
JP 2014-167909 A 2014.9.11

(57)【要約】
【課題】放電容量と初回充放電効率を低下させることなく、サイクル特性を向上させた蓄
電デバイス用負極活物質を提供する。
【解決手段】本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、金属Ｓｉと酸化物成分を含み、前記
酸化物成分が、Ｐ、ＳｉおよびＢから選ばれる少なくとも一種の元素の酸化物、およびＬ
ｉの酸化物を含むことを特徴とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属Ｓｉと酸化物成分を含み、前記酸化物成分が、Ｐ、ＳｉおよびＢから選ばれる少な
くとも一種の元素の酸化物、およびＬｉの酸化物を含むことを特徴とする蓄電デバイス用
負極活物質。
【請求項２】
　前記金属Ｓｉの表面が前記酸化物成分で被覆された構造を有することを特徴とする請求
項１に記載の蓄電デバイス用負極活物質。
【請求項３】
　炭素成分を含むことを特徴とする請求項１または２に記載の蓄電デバイス用負極活物質
。
【請求項４】
　質量％で金属Ｓｉ　１０～８０％、酸化物成分　２０～９０％、炭素成分　０～２０％
を含有することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の蓄電デバイス用負極活物質
。
【請求項５】
　金属Ｓｉと酸化物原料を含む混合原料をメカニカルミリング処理する工程を含み、前記
酸化物原料が、Ｐ、ＳｉおよびＢから選ばれる少なくとも一種の元素の酸化物原料、およ
びＬｉの酸化物原料を含むことを特徴とする蓄電デバイス用負極活物質の製造方法。
【請求項６】
　前記メカニカルミリング処理が、非酸化性雰囲気で行われることを特徴とする請求項５
に記載の蓄電デバイス用負極活物質の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯型電子機器、電気自動車、電気工具、バックアップ用非常電源等に用い
られる蓄電デバイス用負極活物質およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯型電子機器や電気自動車等の普及に伴い、リチウムイオン二次電池等の蓄電
デバイスの高容量化と小サイズ化に対する要望が高まっている。蓄電デバイスの高容量化
が進めば、電池の小サイズ化も容易となるため、蓄電デバイスの高容量化へ向けての開発
が急務となっている。
【０００３】
　例えば、リチウムイオン二次電池用の正極活物質には、高電位型のＬｉＣｏＯ２、Ｌｉ
Ｃｏ１－ｘＮｉｘＯ２、ＬｉＮｉＯ２、ＬｉＭｎ２Ｏ４等が広く用いられている。一方、
負極活物質には、一般に炭素材料が用いられている。これらの材料は、充放電によってリ
チウムイオンを可逆的に吸蔵および放出する電極活物質として機能し、非水電解液または
固体電解質によって電気化学的に連結された、いわゆるロッキングチェア型の二次電池を
構成する。これらの電極活物質には、例えば結着剤や導電助剤が添加され、集電体として
の役割を果たす金属箔等の表面に塗布することで電極として使用される。
【０００４】
　負極活物質に用いられる炭素材料には、黒鉛質炭素材料、ピッチコークス、繊維状カー
ボン、ソフトカーボンなどがある。しかしながら、炭素材料は、理論容量が約３７２ｍＡ
ｈ／ｇであるため、電池の高容量化が困難であるという問題がある。
【０００５】
　リチウムイオンを吸蔵および放出することが可能であり、炭素材料からなる負極活物質
を上回る高容量密度を有する負極活物質として、ＳｉやＳｎを含有する負極活物質が存在
する。しかしながら、ＳｉやＳｎを含有する負極活物質は、充放電時におけるリチウムイ
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オンの吸蔵および放出反応に起因する体積変化が著しく大きいため、繰り返し充放電した
際に負極活物質が構造劣化して亀裂が生じやすくなる。亀裂が進行すると、場合によって
は負極活物質中に空洞が形成され、微粉化してしまうこともある。その結果、電子伝導網
が分断されるため、繰り返し充放電した後の放電容量（サイクル特性）の低下が問題とな
っていた。
【０００６】
　そこで、特許文献１では、リチウムイオンを吸蔵および放出することが可能であり、Ｓ
ｉやＳｎを含有する負極活物質と比較してサイクル特性に優れた負極活物質として、Ｓｉ
Ｏを含有する負極活物質が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】ＷＯ２００６／０１１２９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　このＳｉＯからなる負極活物質では、サイクル特性は向上したものの、放電容量や初回
充放電効率（初回の充電容量に対する放電容量の比率）が低下するという問題があった。
【０００９】
　本発明は以上のような状況に鑑みてなされたものであり、放電容量と初回充放電効率を
低下させることなく、サイクル特性を向上させた蓄電デバイス用負極活物質およびその製
造方法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】
【００１０】
　本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、金属Ｓｉと酸化物成分を含み、前記酸化物成分
が、Ｐ、ＳｉおよびＢから選ばれる少なくとも一種の元素の酸化物、およびＬｉの酸化物
を含むことを特徴とする。
【００１１】
　本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、前記金属Ｓｉの表面が前記酸化物成分で被覆さ
れた構造を有することが好ましい。
【００１２】
　本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、炭素成分を含むことが好ましい。
【００１３】
　本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、質量％で金属Ｓｉ　１０～８０％、酸化物成分
　２０～９０％、炭素成分　０～２０％を含有することが好ましい。
【００１４】
　本発明の蓄電デバイス用負極活物質の製造方法は、金属Ｓｉと酸化物原料を含む混合原
料をメカニカルミリング処理する工程を含み、前記酸化物原料が、Ｐ、ＳｉおよびＢから
選ばれる少なくとも一種の元素の酸化物原料、およびＬｉの酸化物原料を含むことを特徴
とする。
【００１５】
　前記メカニカルミリング処理が、非酸化性雰囲気で行われることが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、放電容量と初回充放電効率を低下させることなく、サイクル特性を向
上させた蓄電デバイス用負極活物質が得られる。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、金属Ｓｉと酸化物成分を含み、前記酸化物成分
が、Ｐ、ＳｉおよびＢから選ばれる少なくとも一種の元素の酸化物、およびＬｉの酸化物
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を含むことを特徴とする。上記構成にすることにより、リチウムイオンの吸蔵・放出サイ
トとなる金属Ｓｉの表面が酸化物成分で被覆されたり、金属Ｓｉ間に前記酸化物成分が分
散したりするため、リチウムイオンの吸蔵・放出に伴う金属Ｓｉの体積変化を緩和・抑制
することが可能となる。結果的に、高い放電容量を低下させることなく、良好なサイクル
特性と高い放電容量を維持することができる。
【００１８】
　さらに、前記酸化物成分が上記構成であるため、初回の充電において、金属Ｓｉに吸蔵
されるリチウムイオンの一部が酸化物成分に吸収されにくい。酸化物成分にリチウムイオ
ンが吸収されると、リチウムイオンは、その後の放電において放出されずに酸化物成分中
に留まる。その結果、初回の放電容量は、初回の充電容量に対し、酸化物成分に吸収され
たリチウムイオンに相当する電気量の分だけ低下するため、初回充放電効率が低下する。
特に、前記酸化物成分がＰを含むと、前記酸化物成分のリチウムイオン伝導性に優れ、放
電容量と急速充放電特性に優れるため好ましい。前記酸化物成分を含まないと、充放電時
のリチウムイオンの吸蔵および放出に伴う金属Ｓｉの体積変化を緩和できず、サイクル特
性が低下しやすくなる。また、前記酸化物成分がＰ、ＳｉおよびＢから選ばれる少なくと
も一種の元素の酸化物を含まないと、充放電時のリチウムイオンの吸蔵および放出に伴う
金属Ｓｉの体積変化を緩和できず、サイクル特性が低下しやすくなる。一方、前記酸化物
成分がＬｉを含まないと、前記酸化物成分へのリチウムイオン吸蔵量が多くなり、初回充
放電効率が低下する傾向がある。
【００１９】
　前記酸化物成分は、酸化物換算のモル％で、Ｌｉ２Ｏ　５～８５％、Ｐ２Ｏ５＋ＳｉＯ

２＋Ｂ２Ｏ３　１５～９５％であることが好ましい。各成分をこのように限定した理由を
以下に説明する。
【００２０】
　Ｌｉ２Ｏは前記酸化物成分のリチウムイオン吸蔵を抑制させる作用がある。Ｌｉ２Ｏの
含有量は５～８５％であることが好ましく、１５～８０％であることがより好ましく、２
５～７７％であることがさらに好ましい。Ｌｉ２Ｏの含有量が少なすぎると、前記酸化物
成分へのリチウムイオン吸蔵量が多くなり、初回充放電効率が低下する傾向がある。一方
、Ｌｉ２Ｏの含有量が多すぎると、前記酸化物成分の耐水性が低下しやすくなり、サイク
ル特性が低下する傾向がある。
【００２１】
　Ｐ２Ｏ５、ＳｉＯ２、Ｂ２Ｏ３はいずれも網目形成酸化物であり、充放電時のリチウム
イオンの吸蔵および放出に伴う金属Ｓｉの体積変化を緩和することが可能になるため、サ
イクル特性を向上させる作用がある。それらの含有量の合量は１５～９５％であることが
好ましく、２０～８５％であることがより好ましく、２３～７５％であることがさらに好
ましい。それらの含有量の合量が少なすぎると、充放電時のリチウムイオンの吸蔵および
放出に伴う金属Ｓｉの体積変化を緩和できず、サイクル特性が低下しやすくなる。一方、
それらの含有量の合量が多すぎると、前記酸化物成分へリチウムイオンが吸収される量が
多くなり、初回充放電効率が低下する傾向がある。
【００２２】
　Ｐ２Ｏ５は酸化物成分のリチウムイオン伝導性を向上させる成分である。Ｐ２Ｏ５の含
有量は０～７０％であることが好ましく、１５～６０％であることがより好ましく、２０
～５５％であることがさらに好ましい。Ｐ２Ｏ５の含有量が多すぎると、前記酸化物成分
の耐水性が低下しやすくなり、サイクル特性が低下する傾向がある。
【００２３】
　なお、ＳｉＯ２の含有量は０～７５％であることが好ましく、０～７０％であることが
より好ましく、０～６７％であることがさらに好ましい。Ｂ２Ｏ３の含有量は０～７５％
であることが好ましく、０～７０％であることがより好ましく、０～６７％であることが
さらに好ましい。
【００２４】
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　前記酸化物成分は、結晶、非晶質のいずれでもよく、両者が共存していてもかまわない
。
【００２５】
　前記結晶は、Ｌｉ３ＰＯ４、Ｌｉ４Ｐ２Ｏ７、ＬｉＰＯ３、Ｌｉ４ＳｉＯ４、Ｌｉ２Ｓ
ｉＯ３、Ｌｉ２Ｓｉ２Ｏ５、Ｌｉ６Ｂ２Ｏ６、Ｌｉ６Ｂ４Ｏ９、Ｌｉ２Ｂ４Ｏ７、Ｌｉ２

Ｂ２Ｏ４から選ばれる少なくとも一種が好ましい。なかでも、リチウムイオン伝導性に優
れるＬｉ３ＰＯ４、Ｌｉ４ＳｉＯ４、Ｌｉ６Ｂ２Ｏ６がより好ましく、Ｌｉ３ＰＯ４、Ｌ
ｉ４ＳｉＯ４がさらに好ましく、Ｌｉ３ＰＯ４が特に好ましい。
【００２６】
　金属Ｓｉとは、Ｓｉ単体からなる金属だけでなく、Ｓｉ金属を含有する合金も含む。
【００２７】
　本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、炭素成分を含むことが好ましい。電子伝導性に
優れる炭素成分を含むことにより、負極活物質の放電容量が高くなる傾向がある。
【００２８】
　前記炭素成分は、アセチレンブラックやケッチェンブラック等の導電性カーボンブラッ
ク、グラファイト等のカーボン粉末、炭素繊維などから構成される。なかでも、電子伝導
性が高いアセチレンブラックが好ましい。
【００２９】
　本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、質量％で金属Ｓｉ　１０～８０％、酸化物成分
　２０～９０％、炭素成分　０～２０％を含有することが好ましく、金属Ｓｉ　２５～７
０％、酸化物成分　２９～７４％、炭素成分　１～１０％を含有することがより好ましい
。上記構成にすることにより、放電容量と初回充放電効率を低下させることなく、サイク
ル特性が向上することが可能となる。
【００３０】
　本発明の蓄電デバイス用負極活物質の形状は特に限定されないが、好ましくは粉末状で
ある。
【００３１】
　本発明の蓄電デバイス用負極活物質の形状が粉末状である場合、平均粒子径は０．１～
２０μｍであることが好ましく、０．２～１５μｍであることがより好ましく、０．３～
１０μｍであることがさらに好ましく、０．５～５μｍであることが特に好ましい。最大
粒子径は１５０μｍ以下であることが好ましく、１００μｍ以下であることがより好まし
く、７５μｍ以下であることがさらに好ましく、５５μｍ以下であることが特に好ましい
。平均粒子径や最大粒子径が大きすぎると、充放電した際にリチウムイオンの吸蔵および
放出に伴う負極活物質の体積変化を緩和できず、集電体から剥れやすくなり、サイクル特
性が著しく低下する傾向がある。一方、平均粒子径が小さすぎると、ペースト化した際に
粉末の分散状態に劣り、均一な電極を製造することが困難になる傾向がある。また、比表
面積が大きくなりすぎて、電極形成用のペーストを製造する際に負極活物質粉末が分散し
にくくなるため、多量の結着剤や溶剤が必要となる。さらに、電極形成用ペーストの塗布
性に劣り、均一な厚みを有する負極を形成しにくくなる。
【００３２】
　ここで、平均粒子径と最大粒子径は、それぞれ一次粒子のメイジアン径でＤ５０（５０
％体積累積径）とＤ９０（９０％体積累積径）を示し、レーザー回折式粒度分布測定装置
により測定された値をいう。
【００３３】
　本発明の蓄電デバイス用負極活物質の製造方法は、金属Ｓｉと酸化物原料を含む混合原
料をメカニカルミリング処理する工程を含み、前記酸化物原料が、Ｐ、ＳｉおよびＢから
選ばれる少なくとも一種の元素の酸化物原料、およびＬｉの酸化物原料を含むことを特徴
とする。
【００３４】
　メカニカルミリング処理することにより、前記混合原料に高い衝撃エネルギーを与える
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ことができる。その高い衝撃エネルギーにより、リチウムイオンの吸蔵・放出サイトとな
る金属Ｓｉの表面が酸化物成分で被覆されたり、金属Ｓｉ間に前記酸化物成分が分散した
りすることが容易となる。
【００３５】
　前記メカニカルミリング処理には、乳鉢、らいかい機、ボールミル、アトライター、振
動ボールミル、衛星ボールミル、遊星ボールミル、ジェットミル、ビーズミルなどの一般
的な粉砕機を用いることができる。特に、遊星型ボールミルを使用することが好ましい。
遊星型ボールミルは、ポットが自転回転しながら、台盤が公転回転し、非常に高い衝撃エ
ネルギーを効率良く発生させることができる。
【００３６】
　さらに、前記混合原料は、炭素原料を含有することが好ましい。炭素原料を含有させる
ことにより、前述のとおり、負極活物質の放電容量が高くなるとともに、金属Ｓｉと酸化
物原料を含む混合原料をメカニカルミリング処理する際に、凝集物の形成を防止すること
が可能となり、より短時間で負極活物質を作製することが可能となる。
【００３７】
　前記メカニカルミリング処理は、非酸化性雰囲気中で行うことが好ましい。非酸化性雰
囲気とすることにより、金属Ｓｉの酸化を抑制することができる。なお、非酸化性雰囲気
は、還元性雰囲気と不活性雰囲気を含む。
【００３８】
　還元雰囲気とするためには、メカニカルミリング処理中に還元性ガスを供給することが
好ましい。還元性ガスの組成は、体積％で、Ｎ２　９０～９９．５％、Ｈ２　０．５～１
０％を含有する混合気体を用いることが好ましく、Ｎ２　９２～９９％、Ｈ２が１～４％
を含有する混合気体を用いることがより好ましい。
【００３９】
　不活性雰囲気とするためには、メカニカルミリング処理中に不活性ガスを供給すること
が好ましい。不活性ガスとしては、窒素、アルゴン、ヘリウムのいずれかを用いることが
好ましい。
【００４０】
　本発明の蓄電デバイス用負極活物質に対し、結着剤や導電助剤を添加することにより蓄
電デバイス用負極材料が得られる。
【００４１】
　結着剤としては、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース
、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、エチルセルロース、ヒ
ドロキシメチルセルロースなどのセルロース誘導体またはポリビニルアルコール等の水溶
性高分子；熱硬化性ポリイミド、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、メラミン
樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレタン等の熱硬化性樹脂；ポリフッ化ビニリデン
などが挙げられる。
【００４２】
　導電助剤としては、アセチレンブラックやケッチェンブラック等の導電性カーボンブラ
ック、グラファイト等のカーボン粉末、炭素繊維などが挙げられる。
【００４３】
　蓄電デバイス用負極材料を、集電体としての役割を果たす金属箔等の表面に塗布するこ
とで蓄電デバイス用負極として用いることができる。
【００４４】
　なお、本発明の負極活物質を用いて作製した蓄電デバイスを充放電した後は、負極活物
質中に金属リチウムやリチウム酸化物（ケイ酸、リン酸、ホウ酸等の酸化物とリチウム原
子が複合化されたリチウム複合酸化物も含む）等の酸化物、Ｓｉ金属等、Ｓｉ－Ｌｉ合金
等を含有する場合がある。
【００４５】
　本発明の負極活物質は、リチウムイオン二次電池だけでなく、他の非水系二次電池や、
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さらには、リチウムイオン二次電池用の負極活物質と非水系電気二重層キャパシタ用の正
極活物質とを組み合わせたハイブリットキャパシタ等にも適用できる。
【００４６】
　ハイブリットキャパシタであるリチウムイオンキャパシタは、正極と負極の充放電原理
が異なる非対称キャパシタの１種である。リチウムイオンキャパシタは、リチウムイオン
二次電池用の負極と電気二重層キャパシタ用の正極を組み合わせた構造を有している。こ
こで、正極は表面に電気二重層を形成し、物理的な作用（静電気作用）を利用して充放電
するのに対し、負極は既述のリチウムイオン二次電池と同様にリチウムイオンの化学反応
（吸蔵および放出）により充放電する。
【００４７】
　リチウムイオンキャパシタの正極には、活性炭、ポリアセン、メソフェーズカーボンな
どの高比表面積の炭素質粉末などからなる正極活物質が用いられる。一方、負極には、本
発明の負極活物質を用いることができる。
【実施例】
【００４８】
　以下、本発明を実施例に基づいて詳細に説明するが、本発明はかかる実施例に限定され
るものではない。
【００４９】
　（１）負極活物質の作製
　実施例１～７、および、比較例１の負極活物質は、金属Ｓｉ、酸化物原料および炭素原
料であるアセチレンブラックからなる混合原料を表１及び表２に記載の質量％になるよう
に秤量し、その混合原料３０ｇとφ５ｍｍのＺｒＯ２１ｋｇとを５００ｍＬ　ＺｒＯ２ポ
ットに入れ、遊星型ボールミル装置（装置名：Ｆｒｉｔｃｈ社製Ｐ６）を用いて、Ａｒ雰
囲気下、３７０ｒｐｍの公転回転数で４０時間（実施例１～４、および、比較例１）また
は２０時間（実施例５～７）メカノミリング処理することにより作製した。
【００５０】
　比較例２の負極活物質は、ＳｉＯ粉末とした。
【００５１】
　得られた負極活物質について粉末Ｘ線回折測定することにより構造を同定した。その結
果を表１に示す。
【００５２】
　（２）負極の作製
　得られた負極活物質と導電助剤と結着剤を質量比で８０：５：１５の割合になるように
秤量し、脱水したＮ－メチルピロリドンに分散した後、自転・公転ミキサーで十分に撹拌
してスラリー化した。ここで、導電助剤としては導電性カーボンブラック（ＳｕｐｅｒＣ
６５，Ｔｉｍｃａｌ社製）、結着剤としては熱硬化性ポリイミド樹脂を用いた。
【００５３】
　次に、隙間７５μｍのドクターブレードを用いて、得られたスラリーを負極集電体であ
る厚さ２０μｍの銅箔上にコートし、７０℃の乾燥機で真空乾燥後、一対の回転ローラー
間に通してプレスすることにより電極シートを得た。この電極シートを電極打ち抜き機で
直径１１ｍｍに打ち抜き、温度２００℃にて８時間、減圧下で乾燥させて円形の作用極（
非水二次電池用負極）を得た。
【００５４】
　（３）試験電池の作製
　次に、得られた負極を、銅箔面を下に向けてコインセルの下蓋に載置し、その上に７０
℃で８時間減圧乾燥した直径１６ｍｍのポリプロピレン多孔質膜（ヘキストセラニーズ社
製　セルガード＃２４００）からなるセパレータ、および、対極である金属リチウムを積
層し、試験電池を作製した。電解液としては、１Ｍ　ＬｉＰＦ６溶液／ＥＣ：ＤＥＣ＝１
：１（ＥＣ＝エチレンカーボネート、ＤＥＣ＝ジエチルカーボネート）を用いた。なお試
験電池の組み立ては露点温度－４０℃以下の環境で行った。
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【００５５】
　（４）充放電試験
　上記試験電池に対し、３０℃で１Ｖから０ＶまでＣＣ（定電流）充電（負極活物質への
リチウムイオン吸蔵）を行い、単位質量の負極活物質へ充電された電気量（充電容量）を
求めた。次に、０Ｖから１ＶまでＣＣ放電（負極活物質からのリチウムイオン放出）させ
、単位質量の負極活物質から放電された電気量（放電容量）を求めた。なお、Ｃレートは
０．５Ｃとした。表２に、充放電特性の結果を示す。なお、初回充放電効率は、初回充電
容量に対する初回放電容量の割合を、放電容量維持率は、初回放電容量に対する１００サ
イクル目の放電容量の割合をいう。
【００５６】
【表１】

【００５７】

【表２】

【００５８】
　実施例１～７の初回放電容量は８１７ｍＡｈ／ｇ以上、初回充放電効率は６１％以上、
放電容量維持率は５１％以上と、高容量で、初回充放電効率に優れ、かつサイクル性も良
好であった。一方、比較例１及び２は、放電容量維持率は７９％以上と高かったが、初回
放電容量は５８６ｍＡｈ／ｇ以下、初回充放電効率は４６％以下と低かった。
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【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、携帯型電子機器、電気自動車、電気工具、バッ
クアップ用非常電源等に用いられる蓄電デバイス用負極活物質として好適である。
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