂは、前記導電性元素の単体又
は合金を析出させる前は、平均粒径が０．１μｍ～１０００μｍであり、平均空隙率が１
５～９３％であり、平均空孔が５ｎｍ～２μｍであり、平均粒径と平均空孔の比が５以上
で、連続した空隙を有する三次元網目構造を有する多孔質シリコン粒子である。これら多
孔質シリコン粒子の平均粒径または平均支柱径は、０．１μｍ～１０００μｍであり、好
ましくは１～５０μｍ、より好ましくは、５～２０μｍである。また、平均空隙率が１５
～９３％であり、好ましくは３０～８０％である。平均空孔が５ｎｍ～２μｍであり、好
ましくは１０～５００ｎｍ、より好ましくは、２０～２００ｎｍである。
【００２１】
　シリコン微粒子５は、平均粒径または平均支柱径が２ｎｍ～２μｍであり、好ましくは
１０～５００ｎｍ、より好ましくは、２０～３００ｎｍである。そして、一つ一つのシリ
コン微粒子５の結晶構造は、結晶性を有する単結晶であることが好ましい。また、シリコ
ン微粒子５は、酸素を除く元素の比率でシリコンを８０原子％以上含む中実な微粒子であ
ることが好ましい。
【００２２】
　導電性元素の単体又は合金７は、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｃのいずれか１つ以
上の導電性元素の単体又は合金である。図１では、粒子状の導電性元素の単体又は合金７
が、空孔３内に析出しているが、析出形態は特に限定されず、後述する第１の実施形態や
第２の実施形態のように、空孔３の表面を被覆しても、空孔３内を充填してもよい。
【００２３】
　また、多孔質シリコン粒子１内に、Ａｓ、Ｂａ、Ｃ、Ｃａ、Ｃｅ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ｃｕ、
Ｅｒ、Ｆｅ、Ｇｄ、Ｈｆ、Ｌｕ、Ｍｇ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｎｂ、Ｎｄ、Ｎｉ、Ｐ、Ｐｄ、Ｐｒ
、Ｐｔ、Ｐｕ、Ｒｅ、Ｒｈ、Ｒｕ、Ｓｃ、Ｓｍ、Ｓｒ、Ｔａ、Ｔｅ、Ｔｈ、Ｔｉ、Ｔｍ、
Ｕ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、Ｙｂ、Ｚｒからなる群より選ばれた少なくとも１種の元素と、シリコン
とのシリサイドを有してもよい。これらの元素は、シリコンに比べてリチウムイオンを吸
蔵しにくい元素であるため、リチウムイオンの吸蔵時にこのシリサイドは膨張し難く、多
孔質シリコン粒子全体の膨張も抑制され、より長寿命の負極活物質を得ることができる。
【００２４】
（本発明に係る多孔質シリコン粒子の効果）
　本発明に係る多孔質シリコン粒子は、シリコンを使用しているため、リチウムイオン二
次電池の負極に用いると、高容量の負極活物質となる。
【００２５】
　また、本発明に係る多孔質シリコン粒子は、導電性元素の単体又は合金を有するので、
この導電性元素が、多孔質シリコン粒子の内部のシリコンへの導電パスとなる。さらに、
本発明に係る多孔質シリコン粒子は、連続する空孔を有し、三次元網目構造を有するため
、多孔質シリコン粒子内部のシリコンにまで電解液が接触することができる。そのため、
多孔質シリコン粒子の内部のシリコンまでが、充放電反応に参加することができ、シリコ
ンの利用効率が高く、本発明に係る多孔質シリコン粒子は、高容量の負極活物質となる。
【００２６】
　また、本発明に係る多孔質シリコン粒子は、連続する空孔を有し、三次元網目構造を有
するため、多孔質シリコン粒子を構成するシリコンが、膨張または収縮しても、多孔質シ
リコン粒子の内部に係る応力が小さく分散され、多孔質シリコン粒子の微粉化を防止する
ことができる。つまり、本発明に係る多孔質シリコン粒子を、リチウムイオン二次電池の
負極に用いると、サイクル特性に優れる長寿命の負極活物質となる。
【００２７】
　また、本発明に係る多孔質シリコン粒子は、導電性元素の単体又は合金を有するので、
この導電性元素が、多孔質シリコン粒子を構成するシリコンへの導電パスとなり、多孔質
シリコン粒子の導電性が高くなる。さらには、高率での充放電特性に優れる。
【００２８】
　また、本発明に係る多孔質シリコン粒子は、導電性元素の単体又は合金を有するので、
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空孔３の内部の導電性元素の単体又は合金が、多孔質シリコン粒子の微粉化を抑えること
ができる。
【００２９】
　（本発明に係る多孔質シリコン粒子の第１の実施形態）
　以下の実施形態で、同一の様態を果たす要素には同一の番号を付し、重複した説明は避
ける。
　図２（ａ）は、本発明の第１の実施形態に係る多孔質シリコン粒子１ａの一例を示す図
である。多孔質シリコン粒子１ａは、多数のシリコン微粒子５が接合して形成され、シリ
コン微粒子５の間の空間が空孔３である。空孔３は連続し、多孔質シリコン粒子１ａを貫
通する。多孔質シリコン粒子１ａは、三次元網目構造を有する。また、空孔３の表面、す
なわち、シリコン微粒子５の表面の少なくとも一部は、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇ、
Ｃのいずれか１つ以上の導電性元素の単体又は合金７ａにより被覆される。
【００３０】
　被覆する導電性元素の単体又は合金７ａの厚さは、０．００５～１．０μｍ程度である
。
【００３１】
　本発明の第１の実施形態に係る多孔質シリコン粒子１ａは、後述する、無電解メッキや
炭素コーティングにより得られる。また、後述する置換メッキでも、卑な元素１９を空孔
３の表面に被覆させておけば、卑な元素１９を導電性元素で置換させ、空孔３の表面を導
電性元素の単体または合金７ａで被覆することができる。
【００３２】
　第１の実施形態に係る多孔質シリコン粒子によれば、前述の本発明に係る多孔質シリコ
ン粒子１の効果に加えて、導電性元素の単体又は合金７ａが、空孔３の少なくとも一部を
被覆しているので、多孔質シリコン粒子１ａを構成するシリコンの微粉化を防ぐことがで
きる。そのため、第１の実施形態に係る多孔質シリコン粒子は、長寿命の負極活物質とな
る。
【００３３】
　（本発明に係る多孔質シリコン粒子の第２の実施形態）
　図２（ｂ）は、本発明の第２の実施形態に係る多孔質シリコン粒子１ｂの一例を示す図
である。多孔質シリコン粒子１ｂは、多数のシリコン微粒子５が接合して形成され、シリ
コン微粒子５の間の空間が空孔３である。空孔３は連続し、多孔質シリコン粒子１ｂを貫
通する。多孔質シリコン粒子１ｂは、三次元網目構造を有する。また、少なくとも一部の
空孔３の内部に、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｃのいずれか１つ以上の導電性元素の
単体又は合金７ｂが充填される
【００３４】
　本発明の第２の実施形態に係る多孔質シリコン粒子１ｂは、後述する、置換メッキによ
り得られる。また、後述する無電解メッキや炭素コーティングでも、条件により導電性元
素が、多孔質シリコン粒子１ｂ内で、部分的に析出することで、少なくとも一部の空孔３
の内部を導電性元素で充填させることができる。
【００３５】
　第２の実施形態に係る多孔質シリコン粒子によれば、前述の本発明に係る多孔質シリコ
ン粒子１の効果に加えて、導電性元素の単体又は合金７ｂが、空孔３の少なくとも一部に
充填されているので、多孔質シリコン粒子１ｂを構成するシリコンの微粉化を防ぐことが
できる。そのため、第２の実施形態に係る多孔質シリコン粒子は、長寿命の負極活物質と
なる。
【００３６】
　（本発明に係る多孔質シリコン粒子の製造方法）
　本発明に係る多孔質シリコン粒子の製造方法を説明する。多孔質シリコン粒子を貫通す
る、連続する空孔を有し、三次元網目構造を有する多孔質シリコン粒子の空孔内部に、Ｃ
ｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｃのいずれか１つ以上の導電性元素の単体又は合金を析出



(9) JP 2012-84521 A 2012.4.26

10

20

30

40

50

させることができれば、どのような方法でも良いが、図３～５に示す、無電解メッキ、置
換メッキ、炭素コーディングなどの用法を行うことが好ましい。
【００３７】
　（無電解メッキによる製造方法）
　図３（ａ）～（ｄ）は、本発明に係る無電解メッキ工程を示す図である。処理前の多孔
質シリコン粒子８に、無電解メッキを行い、空孔３内に金属の導電性元素を析出させ、多
孔質シリコン粒子１ａを得る。
【００３８】
　まず、図３（ａ）に示すとおり、三次元網目構造を有する処理前の多孔質シリコン粒子
８を用意する。
　図３（ａ）では、多孔質シリコン粒子８は、多数のシリコン微粒子５が接合して形成さ
れているが、このような形状に限定されない。他に、多孔質シリコン粒子の空孔が互いに
連接している構造で、その空孔が多孔質シリコン粒子を貫通していれば、どのような多孔
質シリコン粒子も用いることができる。
【００３９】
　多孔質シリコン粒子８としては、シリコン粉末をフッ酸などで処理して多孔質化した粒
子を用いることができる。フッ酸処理すると、結晶の粒界がフッ酸でエッチングされ、結
晶性の高いシリコン微粒子５が接合した構造となる。なお、フッ酸でエッチングする場合
、表面には細孔構造が発達するが、粒子の内部に細孔構造が発達しにくいため、フッ酸で
エッチングしただけでは、粒子全体が三次元網目構造とはなりにくい。そのため、エッチ
ングした後、粒子を粉砕することにより、細孔構造が発達した、粉砕前の粒子の表面部分
のみからなる粒子を得ることができ、三次元網目構造を有する多孔質シリコン粒子８を得
ることができる。
　また、超高温プラズマ法によって、微粒子の凝集・合体を促進して得られる粒子を、多
孔質シリコン粒子８として用いることもできる。
【００４０】
　次に、図３（ｂ）に示すとおり、メッキ液１１にて、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇの
どれか１つ以上を無電解メッキする。
　多孔質シリコン粒子８の内部へ、確実に無電解メッキをするために、多孔質シリコン粒
子８をフィルター９の上に堆積させ、メッキ液１１を、０．１ｃｍ／秒以上、好ましくは
１ｃｍ／秒以上の流速を持つ流れ場にして、無電解メッキを行う。
【００４１】
　図３（ｃ）は、図３（ｂ）でのＡ領域の拡大図である。処理前の多孔質シリコン粒子８
の空孔３の内部を、メッキ液１１が流れることが分かる。また、多孔質シリコン粒子８は
、連続する空孔３があり、三次元網目構造を有しているため、メッキ液１１は、空孔３を
通過して、多孔質シリコン粒子８の内部を通過することができる。特に、多孔質シリコン
粒子８をフィルター９上において、さらにメッキ液１１を流れ場としているため、メッキ
液１１は、多孔質シリコン粒子８の空孔３の内部を所定の流速で流れることとなる。その
ため、多孔質シリコン粒子８の空孔３の表面に、常に新しいメッキ液１１が供給され、空
孔３の表面に無電解メッキをすることができる。
【００４２】
　一方、多孔質シリコン粒子８を、フィルター上に固定せず、例えば攪拌されているメッ
キ液中に多孔質シリコン粒子８を入れると、多孔質シリコン粒子８は、空孔３中のメッキ
液ごと移動するため、実際の空孔３中ではメッキ液がほとんど流れず、空孔３の内部には
新しいメッキ液が供給されない。そのため、空孔３の表面よりも多孔質シリコン粒子８の
外表面に、より多くメッキされ、空孔３の表面は被覆されにくい。
【００４３】
　無電解メッキのメッキ液１１は、特に限定されず、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇのど
れか１つ以上を無電解メッキする際に通常に用いられるメッキ液を使用することができる
。
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【００４４】
　図３（ｄ）に示すとおり、処理前の多孔質シリコン粒子８に無電解メッキを施すことで
、シリコン微粒子５の周囲を導電性元素（金属）の単体または合金７ａが被覆する多孔質
シリコン粒子１ａが得られる。被覆する導電性元素の単体又は合金７ａの厚さは、０．０
０５～１．０μｍ程度である。
【００４５】
　（炭素コーティングによる製造方法）
　図４（ａ）～（ｃ）は、本発明に係る炭素コーティング工程を示す図である。処理前の
多孔質シリコン粒子８に、炭素コーティングを行い、空孔３に炭素を析出させ、多孔質シ
リコン粒子１ａを得る。
【００４６】
　まず、図４（ａ）に示すとおり、三次元網目構造を有する処理前の多孔質シリコン粒子
８を用意する。
【００４７】
　図４（ｂ）に示すとおり、多孔質シリコン粒子８を炉１３内に置き、炉１３に炭化水素
系ガス１７を供給し、炭化水素系ガス１７を１０体積％以上の含有する雰囲気中で、ヒー
ター１５にて、１００Ｋ／分以上の昇温速度で６００℃以上に加熱して、炭化水素系ガス
１７を空孔３内で熱分解させることで、多孔質シリコン粒子８の表面及び空孔３の内部の
少なくとも一部に、厚さ０．００５～０．５μｍの炭素のコーティングを施す。炭化水素
系ガス濃度は、好ましくは２０～９０体積％で、より好ましくは３０～５０体積％である
。また、昇温速度は、１００Ｋ／分以上で、好ましくは２００～１０００Ｋ／分である。
１０００Ｋ／分の昇温速度を付与すると、多孔質シリコン粒子内で大きな温度分布が生じ
、多孔質シリコン粒子が崩壊することから望ましくない。
【００４８】
　図４（ｃ）に示すとおり、多孔質シリコン粒子８に炭素のコーティングを施すことで、
シリコン微粒子５の周囲を導電性元素（炭素）の単体７ｃが被覆する多孔質シリコン粒子
１ａが得られる。
【００４９】
　（置換メッキによる製造方法）
　図５（ａ）～（ｄ）は、本発明に係る置換メッキ工程を示す図である。卑な元素を含む
多孔質シリコン粒子１８に、置換メッキを行い、空孔３に導電性元素を析出させ、多孔質
シリコン粒子１ｂを得る。
【００５０】
　まず、図５（ａ）に示すとおり、卑な元素を含む多孔質シリコン粒子１８を用意する。
多孔質シリコン粒子１８は、少なくとも一部の空孔３が、卑な元素１９で充填されている
。また、卑な元素１９の含有量は、多孔質シリコン粒子１８の１原子％以上であり、１０
原子％以上が好ましく、３０原子％以上がより好ましい。なお、卑な元素の含有量の上限
は事実上４０原子％である。
【００５１】
　多孔質シリコン粒子１８は、シリコンと卑な元素の合金の粉末を、フッ酸等で多孔質化
したものを用いることができる。
【００５２】
　また、多孔質シリコン粒子１８としては、卑な元素１９のマトリクス中に、互いに接合
する多数のシリコン微粒子５が存在する材料から、卑な元素１９を一部除去した材料を用
いることもできる。
【００５３】
　析出電位が卑な元素１９とは、置換メッキにより析出する、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、
Ａｇのどれか１つ以上の導電性元素よりも、析出電位が卑な元素である。
　例えば置換メッキが硫酸浴、硝酸浴で行われる場合の各元素の析出電位（左側：卑＜貴
：右側）は以下のような順番になり、
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Be＜Al＜Zn＜Ga＜Cd＜In＜Tl＜Ni＜Sn＜Pb＜Bi＜Sb＜Cu＜Ag＜Au
例えば、Ａｇを析出させる場合、卑な元素１９には、Ｃｕより左側の元素を使用できる。
　また、置換メッキがシアン浴で行われる場合は、以下のようになる。
Zn＜Cd＜Cu＜Ag＜Au
【００５４】
　次に、図５（ｂ）に示すように、多孔質シリコン粒子１８をフィルター９の上に堆積さ
せたところに、メッキ液２０にて、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇのどれか１つ以上を置
換メッキにより析出させる。
　多孔質シリコン粒子１８の内部へ置換メッキをするために、メッキ液２０が０．１ｃｍ
／秒以上、好ましくは１ｃｍ／秒以上の流速を持つ流れ場で置換メッキを行う。
【００５５】
　メッキ液２０としては、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇのどれか１つ以上を置換メッキ
する際に通常用いられるメッキ液を用いることができ、通常は、これらの元素の硝酸塩、
硫酸塩、シアン化合物の溶液を用いることができる。
【００５６】
　図５（ｃ）は、図５（ｂ）でのＢ領域の拡大図である。多孔質シリコン粒子１８の空孔
３の内部を、メッキ液２０が流れることが分かる。また、多孔質シリコン粒子１８は、連
続する空孔３があり、三次元網目構造を有しているため、メッキ液２０は、空孔３を通過
して、多孔質シリコン粒子１８の内部を通過することができる。
【００５７】
　その結果、図５（ｄ）に示すように、卑な元素１９は、導電性元素（金属）の単体また
は合金７ｂにより置換され、空孔３の少なくとも一部が導電性元素（金属）の単体または
合金７ｂにより充填された多孔質シリコン粒子１ｂが得られる。導電性元素の単体又は合
金７ｂの厚さは、０．００５～０．５μｍ程度である。
【００５８】
　置換メッキにより、例えば卑な元素１９としてＢｉが残存している多孔質シリコン粒子
１８に対して、Ａｇを置換メッキすることで充放電時のシリコンの微粉化を回避でき、更
に多孔質体内部に導電パスを付与することができる。また、諸特性がＰｂに類似しており
、今後ＲｏＨＳ規制等の対象になる可能性があるＢｉを安価に精錬・除去することができ
る。
【００５９】
　なお、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇの導電性元素は、シリコンとシリサイドを形成し
やすいため、導電性元素を含む多孔質シリコン粒子を作製すると、導電性元素はシリサイ
ドを形成し、導電パスとはなりにくくなる。一方で、卑な元素は、シリサイドを形成しに
くい元素であるため、卑な元素を含む多孔質シリコン粒子を作製しても、卑な元素はシリ
コンと化合物を形成せずに、金属状態で残存する。そのため、多孔質シリコン粒子を形成
する際には卑な元素を加え、その後、卑な元素を導電性元素で置換することで、金属状態
での導電性元素を多孔質シリコン粒子の内部に導入することができる。
【００６０】
（造粒）
　なお、上記の多孔質シリコン粒子の粒径がスラリー作製時に大き過ぎる場合には、ボー
ルミルなどで所望の粒径に粉砕した後に、造粒することで、簡便に粒度調整を行うことが
できる。
　また、造粒する工程で、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｃのうちから選ばれる少なく
とも１種からなる導電助剤を含めてもよい。結着剤としては、ポリフッ化ビニリデン（Ｐ
ＶｄＦ）、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）などのフッ素樹脂やゴム系材料などが用い
られる。造粒する工程は、乾式と湿式の一般的な造粒方法を用いることができるが、例え
ば、乾式では圧縮とせん断力をかけるメカニカルアロイング法や、気流中で粉体同士を高
速で衝突させるハイブリダイゼーション法がある。さらに、湿式ではスプレードライヤー
法を用いることができる。例えば、多孔質シリコン粒子または多孔質シリコン複合体粒子
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を、ＰＶｄＦ等の結着剤を含むノルマルメチルピロリドン（ＮＭＰ）等の溶媒に分散させ
て、サスペンションとして所定のサイズとなるようにスプレードライ法により造粒する方
法がある。
【００６１】
（リチウムイオン二次電池）
　本発明のリチウムイオン二次電池は、リチウムイオンを吸蔵および放出可能な正極と、
本発明に係る多孔質シリコン粒子が負極活物質として用いられているリチウムイオン二次
電池用負極と、前記正極と前記負極との間に配置されるセパレータとを有し、リチウムイ
オン伝導性を有する電解質中に、前記正極、前記負極および前記セパレータとが配設され
ていることを特徴としている。以下に、その構成について、製造方法も併せて詳しく説明
する。
【００６２】
（リチウムイオン二次電池用負極）
　本発明のリチウムイオン二次電池用負極は、本発明に係る多孔質シリコン粒子が負極活
物質として用いられていることを特徴としている。負極活物質である多孔質シリコン粒子
が、導電助剤、結着剤、増粘剤等と混合された状態で集電体の表面に配設され、リチウム
イオン二次電池用負極が構成される。
【００６３】
　このようなリチウムイオン二次電池用負極は、例えば、多孔質シリコン粒子、導電助剤
、結着剤、増粘剤、溶媒等のスラリー原料をミキサーに投入し、混練してスラリーを形成
し、これを集電体に塗布することで製造することができる。
【００６４】
　スラリー中の固形分配合は、多孔質シリコン粒子２５～９０質量％、導電助剤０～７０
質量％、結着剤１～３０質量％、増粘剤０～２５質量％を目安に適宜調整することができ
る。
【００６５】
　ミキサーは、スラリーの調製に用いられる一般的な混練機を用いることができ、ニーダ
ー、撹拌機、分散機、混合機などと呼ばれるスラリーを調製可能な装置を用いてもよい。
また、水系スラリーを調整するときは、結着剤としてスチレン・ブタジエン・ラバー（Ｓ
ＢＲ）等のラテックス（微粒子のゴム分散体）を使用することができ、増粘剤としてはカ
ルボキシメチルセルロース、メチルセルロース等の多糖類等を１種または２種以上の混合
物として用いることが適している。また、有機系スラリーを調製するときは、結着剤とし
てポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）等を使用することができ、溶媒としてＮ－メチル－
２－ピロリドンを用いることができる。
【００６６】
　導電助剤は、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｃからなる群より選ばれる少なくとも１
種の導電性物質からなる粉末である。Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｃの単体の粉末で
もよいし、それぞれの合金の粉末でもよい。例えば、ファーネスブラックやアセチレンブ
ラックなどの一般的なカーボンブラックを使用することができる。特に、多孔質シリコン
粒子の表面でシリコンが露出している場合は導電性が低くなるため、カーボンナノホーン
を導電助剤として加えることが好ましい。ここで、カーボンナノホーン（ＣＮＨ）とは、
グラフェンシートを円錐形に丸めた構造をしており、実際の形態は多数のＣＮＨが頂点を
外側に向けて、放射状のウニの様な形態の集合体として存在する。ＣＮＨのウニ様集合体
の外径は５０ｎｍ～２５０ｎｍ程度である。特に、平均粒径８０ｎｍ程度のＣＮＨを用い
るのが好ましい。
【００６７】
　導電助剤の平均粒径も一次粒子の平均粒径を指す。アセチレンブラック（ＡＢ）のよう
な高度にストラクチャー形状が発達している場合にも、ここでは一次粒径で平均粒径を定
義し、ＳＥＭ写真の画像解析で平均粒径を求めることができる。
【００６８】
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　また、粒子状の導電助剤とワイヤー形状の導電助剤の両方を用いても良い。ワイヤー形
状の導電助剤は導電性物質のワイヤーであり、粒子状の導電助剤に挙げられた導電性物質
を用いることができる。ワイヤー形状の導電助剤は、カーボンファイバー、カーボンナノ
チューブ、銅ナノワイヤー、ニッケルナノワイヤーなどの外径が３００ｎｍ以下の線状体
を用いることができる。ワイヤー形状の導電助剤を用いることで、負極活物質や集電体な
どと電気的接続が保持しやすくなり集電性能が向上するとともに、ポーラス膜状の負極に
繊維状物質が増え、負極にクラックが生じにくくなる。例えば粒子状の導電助剤としてＡ
Ｂや銅粉末を用い、ワイヤー形状の導電助剤として気相成長炭素繊維（ＶＧＣＦ：Ｖａｐ
ｏｒ　Ｇｒｏｗｎ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｆｉｂｅｒ）を用いることが考えられる。なお、粒子
状の導電助剤を加えずに、ワイヤー形状の導電助剤のみを用いても良い。
【００６９】
　ワイヤー形状の導電助剤の長さは、好ましくは０．１μｍ～２ｍｍである。導電助剤の
外径は、好ましくは４ｎｍ～１０００ｎｍであり、より好ましくは２５ｎｍ～２００ｎｍ
である。導電助剤の長さが０．１μｍ以上であれば、導電助剤の生産性を上げるのには十
分な長さであり、長さが２ｍｍ以下であれば、スラリーの塗布が容易である。また、導電
助剤の外径が４ｎｍより太い場合、合成が容易であり、外径が１０００ｎｍより細い場合
、スラリーの混練が容易である。導電物質の外径と長さの測定方法は、ＳＥＭによる画像
解析により行うことができる。
【００７０】
　結着剤は、樹脂の結着剤であり、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）、スチレンブタジ
エンゴム（ＳＢＲ）などのフッ素樹脂やゴム系、さらには、ポリイミド（ＰＩ）やアクリ
ルなどの有機材料を用いることができる。
【００７１】
　集電体へのスラリーの塗布は、例えば、コーターを用いて、集電体の片面にスラリーを
塗布することができる。コーターとしては、スラリーを集電体に塗布可能な一般的な塗工
装置を用いることができ、例えばロールコーターやドクターブレードによるコーター、コ
ンマコーター、ダイコーターなどである。
【００７２】
　集電体は、銅、ニッケル、ステンレスからなる群より選ばれる少なくとも１種の金属か
らなる箔である。それぞれを単独で用いてもよいし、それぞれの合金であってもよい。厚
さは４μｍ～３５μｍ程度が好ましく、さらに８μｍ～１８μｍ程度であることがより好
ましい。
【００７３】
　調整したスラリーを集電体に均一に塗布し、その後、５０～１５０℃程度で乾燥し、厚
みを調整するためロールプレスを通すなどして、リチウムイオン二次電池用負極を得るこ
とができる。
【００７４】
　（リチウムイオン二次電池用正極）
　リチウムイオン二次電池用正極としては、リチウムイオンを吸蔵および放出可能な各種
の正極を用いることができる。このリチウムイオン二次電池用正極は、正極活物質、導電
助剤、結着剤および溶媒等を混合して正極活物質の組成物を準備し、これをアルミ箔など
の金属集電体上に直接塗布・乾燥することで製造することができる。
【００７５】
　正極活物質としては、一般的に使われるものであればいずれも使用可能であり、例えば
ＬｉＣｏＯ２、ＬｉＭｎ２Ｏ４、ＬｉＭｎＯ２、ＬｉＮｉＯ２、ＬｉＣｏ１／３Ｎｉ１／

３Ｍｎ１／３、ＬｉＦｅＰＯ４などの化合物を使用することができる。
【００７６】
　導電助剤としては、例えばカーボンブラックを使用し、結着剤としては、例えばポリフ
ッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）、水溶性アクリル系バインダーを使用することができ、溶媒
としては、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、水などを使用することができる。こ
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のとき、正極活物質、導電助剤、結着剤および溶媒の配合は、リチウムイオン二次電池で
通常的に採用される範囲で適宜調整することができる。
【００７７】
　（セパレータ）
　セパレータとしては、正極と負極の電子伝導を絶縁する機能を有し、リチウムイオン二
次電池で通常的に使われるものであればいずれも使用可能である。例えば、微多孔性のポ
リオレフィンフィルムを使用できる。
【００７８】
　（電解質）
　電解質としては、リチウムイオン伝導性を有する各種の電解液および電解質を使用する
ことができる。例えば、電解質リチウムイオン二次電池、Ｌｉポリマー電池などにおける
電解液および電解質には、有機電解液（非水系電解液）、無機固体電解質、高分子固体電
解質等が使用できる。
【００７９】
　有機電解液の溶媒の具体例として、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、
ブチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、ジメチルカーボネート、メチルエチルカ
ーボネート等のカーボネート；ジエチルエーテル、ジブチルエーテル、エチレングリコー
ルジメチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコールジブチ
ルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル等のエーテル；ベンゾニトリル、ア
セトニトリル、テトラヒドロフラン、２－メチルテトラヒドロフラン、γ―ブチロラクト
ン、ジオキソラン、４－メチルジオキソラン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジメチル
アセトアミド、ジメチルクロロベンゼン、ニトロベンゼン等の非プロトン性溶媒、あるい
はこれらの溶媒のうちの２種以上を混合した混合溶媒が挙げられる。
【００８０】
　有機電解液の電解質には、ＬｉＰＦ６、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＢＦ４、ＬｉＡｌＯ４、Ｌ
ｉＡｌＣｌ４、ＬｉＳｂＦ６、ＬｉＳＣＮ、ＬｉＣｌ、ＬｉＣＦ３ＳＯ３、ＬｉＣＦ３Ｃ
Ｏ３、ＬｉＣ４Ｆ９ＳＯ３、ＬｉＮ（ＣＦ３ＳＯ２）２等のリチウム塩からなる電解質の
１種または２種以上を混合させたものを用いることができる。
【００８１】
　有機電解液には、添加剤として、負極活物質の表面に有効な固体電解質界面被膜を形成
できる化合物を添加することが望ましい。例えば、分子内に不飽和結合を有し、充電時に
還元重合できる物質、例えばビニレンカーボネート（ＶＣ）などを添加する。
【００８２】
　また、上記の有機電解液に代えて固体状のリチウムイオン伝導体を用いることができる
。たとえばポリエチレンオキサイド、ポリプロピレンオキサイド、ポリエチレンイミン等
からなるポリマーに前記リチウム塩を混合した固体高分子電解質や、高分子材料に電解液
を含浸させゲル状に加工した高分子ゲル電解質を用いることができる。
【００８３】
　さらに、リチウム窒化物、リチウムハロゲン化物、リチウム酸素酸塩、Ｌｉ４ＳｉＯ４

、Ｌｉ４ＳｉＯ４－ＬｉＩ－ＬｉＯＨ、Ｌｉ３ＰＯ４－Ｌｉ４ＳｉＯ４、Ｌｉ２ＳｉＳ３

、Ｌｉ３ＰＯ４－Ｌｉ２Ｓ－ＳｉＳ２、硫化リン化合物などの無機材料を無機固体電解質
として用いてもよい。
【００８４】
　（リチウムイオン二次電池の組立て）
　本発明のリチウムイオン二次電池は、前述したような正極と本発明のリチウムイオン二
次電池用負極との間にセパレータを配置して、電池素子を形成している。このような電池
素子を巻回、または積層して円筒形や角形の電池ケースに入れた後、電解質を注入して、
リチウムイオン電池とする。
【００８５】
　本発明のリチウムイオン二次電池の一例（断面図）を図６に示す。リチウムイオン二次
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電池２１は、正極２３、負極２５を、セパレータ２７を介して、セパレータ－負極－セパ
レータ－正極の順に積層配置し、正極２３が内側になるように巻回して極板群を構成し、
これを電池缶３７内に挿入する。そして正極２３は正極リード３３を介して正極端子３１
に、負極２５は負極リード３５を介して電池缶３７にそれぞれ接続し、リチウムイオン二
次電池２１内部で生じた化学エネルギーを電気エネルギーとして外部に取り出し得るよう
にする。次いで、電池缶３７内に非水系電解質２９を極板群を覆うように充填した後、電
池缶３７の上端（開口部）に、円形蓋板とその上部の正極端子３１からなり、その内部に
安全弁機構を内蔵した封口体３９を、環状の絶縁ガスケットを介して取り付けて、本発明
のリチウムイオン二次電池２１を製造することができる。
【００８６】
　（リチウムイオン二次電池用負極の効果）
　本発明によれば、負極活物質として本発明に係る多孔質シリコン粒子を用いているため
、リチウムイオン吸蔵時の体積膨張が抑制され、負極活物質の微粉化や剥離、負極の亀裂
の発生、負極活物質間の導電性の低下等の問題が解消された高容量で長寿命の負極が提供
される。
【００８７】
　本発明によれば、負極活物質である多孔質シリコン粒子の空孔内にＣｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、
Ｚｎ、ＡｇまたはＣの単体または合金が含まれているため、高い伝導性を備えており、導
電助剤の量および結着剤の量を減らすことができるため、負極活物質と集電体の間の結合
強度を高く、電極の内部抵抗を低くすることが可能となり、その結果、電極のサイクル特
性を向上させることができる。
【００８８】
　（リチウムイオン二次電池の効果）
　本発明によると、高容量で、サイクル特性が良好な長寿命のリチウムイオン二次電池を
得ることができる。
【実施例】
【００８９】
　以下、本発明について実施例および比較例を用いて具体的に説明する。
【００９０】
　［サンプル１］
　まず、表１のサンプル１として、シリコンとビスマスを溶解し、インゴットを鋳造した
。このインゴットを機械的に粉砕してシリコン合金粉末を得た。このシリコン合金粉末を
、２０質量％のフッ化水素水と、２５質量％の硝酸を混合した混酸を用いてエッチング処
理を行い、ろ過した。さらに機械的に粉砕し、Ｂｉを含有し、連続した空隙を有する三次
元網目構造を有する多孔質シリコン粒子（平均粒径：２．１μｍ、平均空隙率：４９．７
％、平均空孔径：０．０６１μｍ）を得た。この材料中のＢｉ含有量は１．２原子％であ
った。
【００９１】
　表１の多孔質シリコン粒子の平均粒径は、ＳＥＭを用いて測定したところ、２．１μｍ
であった。また、多孔質シリコン粒子の平均空隙率は、水銀圧入法（ＪＩＳ　Ｒ　１６５
５）により１５ｍＬセルで測定したところ、約５０％であった。
【００９２】
　この多孔質シリコン粒子の組成を、ＩＣＰ発光分光分析計により調べたところ、Ｓｉが
主であり、Ｂｉが１．２原子％、その他元素の元素は０．５原子％以下であった。
【００９３】
　［サンプル２～７、Ａ～Ｄ］
　含有元素の種類と割合とを変更し、さらにシリサイドを形成する元素の添加の有無を変
更し、サンプル１と同様の方法でサンプル２～７、Ａ～Ｄを作製した。
【００９４】
　［サンプル８～１０、Ｅ～Ｇ］
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　サンプル８～１０、Ｅ～Ｇは、市販のシリコン粉末に、サンプル１と同様のエッチング
処理、粉砕処理を施し、連続した空隙を有する三次元網目構造を有する多孔質シリコン粒
子を作製した。
　各サンプルの特性を表１に示す。
【００９５】
　なお、サンプル５は、シリサイドとしてＦｅＳｉ２を含み、サンプル８と９は、ＮｉＳ
ｉ２を含み、サンプルＤ、Ｅは、ＦｅＳｉ２を含む。
【００９６】
【表１】

【００９７】
　［実施例１］
　サンプル１の多孔質シリコン粒子を、メッシュ・サイズ１μｍのフィルター上に２ｍｍ
堆積させてｐＨ＝２の３５℃の硝酸銀溶液を平均流速０．１８ｃｍ／秒で１０分間流し、
置換メッキを施した。その結果、局部的にシリコンの空隙内部に厚さ５ｎｍのＡｇメッキ
層が形成された。
【００９８】
　この置換メッキ後のＡｇメッキ層は、局所的に観察された。このメッキ厚みは、ＦＥ－
ＳＥＭやＦＥ－ＴＥＭなどによって観察されたものを算術的に平均したものである。なお
、観察されなかった部位は、無しとして平均値の算出には用いなかった。他の実施例・比
較例のメッキ厚さ、炭素層厚さについても同様である。
【００９９】
　メッキ工程で、メッキ液を０．１ｃｍ／秒以上の平均流速で多孔質体内を通過させたが
、このシリコン多孔質体は連続した空隙を有することからフィルターでの圧力は０．０５
ＭＰａで十分であった。
【０１００】
［実施例２～７］
　実施例１と同様に、サンプル２～７について、メッキ元素、流速、メッキ時間を適宜変
更し、置換メッキを施した。なお、各元素の置換メッキに用いる溶液は、硫酸銅、硫酸亜
鉛、硫酸スズ、スルファミン酸ニッケルの水溶液である。
【０１０１】
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［実施例８］
　実施例８ではサンプル８の多孔質シリコン粒子に対し、以下のような一般的な触媒付与
処理を行った。
　触媒付与処理は、コンディショナー処理（処理液１：温度約５５℃で１分間）によって
基材表面を洗浄した後、プレディップ処理（処理液２：温度約２０℃で３０秒間）を行い
、奥野製薬工業（株）製のキャタリストＣ－１０（温度３０℃で１分間）を使用して触媒
を付与し、アクセラレーター（処理液３：温度約２０℃で１分間）を用いて触媒を活性化
した後、酸化剤（処理液４：温度約５０℃で１分間）に浸漬し、残ったスズを酸化し、銅
皮膜を析出しやすくした。工程ごとに水洗、乾燥を行った。
＜処理液の組成＞
　　処理液１　２－アミノエタノール　２ミリリットル／リットル
　　　　　　　トリエタノールアミン　１ミリリットル／リットル
　　処理液２　塩酸　　　　　　　２００ミリリットル／リットル
　　処理液３　塩酸　　　　　　　　５０ミリリットル／リットル
　　処理液４　亜塩素酸ナトリウム　　　　　３グラム／リットル
【０１０２】
　下地金属層を形成するための銅の無電解メッキは、下記のメッキ浴組成とメッキ条件を
用いて０．０３２μｍ厚の無電解銅メッキ層を形成した。
　＜無電解銅メッキ浴組成＞
　　硫酸銅　５水和物　　　　　　　　２８．３グラム／リットル
　　次亜リン酸ナトリウム　　　　　　１７．５グラム／リットル
　　クエン酸ナトリウム　　　　　　　６１．３グラム／リットル
　　ホウ酸　　　　　　　　　　　　　３５．２グラム／リットル
　＜メッキ条件＞
　　浴温　　　　　６０～８５℃
　　ｐＨ　　　　　７．７～９．２
　　メッキ時間　　３分間
【０１０３】
［実施例９～１０］
　実施例８と同様に無電解メッキを施した。
　なお、実施例１０の無電解銀メッキは、一般的な浴組成にて行った。
【０１０４】
［比較例１～７］
　前述の表１に示すサンプルＡ～Ｇの多孔質シリコンを用いて比較例１～７の条件で置換
メッキまたは無電解メッキを行った。
【０１０５】
［比較例８］
　前述の表１に示すサンプル１をメッキせずに活物質として使用した。
【０１０６】
［実施例１１～１２］
　次に、表１のサンプル８、９を用いて、表３に示す条件で炭素コーティングを施した。
炭素コーティングは、原料ガスとしてアセチレンガスを用い、雰囲気ガス中の炭化水素ガ
ス濃度、昇温速度、到達温度を変更してカーボン・コーティングを行った。
【０１０７】
［比較例９～１２］
　同様に、表１のサンプルＥ，Ｆを用いて、表３に示す条件で炭素コーティングを施した
。
【０１０８】
　（粒子を負極に用いた際の電池特性の評価）
（ｉ）負極スラリーの調製
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　得られた多孔質シリコン粒子を６５質量部、アセチレンブラック（電気化学工業株式会
社製）を２０質量部の比率でミキサーに投入した。さらに結着剤としてスチレンブタジエ
ンラバー（ＳＢＲ）５質量％のエマルジョン（日本ゼオン（株）製）を固形分換算で５質
量部、スラリーの粘度を調整する増粘剤としてカルボキシメチルセルロースナトリウム（
ダイセル化学工業（株）製）１質量％溶液を固形分換算で１０質量部の割合で混合してス
ラリーを作製した。
【０１０９】
（ｉｉ）負極の作製
　調製したスラリーを自動塗工装置のドクターブレードを用いて、厚さ１０μｍの集電体
用電解銅箔（古河電気工業（株）製、ＮＣ－ＷＳ）上に２５μｍの厚みで塗布し、７０℃
で乾燥させた後、プレスによる調厚工程を経て、リチウムイオン二次電池用負極を作製し
た。
【０１１０】
（ｉｉｉ）特性評価
　リチウムイオン二次電池用負極と、１ｍｏｌ／ＬのＬｉＰＦ６を含むエチレンカーボネ
ートとジエチルカーボネートの混合溶液からなる電解液と、金属Ｌｉ箔対極を用いてリチ
ウムイオン電池を構成し、充放電特性を調べた。特性の評価は、初回の放電容量および５
０サイクルの充電・放電後の放電容量を測定し、放電容量の維持率を算出することによっ
て行った。放電容量は、シリサイドと、リチウムの吸蔵・放出に有効な活物質Ｓｉの総質
量を基準として算出した。まず、２５℃環境下において、電流値を０．１Ｃ、電圧値を０
．０２Ｖまで定電流定電圧条件で充電を行い、電流値が０．０５Ｃに低下した時点で充電
を停止した。次いで、電流値０．１Ｃの条件で、金属Ｌｉに対する電圧が１．５Ｖとなる
まで放電を行い、０．１Ｃ初期放電容量を測定した。なお、１Ｃとは、１時間で満充電で
きる電流値である。また、充電と放電はともに２５℃環境下において行った。次いで、０
．１Ｃでの充放電速度で上記充放電を５０サイクル繰り返した。０．１Ｃ初期放電容量に
対する、充放電を５０サイクル繰り返したときの放電容量の割合を百分率で求め、５０サ
イクル後放電容量維持率とした。
【０１１１】
　評価結果を表２、表３にまとめた。
【０１１２】
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【表２】

【０１１３】
【表３】

【０１１４】
　表に示すとおり、実施例は、比較例に比べて、５０サイクル後容量維持率が高く、充放
電の繰り返しによる放電容量の低下の割合が小さいので、電池の寿命が長いことが確認さ
れた。
【０１１５】
　各実施例においては、負極活物質が、三次元網目構造を持つ多孔質シリコン粒子である
ため、充放電時のＬｉとＳｉの合金化・脱合金化による膨張・収縮の体積変化が生じても
、シリコン複合体粒子の割れや微粉化を生じず、放電容量維持率が高くなることがわかっ
た。
【０１１６】
　比較例１では、サンプルＡの多孔質シリコン粒子の平均粒径が０．０８μｍであり、粒
径が小さすぎた。
　比較例２では、サンプルＢの多孔質シリコン粒子の平均粒径が１１００μｍであり、粒
径が大きすぎた。
　比較例３では、サンプルＣの空隙率が９４％と高すぎた。
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　比較例４では、メッキ液の流速が遅すぎたため、多孔質シリコン粒子内部へのメッキの
析出が少なく、サイクル特性が悪かった。
【０１１７】
　比較例５、６では、メッキ厚さが十分でなかった。
　比較例７では、過剰にメッキを行い、メッキ厚さが厚すぎた。
　比較例８では、置換メッキを行わない多孔質シリコン粒子であるため、微粉化が進み、
サイクル特性が悪かった。
【０１１８】
　比較例９では炭化水素系ガス濃度が十分でなく、比較例１０では昇温速度が低く、比較
例１１では加熱温度が低かったため、炭素層の厚さが十分でなかった。また、比較例１２
では、炭素コーティング時間が短かったため、炭素層の厚さが十分でなかった。炭素層の
厚さが十分でない比較例９～１２では、サイクル特性が悪かった。
【０１１９】
　以上、添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明
は係る例に限定されない。当業者であれば、本願で開示した技術的思想の範疇内において
、各種の変更例または修正例に想到しえることは明らかであり、それらについても当然に
本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
　本発明に係る多孔質シリコン粒子は、リチウムイオン電池の負極に用いられるだけでな
く、リチウム・イオン・キャパシタの負極、太陽電池、発光材料、フィルター用素材とし
ても用いられることができる。
【符号の説明】
【０１２１】
　１、１ａ、１ｂ………多孔質シリコン粒子
　３………空孔
　５………シリコン微粒子
　７ａ、７ｂ………導電性元素の単体または合金
　７ｃ………導電性元素（炭素）の単体
　８………多孔質シリコン粒子
　９………フィルター
　１１………メッキ液
　１３………炉
　１５………ヒーター
　１７………炭化水素系ガス
　１８………多孔質シリコン粒子
　１９………卑な元素
　２０………メッキ液
　２１………リチウムイオン二次電池
　２３………正極
　２５………負極
　２７………セパレータ
　２９………非水系電解質
　３１………正極端子
　３３………正極リード
　３５………負極リード
　３７………電池缶
　３９………封口体
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