
JP 2014-22319 A 2014.2.3

(57)【要約】
【課題】　出力特性を向上することが出来る二次電池用負極活物質、その製造方法、二次
電池用負極、二次電池、及びＳｉ－酸化物固体電解質複合体を提供する。
【解決手段】　酸化物固体電解質からなるマトリックスと、マトリックス中に分散された
、ＣｕＫα線を用いたＸ線粉末回折（ＸＲＤ）測定により測定された結晶子サイズが１０
０ｎｍ以下であるＳｉ粒子と、を含むＳｉ－酸化物固体電解質複合体を負極活物質として
使用する。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化物固体電解質からなるマトリックスと、
　該マトリックス中に分散された、ＣｕＫα線を用いたＸ線粉末回折（ＸＲＤ）測定によ
り測定された結晶子サイズが１００ｎｍ以下であるＳｉ粒子と、
　を含むＳｉ－酸化物固体電解質複合体からなることを特徴とする二次電池用負極活物質
。
【請求項２】
　前記結晶子サイズが６５ｎｍ以下である請求項１に記載の二次電池用負極活物質。
【請求項３】
　前記酸化物固体電解質は非晶質または低結晶性である請求項１に記載の二次電池用負極
活物質。
【請求項４】
　前記Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体を１００質量％としたときに、前記Ｓｉ粒子の含有
率は５質量％以上９５質量％以下である請求項１に記載の二次電池用負極活物質。
【請求項５】
　前記Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体は、Ｓｉ粉末及び酸化物固体電解質に機械的エネル
ギーを加えて、粉砕し、複合化して作製されたものである請求項１～４のいずれかに記載
の二次電池用負極活物質。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の二次電池用負極活物質を含む二次電池用負極。
【請求項７】
　請求項６に記載の二次電池用負極を含む二次電池。
【請求項８】
　Ｓｉ粉末と、酸化物固体電解質と、に機械的エネルギーを加え、
　該Ｓｉ粉末を、ＣｕＫα線を用いたＸ線粉末回折（ＸＲＤ）測定により測定された結晶
子サイズが１００ｎｍ以下となるまで粉砕し、かつ粉砕されたＳｉ粉末と該酸化物固体電
解質とを複合化する複合化工程を有する二次電池用負極活物質の製造方法。
【請求項９】
　前記複合化工程において、該酸化物固体電解質は、非晶質または低結晶性となるまで粉
砕される請求項８に記載の二次電池用負極活物質の製造方法。
【請求項１０】
　前記複合化工程は密閉空間内で行われる請求項８または９に記載の二次電池用負極活物
質の製造方法。
【請求項１１】
　前記Ｓｉ粉末は、平均粒径が１μｍ以上である請求項８～１０のいずれか一項に記載の
二次電池用負極活物質の製造方法。
【請求項１２】
　酸化物固体電解質からなるマトリックスと、
　該マトリックス中に分散された、ＣｕＫα線を用いたＸ線粉末回折（ＸＲＤ）測定によ
り測定された結晶子サイズが１００ｎｍ以下であるＳｉ粒子と、
　を含むＳｉ－酸化物固体電解質複合体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二次電池用負極活物質、その製造方法、二次電池用負極、二次電池、及びＳ
ｉ－酸化物固体電解質複合体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　二次電池は繰り返し充放電が出来る電池のことで、鉛蓄電池、リチウムイオン二次電池
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、ニッケル水素蓄電池、ニッケルカドミウム蓄電池、ナトリウム硫黄電池、レドックスフ
ロー電池などが知られている。
【０００３】
　これらの二次電池は正極及び負極を有し、電極をつなぐ電解質を有する。電解質には水
系電解質、非水系電解質、溶融塩電解質、固体電解質（たとえば高分子固体電解質、βア
ルミナ固体電解質）、イオン液体電解質などが用いられる。近年二次電池としてリチウム
イオン二次電池がよく知られている。リチウムイオン二次電池は非水電解質を用いる非水
電解質リチウムイオン二次電池、水系電解質を用いる水系リチウムイオン二次電池、固体
電解質を用いる全固体系リチウムイオン二次電池等があり、これらのリチウムイオン二次
電池は、充放電容量が高く、高出力化が可能な二次電池である。リチウムイオン二次電池
は、主として携帯電子機器用の電源として用いられており、更に、今後普及が予想される
電気自動車用の電源として期待されている。
【０００４】
　上記リチウムイオン二次電池は、Ｌｉイオンを吸蔵および放出することが出来る活物質
を正極及び負極にそれぞれ有する。そしてこれらリチウムイオン二次電池は、両極間に設
けられた電解質内をリチウムイオンが移動することによって動作する。
【０００５】
　上記リチウムイオン二次電池では、正極の活物質として主にリチウムコバルト複合酸化
物等のリチウム含有金属複合酸化物が用いられ、負極の活物質としては炭素材料が主に用
いられている。正、負極の極板は、これらの活物質とバインダー樹脂と導電助剤とを溶媒
に分散させてスラリーとしたものを集電体である金属箔上に塗布し、溶媒を乾燥除去して
合剤層を形成後、これをロールプレス機で圧縮成形して作製されている。
【０００６】
　近年リチウムイオン二次電池の負極活物質として、炭素材料の理論容量を大きく超える
充放電容量を持つ材料の開発が進められている。例えば炭素材料よりも高容量な珪素、珪
素合金、珪素酸化物などの珪素系材料が検討されている。
【０００７】
　珪素系材料は、リチウムと合金化することで、１０００ｍＡｈ／ｇ以上の高容量をもつ
。しかし、珪素系材料を負極活物質として用いると、充放電サイクルにおいてリチウム（
Ｌｉ）の吸蔵および放出に伴って、負極活物質が膨張および収縮することが知られている
。負極活物質が膨張あるいは収縮することで、負極活物質を集電体に保持する役割を果た
す結着剤に負荷がかかり、負極活物質と集電体との密着性が低下する、電極内の導電パス
が破壊されて容量が著しく低下する、あるいは膨張と収縮の繰り返しにより負極活物質に
歪が生じて微細化して電極から脱離する。従って、珪素系材料を負極活物質として用いる
ことには、負極活物質の膨張、収縮により、電池の充放電効率が本来有するはずのものよ
り下がり、電池の容量が本来有するはずのものより下がり、電池のサイクル特性が本来有
するはずのものより劣化するという問題点がある。
【０００８】
　この問題点を解決するために、Ｓｉをナノ粒子化する検討が行われている。例えば引用
文献１には、ＳｉＯ２中にＳｉが分散した粒子を含む非水電解質二次電池用負極が開示さ
れている。ＳｉＯｘと表記される負極材料は、Ｘ線回折による分析では数ｎｍ～数十ｎｍ
程度のナノシリコンが酸化珪素中に微分散している構造をとっていることが記載されてい
る。
【０００９】
　しかし、ＳｉＯｘにおいて、マトリックスの成分であるＳｉＯ２及びＳｉＯ２がＬｉを
吸蔵した状態であるＬｉｘＳｉＯｙと表記される物質は、Ｌｉイオン伝導度が低い。その
ため、ＳｉＯｘの本来持っている容量が発揮されない。そこで、Ｓｉを用いた十分な電池
容量と良好なサイクル特性を有する負極活物質が求められている。
【００１０】
　また一般的にナノ材料は、条件の管理をしっかりしないと粒子成長が進んでしまうなど
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合成するのが難しい。またナノ材料は、取り扱い時に発火や爆発のおそれがあり、人体の
呼吸器系に有害であるおそれがある。またナノ材料は静電気によって、空中に舞ういわゆ
る粉立ちがおこる、容器などに付着する、など取り扱いが難しい。そのため、ナノ材料の
合成工程には、集塵、防護、雰囲気制御などの安全上の設備が必要である。このようなこ
とからナノ材料を合成するのは高価な費用がかかる。そこで、ナノ材料を含む複合体を簡
便に製造でき、なおかつ安全に安価に製造する方法も合わせて求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１１－６０６７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、このような事情に鑑みて為されたものであり、Ｓｉを負極活物質に用い、十
分な容量と良好なサイクル特性を有することが出来る二次電池用負極活物質、その製造方
法、二次電池用負極、二次電池、及びＳｉ－酸化物固体電解質複合体を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者等が鋭意検討した結果、酸化物固体電解質からなるマトリックスと、マトリッ
クス中に分散された、ＣｕＫα線を用いたＸ線粉末回折（ＸＲＤ）測定により測定された
結晶子サイズが１００ｎｍ以下であるＳｉ粒子と、を含むＳｉ－酸化物固体電解質複合体
からなる負極活物質を用いることにより、二次電池の出力特性を向上させうることを見い
だした。
【００１４】
　すなわち、本発明の二次電池用負極活物質は、酸化物固体電解質からなるマトリックス
と、マトリックス中に分散された、ＣｕＫα線を用いたＸ線粉末回折（ＸＲＤ）測定によ
り測定された結晶子サイズが１００ｎｍ以下であるＳｉ粒子と、を含むＳｉ－酸化物固体
電解質複合体からなることを特徴とする。
【００１５】
　結晶子サイズは６５ｎｍ以下であることが好ましい。
【００１６】
　酸化物固体電解質は非晶質または低結晶性であることが好ましい。
【００１７】
　Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体を１００質量％としたときに、Ｓｉ粒子の含有率は５質
量％以上９５質量％以下であることが好ましい。
【００１８】
　Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体は、Ｓｉ粉末及び酸化物固体電解質に機械的エネルギー
を加えて、粉砕し、複合化して作製されたものであることが好ましい。
【００１９】
　またＳｉ粉末は平均粒径が１μｍ以上であることが好ましい。
【００２０】
　本発明の二次電池用負極は、上記二次電池用負極活物質を含む。
【００２１】
　本発明の二次電池は上記二次電池用負極を含む。
【００２２】
　本発明の二次電池用負極活物質の製造方法は、Ｓｉ粉末と、酸化物固体電解質と、に機
械的エネルギーを加え、Ｓｉ粉末を、ＣｕＫα線を用いたＸ線粉末回折（ＸＲＤ）測定に
より測定された結晶子サイズが１００ｎｍ以下となるまで粉砕し、かつ粉砕されたＳｉ粉
末と酸化物固体電解質とを複合化する複合化工程を有する。
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【００２３】
　複合化工程において、酸化物固体電解質は、非晶質または低結晶性となるまで粉砕され
ることが好ましい。
【００２４】
　複合化工程は密閉空間内で行われることが好ましい。
【００２５】
　Ｓｉ粉末は、平均粒径が１μｍ以上であることが好ましい。
【００２６】
　本発明のＳｉ－酸化物固体電解質複合体は、酸化物固体電解質からなるマトリックスと
、マトリックス中に分散された、ＣｕＫα線を用いたＸ線粉末回折（ＸＲＤ）測定により
測定された結晶子サイズが１００ｎｍ以下であるＳｉ粒子と、を含む。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の二次電池用負極活物質は、酸化物固体電解質をマトリックスとし、マトリック
ス中にＣｕＫα線を用いたＸ線粉末回折（ＸＲＤ）測定により測定された結晶子サイズが
１００ｎｍ以下であるＳｉ粒子を分散させたＳｉ－酸化物固体電解質複合体からなること
により、二次電池の出力特性を向上出来る。
【００２８】
　本発明の二次電池は上記二次電池用負極活物質を有する二次電池用負極を有するので、
十分な容量と良好なサイクル特性を有する電池とすることが出来る。
【００２９】
　本発明の二次電池用負極活物質の製造方法によれば、容易にＳｉ－酸化物固体電解質複
合体を作製することが出来る。またＳｉ粉末の平均粒径が１μｍ以上のものを用いれば、
Ｓｉのナノ化と複合化処理を同時に行うことが出来る。またナノ粒子を取り扱うための特
別な設備が不要になり、設備コストも優れる。
【００３０】
　本発明のＳｉ－酸化物固体電解質複合体は、二次電池用負極活物質として用いると、二
次電池の出力特性を向上出来る。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】粒径と結晶子を説明する説明図である。
【図２】本実施形態の二次電池用負極活物質を説明する模式断面図である。
【図３】実施例１及び実施例２のＳｉ－酸化物固体電解質複合体の粉末Ｘ線回折結果であ
る。
【図４】実施例１のＳｉ－酸化物固体電解質複合体の断面のＳＥＭ写真である。
【図５】実施例１のＳｉ－酸化物固体電解質複合体の表面のＳＥＭ写真と実施例３のＳｉ
－酸化物固体電解質複合体の表面のＳＥＭ写真を比較したものである。
【図６】実施例２のＳｉ－酸化物固体電解質複合体の表面のＳＥＭ写真と実施例４のＳｉ
－酸化物固体電解質複合体の表面のＳＥＭ写真を比較したものである。
【図７】実施例１～４のモデル電池及び比較例１のモデル電池のサイクルごとの容量維持
率を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　＜二次電池用負極活物質＞
　本発明の二次電池用負極活物質は、酸化物固体電解質からなるマトリックスと、マトリ
ックスに分散されるＳｉ粒子と、を含むＳｉ－酸化物固体電解質複合体からなる。
【００３３】
　一般に、電解質とは、イオンが移動する物質のことである。よく知られている電解質と
して、塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）があげられるが、塩化ナトリウムは溶液になって初め
てイオンが移動するものである。固体状態のままでイオンが移動する物質が一般的に「固
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体電解質」と呼ばれている。つまり固体電解質とは、外部から加えられた電場によって固
体状態のままイオン（帯電した物質）を移動させることができる電解質である。固体電解
質は、一般的に室温付近で例えばＬｉイオン伝導度が１．０×１０－６Ｓ／ｃｍ以上であ
るものを指す。固体電解質には一般的に酸化物からなるもの、有機物ポリマーからなるも
の及び硫化物からなるものがあるが、有機物ポリマー固体電解質及び硫化物固体電解質の
ヤング率が１ＧＰａより小さいのに対し、酸化物固体電解質のヤング率は５０ＧＰａ～４
００ＧＰａである。
【００３４】
　本発明の二次電池用負極活物質は、Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体からなる。Ｓｉ－酸
化物固体電解質複合体は、マトリックス中にＳｉ粒子が分散されている複合体となってい
る。Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体は、マトリックスとＳｉ粒子の他に、たとえば導電助
剤や他のＳｉ合金粒子のような添加物を含んでもよい。
【００３５】
　マトリックスは酸化物固体電解質からなる。本発明におけるマトリックスはイオン伝導
体であるため、イオンがマトリックス内を通る際に、マトリックスがイオンの伝導を妨げ
ることはない。またマトリックスは充放電時にイオンを吸蔵することはないため、例えば
Ｌｉをマトリックスが吸蔵することによるＬｉの不可逆容量は発生しない。また本発明に
おけるマトリックスはヤング率が大きいため、マトリックスに分散されるＳｉ粒子のＬｉ
の吸蔵、放出に伴う膨張、収縮を効果的に抑制することが出来る。
【００３６】
　酸化物固体電解質は非晶質または低結晶性であることが好ましい。非晶質とは、構成原
子の配列に結晶構造のような長距離規則性を持たない固体状態のことを指す。低結晶性と
は非晶質と結晶の中間に位置するような存在で、異なる方位を有する単結晶の粒「結晶粒
」からなり、結晶構造の規則性が比較的短距離（たとえば１００ｎｍ未満）になっている
状態を指す。低結晶性であることは、Ｘ線回折結果のピークが低くなる、あるいは幅広化
することによってわかる。ここで、ピークが低くなる、あるいは幅広化するとは、たとえ
ば、シェラーの式D＝（Kλ）／（βcosθ）、（λ：測定X線波長(Å)、β：半価幅(ｒａ
ｄ)、θ：回折線のブラッグ角度、K：原子形状因子（ここでは０．９とする））において
、Dが１０００Å（１００ｎｍ）以下であるような場合である。
【００３７】
　酸化物固体電解質が非晶質または低結晶性であると、酸化物固体電解質の粒界の成長が
抑制される。それによって固体電解質材料の主な抵抗の原因である粒界での界面抵抗が低
減されるため、非晶質または低結晶性である酸化物固体電解質はイオン伝導性が高い。
【００３８】
　酸化物固体電解質として、Ｌｉイオン伝導性の酸化物固体電解質が好ましい。Ｌｉイオ
ン伝導性の酸化物固体電解質として、例えばＬｉ２Ｏ－ＳｉＯ２－Ｐ２Ｏ５系多成分ガラ
ス、Ｌｉ４－ｘＳｉｘＰ１－ｘＯ４（０≦ｘ≦１）、ＬｉｘＬａ２－ｘ／３ＴｉＯ３（ｘ
＝０．１～０．５）、Ｌｉ７＋ｘＬａ３Ｚｒ２Ｏ１２＋（ｘ／２）（－５≦ｘ≦３，好ま
しくは－２≦ｘ≦２）、Ｌｉ１＋ｘ＋ｙ（Ａｌ，Ｇａ）ｘ（Ｔｉ，Ｇｅ，Ｚｒ）２－ｘＳ
ｉｙＰ３－ｙＯ１２（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１）、Ｌｉ２Ｏ－５Ａｌ２Ｏ３、Ｌｉ２Ｏ－
１１Ａｌ２Ｏ３、Ｌｉ５Ｌａ３（Ｎｂ，Ｔａ）２Ｏ１２、Ｌｉ１４ＺｎＧｅ４Ｏ１６、Ｌ
ｉ９ＳｉＡｌＯ８がＬｉ１．５Ａｌ０．５Ｇｅ１．５（ＰＯ４）３が挙げられる。酸化物
固体電解質の組成は上記に限定されるものでなく、例えばＬｉイオン伝導性を損なわない
範囲で上記組成の一部または全てを他の成分で置換した酸化物固体電解質であってもよい
。
【００３９】
　特に、ＬｉｘＬａ２－ｘ／３ＴｉＯ３（ｘ＝０．１～０．５）、Ｌｉ７＋ｘＬａ３Ｚｒ

２Ｏ１２＋（ｘ／２）（－５≦ｘ≦３，好ましくは－２≦ｘ≦２）、Ｌｉ１＋ｘ＋ｙ（Ａ
ｌ，Ｇａ）ｘ（Ｔｉ，Ｇｅ，Ｚｒ）２－ｘＳｉｙＰ３－ｙＯ１２（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦
１）、Ｌｉ１．５Ａｌ０．５Ｇｅ１．５（ＰＯ４）３（ＬＡＧＰ）はＬｉイオン伝導度が
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高いので好ましい。特にＬｉ７＋ｘＬａ３Ｚｒ２Ｏ１２＋（ｘ／２）（－５≦ｘ≦３，好
ましくは－２≦ｘ≦２）は電気化学的耐久性が高く、好ましい。
【００４０】
　リチウムイオン伝導性の酸化物固体電解質は、その室温でのＬｉイオン伝導度が１．０
×１０－４Ｓ／ｃｍ以上であるものを用いることが好ましい。イオン伝導性が高いほど、
ＳｉとＬｉの合金化反応を均等かつ効率的に進めることができるため、Ｓｉ粒子の持つ容
量を効率的に引き出すことが出来る。
【００４１】
　Ｓｉ粒子は、ＣｕＫα線を用いたＸ線粉末回折（ＸＲＤ）測定により測定された結晶子
サイズが１００ｎｍ以下である。ＣｕＫα線を用いたＸ線粉末回折（ＸＲＤ）測定により
測定された結晶子サイズとは、個々の結晶子の大きさの平均を示す。
【００４２】
　図１に粒径と結晶子を説明する説明図を示す。結晶子は結晶を作っている最少微結晶単
位である。図１に見られるように、単結晶粒子の場合は、粒径と結晶子サイズは同じであ
るが、多結晶粒子の場合は、多結晶粒子が粒子より小さい結晶の集合体なので、結晶子サ
イズと粒径は異なる。複合体中では個々の結晶が多結晶になっているところも単結晶にな
っているところもあると考えられる。
【００４３】
　本発明において、結晶子サイズはＣｕＫα線を用いたＸ線粉末回折（ＸＲＤ）測定によ
り測定されたものを用いる。ＣｕＫα線を用いたＸ線粉末回折（ＸＲＤ）測定により測定
された結晶子サイズとは、個々の結晶子の大きさの平均となる。
【００４４】
　Ｘ線粉末回折（ＸＲＤ）測定により得られたＳｉのＸＲＤピークの半値幅から結晶子サ
イズを求める。半値幅はピーク強度の高さの半分の高さにあたる箇所の幅である。半値幅
が広くなると結晶子サイズが小さくなる。
【００４５】
　図２に本実施形態の二次電池用負極活物質の模式断面図を示す。図２に示すように、Ｓ
ｉ粒子１は酸化物固体電解質からなるマトリックス２に分散している。また図２に示すよ
うに、Ｓｉ粒子１の粒径の範囲は大きい。本実施形態では、Ｓｉ粒子は、ＣｕＫα線を用
いたＸ線粉末回折（ＸＲＤ）測定により測定された結晶子サイズが１００ｎｍ以下である
ことが規定されており、そのため個々のＳｉ粒子の粒径はまちまちである。
【００４６】
　Ｓｉ粒子の結晶子サイズは、１００ｎｍ以下である。結晶子サイズは６５ｎｍ以下であ
ることが好ましく、５３ｎｍ以下であることがより好ましく、１ｎｍ以上４０ｎｍ以下で
あることがさらに好ましい。ＳｉはＬｉの吸蔵、放出により体積が膨張、収縮する。その
ため結晶子サイズをナノサイズとすることにより、Ｓｉの膨張、収縮もナノサイズでおこ
るので、Ｓｉ粒子の膨張、収縮をマトリックスで容易に抑制することが出来る。マトリッ
クスによるＳｉ粒子の膨張、収縮の抑制効果が高いので、Ｓｉ粒子の結晶子サイズは小さ
い方がより好ましい。
【００４７】
　またＳｉ粒子はマトリックスに分散している。ここで、マトリックスにＳｉ粒子が分散
しているとは、Ｓｉ粒子の外表面の少なくとも一部がマトリックスに接触していることを
いう。Ｓｉ粒子の外表面の全部がマトリックスに接触していることが望ましい。Ｓｉ粒子
の外表面の一部が、隣接する他のＳｉ粒子の外表面の一部と接触していてもよい。
【００４８】
　Ｓｉ粒子同士が非接触状態にあれば、Ｓｉ粒子の周囲にあるマトリックスがＳｉ粒子の
個々の膨張、収縮を抑制するため、Ｓｉ粒子同士が接触して塊状態になっている場合と比
較して、負極活物質全体での膨張、収縮を抑制することが出来る。
【００４９】
　Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体を１００質量％としたとき、Ｓｉ粒子の含有率は、５質
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量％以上９５質量％以下であることが好ましい。Ｓｉ粒子の含有率が５質量％より少ない
と所望の電池容量を得ることが出来ず、９５質量％より多いと、Ｓｉ粒子の膨張、収縮を
酸化物固体電解質で効率的に抑制することが出来ない。Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体を
１００質量％としたときにＳｉ粒子の含有率は、２０質量％以上８０質量％以下であるこ
とがより好ましい。
【００５０】
　Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体は、そのメディアン径が２００ｎｍ以上２０μｍ以下で
あることが好ましい。Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体は、そのメディアン径が２μｍ以上
１０μｍ以下であることがより好ましい。Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体のメディアン径
が２００ｎｍより小さいとハンドリング性が悪く扱いにくい。Ｓｉ－酸化物固体電解質複
合体のメディアン径が２０μｍより大きいと、電極作成時に集電体に塗布しづらい。メデ
ィアン径とは粉末粒子の５０％径のことであるが、例えばレーザー回折法（Ｍｉｃｒｏｔ
ｒｕｃ３３００ＭＴII）で、ヘキサメタリン酸ナトリウム０．２質量％水溶液を分散媒と
して、メディアン径を測定することができる。
【００５１】
　Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体の合成方法は特に限定されるものではないが、Ｓｉ粉末
及び酸化物固体電解質に機械的エネルギーを加えて、粉砕し、複合化して作製されたもの
であることが好ましい。
【００５２】
　このように作製されたＳｉ－酸化物固体電解質複合体は、比表面積を小さくして作製で
きる。比表面積が小さいと、活物質表面に形成されるＳＥＩ（Solid Electrolyte Interf
ace）と呼ばれる表面皮膜の量を低減できる。ＳＥＩは抵抗となるため、ＳＥＩは少ない
ほうが望ましい。
【００５３】
　またＳｉ粉末は平均粒径が１μｍ以上であることが好ましい。このときに用いる平均粒
径はメディアン径５０％を指す。ミクロンサイズのＳｉを原料とし、ナノ化と複合化処理
を同時に行うことで、容易にＳｉをナノ状態にしてＳｉ－酸化物固体電解質複合体を作製
することが出来る。
【００５４】
　＜二次電池用負極活物質の製造方法＞
　上記した二次電池用負極活物質は以下の製造方法で好適に製造できる。
【００５５】
　本発明の二次電池用負極活物質の製造方法は、Ｓｉ粉末と、酸化物固体電解質と、に機
械的エネルギーを加え、Ｓｉ粉末を、ＣｕＫα線を用いたＸ線粉末回折（ＸＲＤ）測定に
より測定された結晶子サイズが１００ｎｍ以下となるまで粉砕し、かつ粉砕されたＳｉ粉
末と酸化物固体電解質とを複合化する複合化工程を有する。
【００５６】
　複合化工程において、Ｓｉ粉末と酸化物固体電解質とは同時に粉砕され、Ｓｉ粉末はＳ
ｉ粒子となり、かつ粉砕過程で加えられる機械的エネルギーを利用してＳｉ粒子と酸化物
固体電解質が複合化され、Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体が合成される。このような複合
化方法はメカノケミカル法またはメカニカルミリングと称される。
【００５７】
　Ｓｉ粉末は、平均粒径が１ｎｍ以上１００μｍ以下である粉末を用いることが出来る。
Ｓｉ粉末は、市販品を用いることが出来る。Ｓｉ粉末が１μｍ以上の粉末であれば秤量な
どの作業中に飛散しにくく、ハンドリングおよび安全衛生の点で好ましい。一方、１μｍ
未満の粉末であれば、均一な複合体が得られやすく、サイクル特性向上の点から好ましい
。
また、１００μｍを超える粉末は乳鉢及び乳棒や各種ミリング装置などで、１００μｍ以
下に予備粉砕して用いることができる。
【００５８】
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　酸化物固体電解質は、固相法、共沈法、水熱法、ゾルゲル法、ガラス結晶化法などの方
法で準備する。酸化物固体電解質は、市販品を用いることも出来る。市販品としてＬＡＴ
Ｐ系酸化物固体電解質シート（オハラ社製、組成式Ｌｉ１＋ｘ＋ｙ（Ａｌ，Ｇａ）ｘ（Ｔ
ｉ，Ｇｅ）２－ｘＳｉｙＰ３－ｙＯ１２（ただし、０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１））、Ｌｉ１

．３Ａｌ０．３５Ｔｉ１．７（ＰＯ４）３（ＬＡＴＰ、豊島製作所製）、アルミニウム置
換リン酸ゲルマニウムリチウム（Ｌｉ１．５Ａｌ０．５Ｇｅ１．５（ＰＯ４）３（ＬＡＧ
Ｐ、豊島製作所製）)、Ｌｉ０．３３Ｌａ０．５５ＴｉＯ３（ＬＬＴ、豊島製作所製）、
Ｌｉ７Ｌａ３Ｚｒ２Ｏ１２（ＬＬＺ、豊島製作所製）、Ｌｉ５Ｌａ３Ｔａ２Ｏ１２（豊島
製作所製）、Ｌｉ３ＰＯ４（和光純薬製、関東化学製、高純度化学製、アルドリッチ製な
どの試薬）が使用できる。
【００５９】
　準備した酸化物固体電解質を乳鉢やボールミル、ビーズミルなどで予備的に粉砕しても
いい。
【００６０】
　また酸化物固体電解質原料をそのままメカノケミカル法に使用してもよい。酸化物固体
電解質原料は特に限定されず、たとえば酸化物、水酸化物、炭酸塩、硝酸塩、硫酸塩、酢
酸塩、燐酸塩、複合酸化物、金属アルコキシドなどを使用することができる。
【００６１】
　複合化は、乳鉢及び乳棒を用いて行ってもよいし、ボールミリング装置などの粉砕混合
装置を用いて行ってもよい。
【００６２】
　乳鉢及び乳棒を用いる場合はメカノケミカル反応が小さいため、１０時間以上混合粉砕
することでＳｉ－酸化物固体電解質複合体が合成される。合成には手混合の他、自動乳鉢
やスタンプミルなどを用いることができる。乳鉢及び乳棒はムライト製、アルミナ製、ジ
ルコニア製、メノウ製、ガラス製、磁製、鉄製、ステンレス製などを用いることができる
。また、乳鉢の内側にスリット（例えば幅０．１ｍｍ、深さ０．２ｍｍ）などの凹凸を設
けることでメカノケミカル効果を高めることができる。
【００６３】
　粉砕混合装置は例えば遊星ボールミル装置およびメカノフュージョンシステムなどが使
用できる。
【００６４】
　ボールミリング装置として例えば遊星ボールミル装置が使用できる。ボールミリング装
置を用いれば、ナノ化及び複合化処理を密閉した容器内で行うことが出来る。そのため、
ナノサイズのＳｉ粒子を直接取り扱う必要がなく、危険性が少ない。またナノサイズのＳ
ｉ粒子を取り扱うための設備が不要であるため、設備コストが安くできる。
【００６５】
　ボールミル装置の粉砕容器内の雰囲気は大気や乾燥空気の他、窒素、アルゴン、二酸化
炭素などの不活性ガスを封入してもいい。
【００６６】
　遊星ボールミル装置の粉砕容器の１／１０～１／２体積量の酸化物固体電解質または酸
化物固体電解質原料およびＳｉ粉末を、粉砕容器の１／５～２／３体積量の粉砕用ボール
とともに粉砕容器内へ投入する。次いで、以下の粉砕条件で粉砕することで、Ｓｉ－酸化
物固体電解質複合体の合成を行うことが出来る。
【００６７】
　粉砕条件は３００ｒｐｍ～２０００ｒｐｍが好ましく、４５０ｒｐｍ～１１００ｒｐｍ
がより好ましい。一般的な無機材料の合成で行われている粉砕条件（たとえば６０ｒｐｍ
）よりも高速粉砕することで、材料に機械的エネルギーを加え、Ｓｉ粒子と酸化物固体電
解質を複合化させることができる。粉砕が低速だとメカノケミカル反応が生じにくく、２
０００ｒｐｍを超えると粉砕時の発熱が大きくなりすぎ、メカノケミカル反応の制御が困
難となる。粉砕時間は１０分～７２時間が好ましく、１５分～２４時間が特に好ましい。
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粉砕時の発熱が大きすぎる場合は、粉砕時間を区切り、冷却時間を設けてもよい。
【００６８】
　粉砕容器の制限はなく、ジルコニア製、アルミナ製、ステンレス製、メノウ製、ガラス
製、樹脂製などのポットを用いることができるが、メカノケミカル法では粉砕エネルギー
が高いため、粉砕容器はジルコニア製、アルミナ製、ステンレス製のポットが特に好まし
い。
【００６９】
　粉砕用ボールの制限はなく、ジルコニア製、アルミナ製、ステンレス製、メノウ製、ガ
ラス製、樹脂製などのボールを用いることができるが、メカノケミカル法では粉砕エネル
ギーが高いため、粉砕用ボールはジルコニア製、アルミナ製、ステンレス製のボールが特
に好ましい。粉砕用ボールの大きさは、たとえば直径０．１ｍｍ～２０ｍｍであるが、粉
砕用ボールの大きさは、所望の複合体サイズによって自由に選択することができる。
【００７０】
　乳鉢及び乳棒を用いる場合、粉砕混合装置を用いる場合のいずれの場合でも、複合化は
乾式でも湿式でも行うことができるが、メカノケミカル反応が強い乾式で行うことが望ま
しい。複合化合成時の発熱が大きい場合には湿式を用いてもよく、湿式の場合、酸化物固
体電解質または酸化物固体電解質原料の溶解度が低い溶媒を用いることができる。溶媒と
して、例えば水やエタノール、イソプロパノールなどのアルコール類、アセトンなどのケ
トン類、ヘキサンなどを用いることができる。
【００７１】
　複合化工程において、酸化物固体電解質は、非晶質または低結晶性となるまで粉砕され
ることが好ましい。酸化物固体電解質を非晶質または低結晶性とするためには、乳鉢の場
合、１０時間以上より好ましくは２４時間以上粉砕混合すればよい。粉砕混合装置の場合
、粉砕速度を大きくすることでメカノケミカル反応が進行しやすくなるため、遊星ボール
ミルの場合には回転数を大きくすればよい。
【００７２】
　複合化工程は密閉空間内で行われることが好ましい。密閉空間内で行われることによっ
て原料粉末が大気中に飛び散ることを防止できる。例えば粉砕混合装置の密閉容器内で複
合化工程を行えばよい。
【００７３】
　複合化工程の後、熱処理を加えることができる。熱処理により、酸化物固体電解質から
なるマトリックスの骨格構造が強固になるともに、Ｓｉ粒子と酸化物固体電解質の結合が
強固になる。そのため、Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体の強度が高まる。しかしながら、
熱処理を行うとＳｉ粒子の結晶子サイズが大きくなってしまう。Ｓｉ粒子の結晶子サイズ
が大きくなるとＳｉの膨張及び収縮をマトリックスが抑制できなくなり、二次電池のサイ
クル特性が劣化する。
【００７４】
　熱処理するならば、得られた複合体に１００℃～８００℃で熱処理を行う。熱処理する
ことによって、余分な有機物が分解蒸発する。熱処理によって酸化物固体電解質からなる
マトリックスの骨格構造が強固になるともに、Ｓｉ粒子と酸化物固体電解質の結合が強固
になる。そのため、Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体の強度が高まり、Ｓｉ－酸化物固体電
解質複合体を用いた負極活物質は、二次電池の充放電のサイクル特性を向上させる。また
、Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体の高密度化が進み、Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体を用
いた負極活物質は、単位体積あたりの容量が増加する。
【００７５】
　８００℃より高い温度で熱処理を行うと、Ｓｉ粒子と酸化物固体電解質マトリックスが
反応してしまい二次電池の初回容量が低下する問題やＳｉ粒子がナノサイズ以上に成長し
て二次電池のサイクル特性が低下する問題が生じてしまうので好ましくない。熱処理工程
において１００℃より低い温度で熱処理を行うと、余分な水分や有機物が除去される効果
が少なく、Ｓｉ粒子表面を酸化させ容量が低下する影響が大きくなるため好ましくない。
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【００７６】
　熱処理時の雰囲気は大気または不活性ガスとすることができ、必要により加圧または減
圧下とすることができる。不活性雰囲気はＳｉ粒子の酸化を防ぐことができるので好まし
い。
【００７７】
　特に酸化物固体電解質原料のままメカノケミカル法を行った場合は熱処理を行ったほう
がいい。
【００７８】
　＜二次電池用負極＞
　本発明の二次電池用負極は上記二次電池用負極活物質を含むことを特徴とする。上記二
次電池用負極活物質を有する負極とすれば、二次電池は、十分な容量と良好なサイクル特
性を有する。
【００７９】
　負極は、上記負極活物質が結着剤で結着されてなる負極活物質層が集電体に付着してな
る。
【００８０】
　集電体は、二次電池の放電又は充電の間、電極に電流を流し続けるための化学的に不活
性な電子高伝導体をいう。集電体に用いられる材料として、ステンレス鋼、チタン、ニッ
ケル、アルミニウム、銅などの金属材料または導電性樹脂を挙げることが出来る。また集
電体は、箔、シート、フィルムなどの形態をとることが出来る。そのため、集電体として
、例えば銅箔、ニッケル箔、アルミニウム箔、ステンレス箔などの金属箔を好適に用いる
ことが出来る。
【００８１】
　集電体は、その膜厚が５μｍ～２００μｍであることが好ましい。
【００８２】
　上記負極活物質層はさらに導電助剤を含んでもよい。負極は、負極活物質および結着剤
、必要に応じて導電助剤を含む負極活物質層形成用組成物を調製し、さらに上記組成物に
適当な溶媒を加えてペースト状にしてから、集電体の表面に塗布後、乾燥し、必要に応じ
て電極密度を高めるべく圧縮して形成することができる。
【００８３】
　負極活物質層形成用組成物の塗布方法としては、ロールコート法、ディップコート法、
ドクターブレード法、スプレーコート法、カーテンコート法などの従来から公知の方法を
用いればよい。
【００８４】
　粘度調整のための溶媒としては、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、メタノール
、メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）などが使用可能である。
【００８５】
　結着剤は、負極活物質及び導電助剤を集電体に繋ぎ止める役割を果たすもので、ポリフ
ッ化ビニリデン、ポリテトラフルオロエチレン、フッ素ゴム等の含フッ素樹脂、ポリプロ
ピレン、ポリエチレン等の熱可塑性樹脂、ポリイミド、ポリアミドイミド等のイミド系樹
脂、アルコキシシリル基含有樹脂、スチレン-ブタジエンゴム（ＳＢＲ）などを用いるこ
とができる。
【００８６】
　導電助剤は、電極の導電性を高めるために添加される。導電助剤として、炭素質微粒子
であるカーボンブラック、黒鉛、アセチレンブラック（AB）、ケッチェンブラック（KB）
、気相法炭素繊維（Vapor Grown Carbon Fiber：VGCF）等を単独でまたは二種以上組み合
わせて添加することが出来る。導電助剤の使用量については、特に限定的ではないが、例
えば、負極に含有される活物質１００質量部に対して、１質量部～９５質量部程度とする
ことができる。
【００８７】
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　＜二次電池＞
　本発明の二次電池は、電池構成要素として、上記した二次電池用負極に加えて、正極、
及び電解質を用いる。必要に応じてセパレータを用いてもよい。
【００８８】
　正極は、集電体と、集電体の表面に結着させた正極活物質層を有する。正極活物質層は
、正極活物質、結着剤を含み、必要に応じて導電助剤を含む。集電体、結着剤、導電助剤
は負極で説明したものと同様である。
【００８９】
　正極活物質としては、リチウム含有化合物が適当である。例えばリチウムコバルト複合
酸化物、リチウムニッケル複合酸化物、リチウムマンガン複合酸化物、リチウム鉄リン酸
複合酸化物などのリチウム含有金属複合酸化物などを用いることが出来る。また正極活物
質として他の金属化合物あるいは高分子材料を用いることも出来る。他の金属化合物とし
ては、例えば酸化チタン、酸化バナジウムあるいは二酸化マンガンなどの酸化物、または
硫化チタンあるいは硫化モリブデンなどの硫化物が挙げられる。高分子材料としては例え
ばポリアニリンあるいはポリチオフェンなどの導電性高分子が挙げられる。リチウムを含
有しない金属化合物または高分子材料を正極に用いる場合は、正極及び／または負極及び
／または電池構成体にＬｉイオンをドープする。ドープ方法は特に規定されないが、電極
へのＬｉスパッタ、対極Ｌｉでの予備充放電などがある。
【００９０】
　正極活物質として、一般式： ＬｉＣｏｐＮｉｑＭｎｒＯ２ （ｐ＋ｑ＋ｒ＝１、０＜ｐ
＜１、０≦ｑ＜１、０≦ｒ＜１）で表される複合金属酸化物が用いられることが多い。複
合金属酸化物として、例えばＬｉＣｏ１／３Ｎｉ１／３Ｍｎ１／３Ｏ２、ＬｉＮｉ０．６

Ｃｏ０．２Ｍｎ０．２Ｏ２、ＬｉＮｉ０．５Ｃｏ０．２Ｍｎ０．３Ｏ２、ＬｉＣｏＯ２、
ＬｉＮｉＯ２、ＬｉＭｎＯ２、Ｌｉ２ＭｎＯ２、ＬｉＦｅＰＯ４、ＬｉＭｎＰＯ４、Ｌｉ

２ＦｅＰ２Ｏ７、Ｌｉ２ＦｅＳｉＯ４、ＬｉＭｎＳｉＯ４、ＬｉＮｉ０．８Ｃｏ０．２Ｏ

２、および前述の酸化物のいずれかを含む酸化物固溶体を用いることができる。正極活物
質として、硫黄または硫黄含有有機物、酸素、有機ポリマーなどの非金属系正極活物質を
用いることもできる。
【００９１】
　セパレータは正極と負極とを隔離し、両極の接触による電流の短絡を防止しつつ、リチ
ウムイオンを通過させるものである。セパレータとしては、例えばポリテトラフルオロエ
チレン、ポリプロピレン、あるいはポリエチレンなどの合成樹脂製またはセルロースなど
天然高分子製の多孔質膜または不織布、またはセラミックス製の多孔質膜が使用できる。
【００９２】
　電解質は移動可能なＬｉイオンを含むものである。電解質として、非水電解液、水系電
解液、あるいは固体電解質などを用いることができる。固体電解質の場合は必ずしもセパ
レータを必要としない。
【００９３】
　非水電解液は、有機溶媒とこの有機溶媒に溶解された電解質塩とを含んでいる。
【００９４】
　有機溶媒として例えば環状エステル類、鎖状エステル類、エーテル類が使用できる。環
状エステル類として、例えば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、ガンマブチロラクトン、ビニレンカーボネート、２－メチル－ガンマブチ
ロラクトン、アセチル－ガンマブチロラクトン、ガンマバレロラクトンが使用できる。鎖
状エステル類として、例えばジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、ジブチルカ
ーボネート、ジプロピルカーボネート、メチルエチルカーボネート、プロピオン酸アルキ
ルエステル、マロン酸ジアルキルエステル、酢酸アルキルエステルが使用できる。エーテ
ル類として、例えばテトラヒドロフラン、２－メチルテトラヒドロフラン、１，４－ジオ
キサン、１，２－ジメトキシエタン、１，２－ジエトキシエタン、１，２－ジブトキシエ
タンが使用できる。
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【００９５】
　また上記有機溶媒に溶解させる電解質塩として、例えば、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＡｓＦ６

、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＣＦ３ＳＯ３、ＬｉＮ（ＣＦ３ＳＯ２）２等のリチウム
塩を使用することが出来る。
【００９６】
　非水電解液として、例えば、エチレンカーボネート、ジメチルカーボネート、プロピレ
ンカーボネート、ジメチルカーボネートなどの有機溶媒にＬｉＣｌＯ４、ＬｉＰＦ６、Ｌ
ｉＢＦ４、ＬｉＣＦ３ＳＯ３などのリチウム塩を０．５ｍｏｌ／ｌから２ｍｏｌ／ｌ程度
の濃度で溶解させた溶液を使用することが出来る。
【００９７】
　水系電解液として、各種の水溶性リチウム塩の水溶液を用いることが出来る。好ましい
水溶性リチウム塩として、Ｌｉ２ＳＯ４、ＬｉＮＯ３、ＬｉＣｌ、ＣＨ３ＣＯＯＬｉ、も
しくはＬｉＯＨ、またはこれらのものの組み合わせが挙げられる。
【００９８】
　固体電解質は、例えば、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、Ｌｉ
ＣＦ３ＳＯ３、ＬｉＮ（ＣＦ３ＳＯ２）２等のリチウム塩を含むゲル電解質を用いること
が出来る。
【００９９】
　固体電解質としては、例えば硫化リチウム、硫化珪素、硫化燐及びこれらの複合体、窒
化リチウム、ヨウ化リチウム、ＬｉＰＯＮ（Ｌｉ３ＰＯ４－ｘＮｘ）、Ｌｉ４－ｘＳｉｘ

Ｐ１－ｘＯ４（０≦ｘ≦１）、ＬｉｘＬａ２－ｘ／３ＴｉＯ３（ｘ＝０．１～０．５）、
Ｌｉ７＋ｘＬａ３Ｚｒ２Ｏ１２＋（ｘ／２）（－５≦ｘ≦３，好ましくは－２≦ｘ≦２）
、Ｌｉ１＋ｘ＋ｙ（Ａｌ，Ｇａ）ｘ（Ｔｉ，Ｇｅ，Ｚｒ）２－ｘＳｉｙＰ３－ｙＯ１２（
０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１）、Ｌｉ２Ｏ－５Ａｌ２Ｏ３、Ｌｉ２Ｏ－１１Ａｌ２Ｏ３、Ｌｉ

５Ｌａ３（Ｎｂ，Ｔａ）２Ｏ１２、Ｌｉ１４ＺｎＧｅ４Ｏ１６、Ｌｉ９ＳｉＡｌＯ８など
を用いることが出来る。
【０１００】
　上記二次電池用負極を有するため、本発明の二次電池は、十分な容量と良好なサイクル
特性を有する。
【０１０１】
　本発明の二次電池は車両に搭載することが出来る。上記二次電池は、十分な容量と良好
なサイクル特性を有するため、その二次電池を搭載した車両は、高性能の車両とすること
が出来る。
【０１０２】
　車両としては、電池による電気エネルギーを動力源の全部または一部に使用する車両で
あればよく、例えば、電気自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車
、ハイブリッド鉄道車両、電動フォークリフト、電気車椅子、電動アシスト自転車、電動
二輪車が挙げられる。
【０１０３】
　＜Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体＞
　本発明のＳｉ－酸化物固体電解質複合体は、酸化物固体電解質からなるマトリックスと
、マトリックス中に分散された、ＣｕＫα線を用いたＸ線粉末回折（ＸＲＤ）測定により
測定された結晶子サイズが１００ｎｍ以下であるＳｉ粒子と、を含む。
Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体は二次電池用負極活物質として用いると、二次電池の出力
特性を向上出来る。
【０１０４】
　以上、本発明の二次電池用負極活物質、その製造方法、二次電池用負極、二次電池、及
びＳｉ－酸化物固体電解質複合体の実施形態を説明したが、本発明は、上記実施形態に限
定されるものではない。本発明の要旨を逸脱しない範囲において、当業者が行い得る変更
、改良等を施した種々の形態にて実施することができる。
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【実施例】
【０１０５】
　以下、実施例を挙げて本発明を更に詳しく説明する。
【０１０６】
　＜材料の準備＞
　Ｓｉとして、メディアン径５０％が５μｍのＳｉ粉末（高純度化学社製、３Ｎ）とＤ５

０が５０ｎｍのＳｉナノ粉末（Nanostructured&Amorphous Materials inc.製）を準備し
た。
【０１０７】
　酸化物固体電解質として、ＬＡＴＰ系酸化物固体電解質シート（オハラ社製、組成式Ｌ
ｉ１＋ｘ＋ｙ（Ａｌ，Ｇａ）ｘ（Ｔｉ，Ｇｅ）２－ｘＳｉｙＰ３－ｙＯ１２（ただし、０
≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１））及びアルミニウム置換リン酸ゲルマニウムリチウム（Ｌｉ１．

５Ａｌ０．５Ｇｅ１．５（ＰＯ４）３（以下ＬＡＧＰと称す）結晶粉末（豊島製作所社製
）を準備した。
【０１０８】
　＜Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体の作製＞
　（実施例１）
　ＬＡＴＰ系酸化物固体電解質シートを瑪瑙乳鉢及び瑪瑙乳棒で予備粉砕した粉末と平均
粒径が５μｍのＳｉ粉末を１:１（質量比）で粉砕用ボールをジルコニア製５ｍｍボール
とした遊星ボールミルに入れ、６００ｒｐｍで３０分混合、粉砕し、実施例１のＳｉ－酸
化物固体電解質複合体を得た。実施例１のＳｉ－酸化物固体電解質複合体における酸化物
固体電解質のしめる割合は５０質量％であった。
【０１０９】
　（実施例２）
　３００ｒｐｍで３０分混合、粉砕した以外は、実施例１と同様にして実施例２のＳｉ－
酸化物固体電解質複合体を得た。
【０１１０】
　（実施例３）
　実施例１のＳｉ－酸化物固体電解質複合体をＡｒ雰囲気中、５００℃で５時間熱処理し
て、実施例３のＳｉ－酸化物固体電解質複合体を得た。
【０１１１】
　（実施例４）
　実施例２のＳｉ－酸化物固体電解質複合体をＡｒ雰囲気中、５００℃で５時間熱処理し
て、実施例４のＳｉ－酸化物固体電解質複合体を得た。
【０１１２】
　（実施例５）
　実施例１のＬＡＴＰ系酸化物固体電解質シートを瑪瑙乳鉢及び瑪瑙乳棒で予備粉砕した
粉末に代えてＬＡＧＰを使用した以外は実施例１と同様にして、実施例５のＳｉ－酸化物
固体電解質複合体を得た。
【０１１３】
　（実施例６）
　実施例５のＳｉ－酸化物固体電解質複合体をＡｒ雰囲気中、５００℃で５時間熱処理し
て、実施例６のＳｉ－酸化物固体電解質複合体を得た。
【０１１４】
　（実施例７）
　実施例１の平均粒径が５μｍのＳｉ粉末に代えてＤ５０が５０ｎｍのＳｉナノ粉末を使
用した以外は実施例１と同様にして実施例７のＳｉ－酸化物固体電解質複合体を得た。
【０１１５】
　（実施例８）
　３００ｒｐｍで３０分混合、粉砕した以外は、実施例７と同様にして実施例８のＳｉ－
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酸化物固体電解質複合体を得た。
【０１１６】
　（実施例９）
　実施例７のＳｉ－酸化物固体電解質複合体をＡｒ雰囲気中、５００℃で５時間熱処理し
て、実施例９のＳｉ－酸化物固体電解質複合体を得た。
【０１１７】
　（実施例１０）
　実施例８のＳｉ－酸化物固体電解質複合体をＡｒ雰囲気中、５００℃で５時間熱処理し
て、実施例１０のＳｉ－酸化物固体電解質複合体を得た。
【０１１８】
　（実施例１１）
　実施例７のＬＡＴＰ系酸化物固体電解質シートに代えてＬＡＧＰを使用した以外は実施
例７と同様にして、実施例１１のＳｉ－酸化物固体電解質複合体を得た。
【０１１９】
　（実施例１２）
　実施例１１のＳｉ－酸化物固体電解質複合体をＡｒ雰囲気中、５００℃で５時間熱処理
して、実施例１２のＳｉ－酸化物固体電解質複合体を得た。
【０１２０】
　＜粉末Ｘ線回折（ＸＲＤ）測定結果＞
　上記実施例１及び実施例２のＳｉ－酸化物固体電解質複合体を粉末Ｘ線回折（ＸＲＤ）
（リガク製　ＳｍａｒｔＬａｂ）で分析した。この分析結果をＬＡＴＰの分析結果と合わ
せて図３に示す。実施例１のＳｉ－酸化物固体電解質はＬＡＴＰの結晶相が消失しており
、酸化物固体電解質は非晶質であることが確認できた。実施例２の酸化物固体電解質は、
ＬＡＴＰとＳｉのピークが確認でき、ＬＡＴＰの結晶は残っていることが確認できた。
【０１２１】
　ここで６００ｒｐｍの粉砕条件で粉砕した実施例１、実施例３、実施例５及び実施例６
は酸化物固体電解質が非晶質又は低結晶性であったことがＸＲＤ測定でわかった。
【０１２２】
　＜結晶子サイズ測定＞
　またＳｉのＸＲＤのピークの半値幅より結晶子サイズを求めた。原料となるＳｉ粉末の
結晶子サイズも同様にＸＲＤのピークから求めた。原料である平均粒径が５μｍであるＳ
ｉ粉末の結晶子サイズは１０７ｎｍであり、原料であるＤ５０が５０ｎｍのＳｉナノ粉末
の結晶子サイズは３８ｎｍであった。
【０１２３】
　実施例１～１２のＳｉの結晶子サイズを表１に記載した。Ｓｉの結晶子サイズの測定結
果から、Ｓｉ粉末と酸化物固体電解質とを遊星ボールミルを用い、６００ｒｐｍで高速回
転することによって、Ｓｉの結晶子サイズは８ｎｍ～５３ｎｍとなり、原料であるＳｉ粉
末の大きさに関わらず、Ｓｉの結晶子サイズを非常に小さくすることが出来ることがわか
った。
【０１２４】
　実施例３は実施例１を熱処理して得られたものであり、実施例４は実施例２を熱処理し
て得られたものであり、実施例９は実施例７を熱処理して得られたものであり、実施例１
０は実施例８を熱処理して得られたものであり、実施例１２は実施例１１を熱処理して得
られたものである。これらの結果を比較すると、Ｓｉの結晶子サイズは熱処理をすること
によって大きくなることがわかった。
【０１２５】
　＜走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）観察＞
　実施例１及び実施例２のＳｉ－酸化物固体電解質複合体をＳＥＭ（日立ハイテク社製Ｓ
－４８００）で観察した。
【０１２６】
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　図４に実施例１のＳｉ－酸化物固体電解質複合体の断面ＳＥＭ写真を示す。図４の断面
ＳＥＭ写真から実施例１のＳｉ－酸化物固体電解質複合体の断面には数十ｎｍ～１μｍ程
度の大きさの濃い色むらが複数観察された。この濃い色むらがＳｉ粒子である。図４から
Ｓｉ粒子はマトリックスに分散されており、Ｓｉ粒子と酸化物固体電解質とは一体化して
いることが観察された。
【０１２７】
　図５に実施例１のＳｉ－酸化物固体電解質複合体の表面のＳＥＭ写真と実施例３のＳｉ
－酸化物固体電解質複合体の表面のＳＥＭ写真を比較したものを示す。図５より、実施例
１のＳＥＭ写真では表面の粒がはっきり観察できないが、実施例３のＳＥＭ写真において
は、表面の粒が観察され、熱処理によって粒が成長したことがわかった。
【０１２８】
　図６に実施例２のＳｉ－酸化物固体電解質複合体の表面のＳＥＭ写真と実施例４のＳｉ
－酸化物固体電解質複合体の表面のＳＥＭ写真を比較したものを示す。図６より、実施例
２のＳＥＭ写真では表面の粒がはっきり観察できないが、実施例４のＳＥＭ写真において
は、表面の粒が観察され、熱処理によって粒が成長したことがわかった。また実施例４の
Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体の表面には、直径が３μｍ程度の大きなＳｉ粒子が観察さ
れた。
【０１２９】
　図５及び図６から、実施例３と実施例４のＳＥＭ写真を比較すると、遊星ボールミルの
粉砕条件が３００ｒｐｍ、３０分の実施例４では一部にミクロンサイズのＳｉが残存して
おり、Ｓｉ粒子のナノ化が充分でないとわかった。一方、遊星ボールミルの粉砕条件が６
００ｒｐｍ、３０分の実施例３では大きなＳｉ粒子が確認されず、ナノ化が充分進行して
いるとわかった。
【０１３０】
　＜コイン型リチウムイオン二次電池作製＞
（実施例１～実施例１２）
　上記実施例１～実施例１２のＳｉ－酸化物固体電解質複合体を負極活物質として以下の
ようにコイン型リチウムイオン二次電池を作製した。
【０１３１】
　各Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体を乳鉢にて粉砕後、Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体／
天然黒鉛（ＳＭＧ）／アセチレンブラック（導電助剤）/ポリアミドイミド樹脂（バイン
ダ－）=４５/４０/５/１０（質量比）で混合し、この混合物を適量のＮ－メチル－２－ピ
ロリドン（ＮＭＰ）に分散させて、スラリーを作製した。
【０１３２】
　厚さ２０μｍの銅箔に上記スラリーを乗せて、ドクターブレードを用いて銅箔上に成膜
した。得られたシートを８０℃で２０分間乾燥してＮＭＰを揮発させて除去した後、ロ－
ルプレス機により、電解銅箔からなる集電体と上記混合物からなる負極層を強固に密着接
合させた。これを０．９５ｃｍ２の円形ポンチで抜き取り、２００℃で２時間、真空乾燥
させて各電極を得た。目付け量が２ｍｇ程度（１．５ｍｇ～２．５ｍｇ）となるように塗
工量を調製した。
【０１３３】
　上記した電極を評価極とし、金属リチウムを対極として、ハーフセルでの評価を行った
。１モルのＬｉＰＦ6／エチレンカーボネ－ト（ＥＣ）＋ジエチルカーボネート（ＤＥＣ
）（ＥＣ：ＤＥＣ＝１：１（体積比））溶液を電解液として、ドライルーム内でコイン型
モデル電池（ＣＲ２０３２タイプ）を作製した。コイン型モデル電池は、スペーサー、対
極となる厚み５００μｍのＬｉ箔、セパレータ（セルガード社製　商標名Ｃｅｌｇａｒｄ
　＃２４００）、および評価極を順に重ね、かしめ加工して、実施例１～実施例１２のモ
デル電池を作製した。
【０１３４】
　（比較例１）
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　Ｓｉ－酸化物固体電解質複合体に代えてＳｉ粉末を用いた以外は実施例のモデル電池と
同様にして比較例１のモデル電池を作製した。
【０１３５】
　＜充放電特性測定＞
　実施例１～１２及び比較例１のコイン型モデル電池の充放電試験を行った。充放電試験
は、電極材料１ｍｇに対し、０．１ｍＡの定電流で０．０１Ｖに達するまで放電し、０．
１ｍＡの定電流で２．０Ｖに達するまで充電することによって行った。この充放電を１サ
イクルとして５０サイクルまで繰り返した。初回の充電容量を測定し、電極合剤あたりの
初回容量を計算した。５０サイクル目の充電容量から同様に計算して、電極合剤あたりの
５０サイクル目の容量を計算した。容量維持率は以下の式で求めた。容量維持率（％）＝
（５０回目の容量／初回容量）×１００。
【０１３６】
　Ｓｉ利用効率は、以下の式から求めた。Ｓｉ利用効率（％）＝（（初回充電容量）－（
ＳＭＧ由来の容量））／（（Ｓｉ理論容量）×（Ｓｉ質量割合）×（負極活物質質量））
×１００。なお、Ｓｉ質量割合は、１－（マトリックス割合）で計算した。
【０１３７】
　＜レート特性測定＞
　充電を０．５Ｃおよび１０Ｃとした以外は充放電特性測定と同様に初回充電容量を測定
した。このときの充電レートは充放電特性測定での初回充電容量からそれぞれの電流値を
求めた。従って充放電特性測定の充電は１Ｃにあたる。
【０１３８】
　レート特性は（１０Ｃの充電容量）／（０．５Ｃの充電容量）×１００として評価した
。
【０１３９】
　Ｓｉの結晶子サイズ、充放電特性測定結果、レート特性測定結果を表１に示した。
【０１４０】
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【表１】

【０１４１】
　表１の結果から、比較例１はマトリックスを用いていないため換算上、比較例１の初回
容量を１／２（１７０４／２＝８５２）にして実施例と比較した。実施例１～実施例４の
モデル電池は、いずれも、Ｓｉ―酸化物固体電解質に代わってＳｉ粉末を用いた比較例１
のモデル電池と比べて、初回容量が比較例１より高いかそれほど変わらず、かつ５０サイ
クル目の容量維持率が向上したことがわかった。サイクル特性については、特に比較例１
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のモデル電池の５０サイクル目の容量維持率が１０％であったのに対し、実施例１及び実
施例３のモデル電池の５０サイクル目の容量維持率は３６％～５０％であり、大幅にサイ
クル特性が向上した。
【０１４２】
　また、図７にも示すように実施例１～４及び比較例１のモデル電池のＳｉの結晶子サイ
ズと５０サイクル目の容量維持率を比較すると、結晶子サイズが小さい方が５０サイクル
目の容量維持率が高かった。特にＳｉ結晶子サイズが６５ｎｍ以下とすると大幅に５０サ
イクル目の容量維持率が向上した。
【０１４３】
　また実施例１、実施例３及び実施例５はＸＲＤ結果より酸化物固体電解質が非晶質また
は低結晶性であることがわかっている。酸化物固体電解質が非晶質または低結晶性である
ため、酸化物固体電解質の粒界抵抗が小さくなり、初回容量が向上したと推測する。
【０１４４】
　実施例７～実施例１２はいずれも原料Ｓｉ粉末をＤ５０が５０ｎｍのＳｉナノ粉末を用
いたものである。実施例７～実施例１２の初回容量は、いずれも比較例１に比べて低かっ
た。Ｓｉナノ粉末は、もともと表面に表面酸化皮膜(酸化珪素層)が形成されている。酸化
珪素層は電極内の抵抗成分となっていることが考えられる。そのため、原料としてＳｉナ
ノ粉末を用いると、複合体となっても本来の容量が出なかったのではないかと推察される
。
【０１４５】
　Ｓｉ利用効率を比較すると、Ｓｉナノ粉末を利用した実施例はいずれもＳｉ粉末を利用
した実施例に比べてＳｉ利用効率が低かった。
【０１４６】
　しかしながら実施例７～実施例１２の５０サイクル目の容量維持率は比較例１に比べて
大幅に向上した。なおＳｉナノ粉末の表面の酸化珪素は充放電を繰り返すことで、リチウ
ムシリケート非晶質相に変化し、電極内の導電性が向上する。そのため実施例１１及び実
施例１２の５０サイクル目の容量維持率が１００より大きいのは見かけ上の容量が高くな
ったためと考えられる。
【０１４７】
　このことから、初回容量が高いものを望むならば、原料のＳｉ粉末はナノサイズでなく
ミクロンサイズのものを用いてＳｉ－酸化物固体電解質複合体を複合化した方がいいこと
がわかった。
【０１４８】
　酸化物固体電解質がＬＡＧＰである実施例５、実施例６、実施例１１及び実施例１２も
酸化物固体電解質がＬＡＴＰである実施例１と同様に、比較例１に比べてサイクル特性が
向上した。
【０１４９】
　実施例５の場合、実施例１と同様の方法で作成したが実施例１の結晶子サイズ８ｎｍと
違って実施例５のＳｉの結晶子サイズは３２ｎｍであった。実施例においてＬＡＴＰとし
てガラス結晶化法で合成され不純物相を含み結晶性が低い原料を用いたのに比べてＬＡＧ
Ｐとして結晶性が高い原料を用いた。そのため、実施例５の場合、酸化物固体電解質とし
て結晶性が高いＬＡＧＰを用いたため、粉砕エネルギーの一部がＬＡＧＰの粉砕に消費さ
れ、同様に作成してもＳｉの結晶子サイズが小さくならなかったものと推測される。
【０１５０】
　実施例６は実施例５を熱処理したものである。熱処理を行うとＳｉの結晶子サイズは３
９ｎｍと大きくなったが、大幅な増加ではなかった。実施例６のモデル電池では実施例５
のモデル電池に比べて初回容量は下がったが、５０サイクル目の容量維持率が向上した。
このことから熱処理によって酸化物固体電解質からなるマトリックスの骨格構造が強固に
なるともに、Ｓｉ粒子と酸化物固体電解質の結合が強固になり、サイクル特性が向上した
ものと推察される。
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【０１５１】
　なお実施例６は実施例５より初回容量が下がった。実施例５及び実施例６の粉砕条件は
、６００ｒｐｍ、３０分のボールミル処理でＳｉのナノ化及び複合化が行われた。実施例
５及び実施例６において、原料のＳｉ粒子およびＬＡＧＰ粒子の結晶性が大きいため、一
部では反応が充分でなく、Ｓｉ粒子の表面が複合体表面に露出した部位があったと考えら
れる。実施例６は実施例５をさらに熱処理を行っている。熱処理によって、Ｓｉ粒子の表
面の複合体表面に露出した部位においてＳｉ粒子が酸化されたことが考えられ、そのため
実施例６の初回容量は実施例５より下がったと推測される。
【０１５２】
　ＬＡＧＰを用いる場合、ＬＡＴＰを用いる場合より混合・粉砕速度を大きくする及び／
または混合・粉砕時間を長くすることで充分な複合化が行われると推測する。
【０１５３】
　実施例１、３、７、９は固体電解質ＬＡＴＰを用いて混合・粉砕速度６００ｒｐｍで複
合化したものである。実施例２、４、８、１０の混合・粉砕速度３００ｒｐｍで複合化し
たものより５０サイクル目の容量維持率が向上した。このことから複合化処理において混
合・粉砕速度を大きくする方がよいとわかった。
【０１５４】
　表１に記載のレート特性測定結果から実施例１～１２は比較例１と比較して高いレート
特性を示すことがわかった。酸化物固体電解質と複合化することで、複合化していないＳ
ｉよりも高出力な電池を提供できることがわかった。
【符号の説明】
【０１５５】
　１：Ｓｉ粒子、２：マトリックス。
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