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(57)【要約】
【課題】金属リチウムそのものを負極として使用しつつ
、デンドライトの発生を抑制した全固体リチウム二次電
池を作製可能な固体電解質層を提供することを課題とす
る。
【解決手段】金属負極、固体電解質層及び正極とから構
成される全固体二次電池用の固体電解質層であって、前
記金属負極が、Ｌｉ及びＮａから選択されるアルカリ金
属の負極であり、前記固体電解質層が、（ｉ）Ａ２Ｓ−
ＭｘＳｙ（ＡはＬｉ及びＮａから選択され、ＭはＰ、Ｓ
ｉ、Ｇｅ、Ｂ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｓｂ及びＧａから選択され
、ｘとｙは、Ｍの種類に応じて、化学量論比を与える数
である）で表される固体電解質及び、（ｉｉ）前記アル
カリ金属の無機化合物を含み、前記アルカリ金属の無機
化合物が、前記アルカリ金属の電位を０Ｖとすると、０
Ｖと、前記固体電解質の電位窓の下限との間の範囲に含
まれ又は、前記範囲と重複する電位窓を有することを特
徴とする全固体アルカリ金属二次電池用の固体電解質層
により上記課題を解決する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
金属負極、固体電解質層及び正極とから構成される全固体二次電池用の固体電解質層で
あって、
前記金属負極が、Ｌｉ及びＮａから選択されるアルカリ金属の負極であり、
前記固体電解質層が、
（ｉ）Ａ２Ｓ−ＭｘＳｙ（ＡはＬｉ及びＮａから選択され、ＭはＰ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｂ、Ａ
ｌ、Ｓｎ、Ｓｂ及びＧａから選択され、ｘとｙは、Ｍの種類に応じて、化学量論比を与え
る数である）で表される固体電解質及び、
（ｉｉ）前記アルカリ金属の無機化合物
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を含み、
前記アルカリ金属の無機化合物が、前記アルカリ金属の電位を０Ｖとすると、０Ｖと、
前記固体電解質の電位窓の下限との間の範囲に含まれ又は、前記範囲と重複する電位窓を
有することを特徴とする全固体アルカリ金属二次電池用の固体電解質層。
【請求項２】
前記アルカリ金属の無機化合物が、前記アルカリ金属がＬｉの場合、Ｌｉ２Ｏ、Ｌｉ２
Ｓ、Ｌｉ３Ｐ、Ｌｉ３Ｎ及びＬｉＸ（Ｘは、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ及びＩから選択される)から
選択され、前記アルカリ金属がＮａの場合、Ｎａ２Ｏ、Ｎａ２Ｓ、Ｎａ３Ｐ、Ｎａ３Ｎ及
びＮａＸ（Ｘは、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ及びＩから選択される)から選択される請求項１に記載
の全固体アルカリ金属二次電池用の固体電解質層。
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【請求項３】
前記アルカリ金属の無機化合物が、１００℃において、前記固体電解質のみ層の安定作
動可能電流密度を１とすると、前記固体電解質層の安定作動可能電流密度を１より大きく
し得る量で前記固体電解質層に含まれる請求項１又は２に記載の全固体アルカリ金属二次
電池用の固体電解質層。
【請求項４】
前記Ａ２Ｓ−ＭｘＳｙがＬｉ２Ｓ−Ｐ２Ｓ５であり、前記アルカリ金属の無機化合物が
Ｌｉ２Ｏ、Ｌｉ２Ｓ、Ｌｉ３Ｐ、Ｌｉ３Ｎ及びＬｉＸ（Ｘは、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ及びＩから
選択される)から選択され、前記Ａ２Ｓ−ＭｘＳｙとアルカリ金属の無機化合物が１：９
９〜９９：１（モル比）の割合で含まれる請求項１〜３のいずれか１つに記載の全固体ア
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ルカリ金属二次電池用の固体電解質層。
【請求項５】
前記Ａ２Ｓ−ＭｘＳｙが、Ａ２ＳとＭｘＳｙとを５０：５０〜９０：１０（モル比）の
割合で含む請求項１〜４のいずれか１つに記載の全固体アルカリ金属二次電池用の固体電
解質層。
【請求項６】
正極及び金属負極と、正極と金属負極間に位置する固体電解質層とを備え、
前記金属負極が、Ｌｉ及びＮａから選択されるアルカリ金属の負極であり、
前記固体電解質層が、請求項１〜５のいずれか１つに記載の固体電解質層であることを
特徴とする全固体アルカリ金属二次電池。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、全固体アルカリ金属二次電池用の固体電解質層及び全固体アルカリ金属二次
電池に関する。更に詳しくは、本発明は、Ｌｉ及びＮａから選択されるアルカリ金属から
構成される金属負極を備えた全固体アルカリ金属二次電池用の固体電解質層及び全固体ア
ルカリ金属二次電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
リチウムイオン二次電池は、高電圧、高容量を有するため、携帯電話、デジタルカメラ

50

(3)

JP 2018‑190658 A 2018.11.29

、ビデオカメラ、ノートパソコン、電気自動車等の電源として多用されている。一般に流
通しているリチウムイオン二次電池は、電解質として、電解塩を非水系溶媒に溶解した液
状電解質を使用している。非水系溶媒には、可燃性の溶媒が多く含まれているため、安全
性の確保が望まれている。
安全性を確保するために、非水系溶媒を使用せずに、電解質を固体材料から形成する、
いわゆる固体電解質層を使用した全固体リチウム二次電池が提案されている。この全固体
リチウム二次電池は、正極及び負極と、正極と負極間に位置する固体電解質層とを備えた
構成を有している。固体電解質層を構成する材料としては、硫化物系のリチウム含有固体
電解質が知られている。
【０００３】
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全固体リチウム二次電池の負極に使用する材料として、種々の材料が提案されている。
まず、考えられるのは金属リチウムそのものを負極として使用することである。金属リチ
ウムからなる負極は、最も高い理論容量を全固体リチウム二次電池に付与できる。
しかし、金属リチウムからなる負極は、充放電を繰り返すことで、不均一な溶解析出に
より、デンドライトが発生し、このデンドライトが全固体リチウム二次電池を短絡させる
ことが知られている。そのため、金属リチウムの不均一な溶解析出を抑制するために、イ
ンジウム（Ｉｎ）のような他の金属とリチウムとの合金を負極として使用することが、全
固体リチウム二次電池の技術分野では通常行われている（K. Takada et al., Solid Stat
e Ionics, 86‑88(1996), 877‑882：非特許文献１）。
【先行技術文献】
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【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】K. Takada et al., Solid State Ionics, 86‑88(1996), 877‑882
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
他の金属とリチウムとの合金を負極として使用すると、デンドライトの発生はある程度
抑制できる。しかし、他の金属を含むことで、負極の容量が低下してしまう。そのため、
金属リチウムそのものを負極として使用しつつ、デンドライトの発生を抑制した全固体リ
チウム二次電池の提供が望まれていた。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明の発明者等は、金属リチウムの溶解析出を均一にすることでデンドライトの発生
を抑制するという理論の下で検討した結果、硫化物系のリチウム含有固体電解質と特定の
リチウムの無機化合物とを含む固体電解質層を使用すれば、デンドライトの発生が抑制さ
れた全固体リチウム二次電池を提供できることを見いだし本発明に到った。なお、デンド
ライトの発生の抑制は、金属リチウムだけの課題ではなく、金属ナトリウムでの課題でも
あると発明者等は考えている。
【０００７】
かくして本発明によれば、金属負極、固体電解質層及び正極とから構成される全固体二
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次電池用の固体電解質層であって、
前記金属負極が、Ｌｉ及びＮａから選択されるアルカリ金属の負極であり、
前記固体電解質層が、
（ｉ）Ａ２Ｓ−ＭｘＳｙ（ＡはＬｉ及びＮａから選択され、ＭはＰ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｂ、Ａ
ｌ、Ｓｎ、Ｓｂ及びＧａから選択され、ｘとｙは、Ｍの種類に応じて、化学量論比を与え
る数である）で表される固体電解質及び、
（ｉｉ）前記アルカリ金属の無機化合物
を含み、
前記アルカリ金属の無機化合物が、前記アルカリ金属の電位を０Ｖとすると、０Ｖと、
前記固体電解質の電位窓の下限との間の範囲に含まれ又は、前記範囲と重複する電位窓を
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有することを特徴とする全固体アルカリ金属二次電池用の固体電解質層が提供される。
また、本発明によれば、正極及び金属負極と、正極と金属負極間に位置する固体電解質
層とを備え、
前記金属負極が、Ｌｉ及びＮａから選択されるアルカリ金属の負極であり、
前記固体電解質層が、上記固体電解質層であることを特徴とする全固体アルカリ金属二
次電池が提供される。
【発明の効果】
【０００８】
本発明によれば、アルカリ金属を金属負極として使用してもデンドライトの発生が抑制
され、かつ高容量の全固体アルカリ金属二次電池及び、その電池に使用される固体電解質
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層を提供できる。
また、以下の構成のいずれかを有する場合、デンドライトの発生がより抑制され、かつ
より高容量の全固体アルカリ金属二次電池を提供できる。
（１）アルカリ金属の無機化合物が、アルカリ金属がＬｉの場合、Ｌｉ２Ｏ、Ｌｉ２Ｓ、
Ｌｉ３Ｐ、Ｌｉ３Ｎ及びＬｉＸ（Ｘは、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ及びＩから選択される)から選択
され、アルカリ金属がＮａの場合、Ｎａ２Ｏ、Ｎａ２Ｓ、Ｎａ３Ｐ、Ｎａ３Ｎ及びＮａＸ
（Ｘは、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ及びＩから選択される)から選択される。
（２）アルカリ金属の無機化合物が、１００℃において、固体電解質のみ層の安定作動可
能電流密度を１とすると、固体電解質層の安定作動可能電流密度を１より大きくし得る量
で固体電解質層に含まれる。
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（３）Ａ２Ｓ−ＭｘＳｙがＬｉ２Ｓ−Ｐ２Ｓ５であり、アルカリ金属の無機化合物がＬｉ
２Ｏ、Ｌｉ２Ｓ、Ｌｉ３Ｐ、Ｌｉ３Ｎ及びＬｉＸ（Ｘは、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ及びＩから選択

される)から選択され、Ａ２Ｓ−ＭｘＳｙとアルカリ金属の無機化合物が１：９９〜９９
：１（モル比）の割合で含まれる。
（４）Ａ２Ｓ−ＭｘＳｙが、Ａ２ＳとＭｘＳｙとを５０：５０〜９０：１０（モル比）の
割合で含む。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】アルカリ金属の無機化合物と固体電解質の電位窓の関係を概説するためのグラフ
である。
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【図２】比較例１の定電流サイクル試験結果を示すグラフである。
【図３】比較例２の定電流サイクル試験結果を示すグラフである。
【図４】比較例４の定電流サイクル試験結果を示すグラフである。
【図５】実施例１の定電流サイクル試験結果を示すグラフである。
【図６】実施例２の定電流サイクル試験結果を示すグラフである。
【図７】図６の拡大図である。
【図８】実施例４の定電流サイクル試験結果を示すグラフである。
【図９】実施例２の定電流サイクル試験結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
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（全固体アルカリ金属二次電池用の固体電解質層）
本発明の固体電解質層は、金属負極、固体電解質層及び正極とから構成される全固体二
次電池用の固体電解質層である。特に、金属負極は、Ｌｉ及びＮａから選択されるアルカ
リ金属の負極である。アルカリ金属を金属負極として使用すると、デンドライトの発生が
懸念されるが、本発明の固体電解質は、デンドライトの発生を抑制することが可能である
。そのため、本発明の固体電解質層は、高容量の全固体二次電池を提供可能である。
固体電解質層は、
（ｉ）Ａ２Ｓ−ＭｘＳｙ（ＡはＬｉ及びＮａから選択され、ＭはＰ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｂ、Ａ
ｌ、Ｓｎ、Ｓｂ及びＧａから選択され、ｘとｙは、Ｍの種類に応じて、化学量論比を与え
る数である）で表される固体電解質及び、
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（ｉｉ）アルカリ金属の無機化合物
を含む。
【００１１】
（１）固体電解質
固体電解質は、Ａ２Ｓ−ＭｘＳｙで表される。Ａ２Ｓは、Ｌｉ2Ｓ又はＮａ2Ｓである。
ＭｘＳｙは、硫化物であり、ＭはＰ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｂ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｓｂ及びＧａから
選択され、ｘとｙは、Ｍの種類に応じて、化学量論比を与える数である。Ｍとして使用可
能な６種の元素は、種々の価数をとり得、その価数に応じてｘとｙを設定できる。例えば
Ｐは３価及び５価、Ｓｉは４価、Ｇｅは２価及び４価、Ｂは３価、Ａｌは３価、Ｓｎは２
価及び４価、Ｓｂは３価及び５価、Ｇａは３価をとり得る。具体的なＭｘＳｙとしては、
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Ｐ２Ｓ５、ＳｉＳ２、ＧｅＳ２、Ｂ２Ｓ３、Ａｌ２Ｓ３、Ｇａ２Ｓ３、ＳｎＳ、ＳｎＳ２
、Ｓｂ２Ｓ３、Ｓｂ２Ｓ５等が挙げられる。この内、Ｐ２Ｓ５が特に好ましい。これら具
体的なＭｘＳｙは、１種のみ使用してもよく、２種以上併用してもよい。例えば、２種併
用する場合は、Ａ２Ｓ−Ｍｘ１Ｓｙ１−Ｍｘ２Ｓｙ２（ｘ１、ｘ２、ｙ１及びｙ２はｘ及
びｙと同じ）で表され、具体例としては、Ａ２Ｓ−Ｐ２Ｓ５−ＧｅＳ２が挙げられる。
【００１２】
Ａ２ＳとＭｘＳｙの配合割合は、固体電解質として使用可能でありさえすれば、特に限
定されない。
Ａ２ＳとＭｘＳｙとの比は、５０：５０〜９０：１０（モル比）の割合であることが好
ましい。Ｌｉ2Ｓ又はＮａ2Ｓの比が５０より小さい場合や９０より大きい場合、イオン伝
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導度が低くなることがある。より好ましい比は６０：４０〜８０：２０であり、更に好ま
しい比は７０：３０〜８０：２０である。
固体電解質は、ガラス状であっても、ガラスセラミックス状であってもよい。なお、ガ
ラス状とは、実質的に非結晶状態を意味する。ここで、実質的にとは、１００％非結晶状
態に加えて、結晶状態の固体電解質が微分散している場合を含んでいる。ガラスセラミッ
クス状とは、ガラス状の固体電解質をガラス転移点以上の温度で加熱することにより生じ
る状態を意味する。
ガラスセラミックス状の固体電解質は、非晶質状態のガラス成分中に、結晶質部が分散
した状態であってもよい。結晶質部の割合は、ガラスセラミックス全体に対して、５０質
量％以上であることが好ましく、８０質量％以上であることがより好ましい。なお、結晶
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質部の割合は固体ＮＭＲにより測定可能である。
更に、ガラスセラミックス状の固体電解質は、対応するガラス状の固体電解質に存在し
ていたガラス転移点が存在しないものであることが好ましい。
【００１３】
（２）アルカリ金属の無機化合物
アルカリ金属の無機化合物は、アルカリ金属の電位を０Ｖとすると、０Ｖと、固体電解
質の電位窓の下限との間の範囲に含まれ又は、範囲と重複する電位窓を有する化合物であ
る。アルカリ金属の無機化合物と固体電解質の電位窓の関係を図１を用いて概説する。図
１において、ＬｉＧＰＳから右側の棒グラフが固体電解質の電位窓を意味し、Ｌｉ３Ｐか
ら左側の棒グラフがアルカリ金属の無機化合物の電位窓を意味する。例えば、固体電解質
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として、７５Ｌｉ２Ｓ−２５Ｐ２Ｓ５（Ｌｉ３ＰＳ４に対応）を使用する場合、固体電解
質の電位窓の下限は、約２Ｖである（アルカリ金属の電位を０Ｖとした場合）。この場合
、選択可能なアルカリ金属の無機化合物は、０Ｖと２Ｖの範囲に含まれ又はこの範囲と重
複する電位窓を有する化合物である。図１において、含まれる電位窓を有する化合物は、
Ｌｉ３Ｎ及びＬｉ３Ｐである。また、重複する電位窓を有する化合物は、Ｌｉ２Ｓ、Ｌｉ
２Ｏ、ＬｉＩ、ＬｉＣｌ及びＬｉＦである。なお、図１中、ＬｉＧＰＳはＬｉ１０ＧｅＰ
２Ｓ１２、ＬｉＺＯはＬｉ７Ｌａ３Ｚｒ２Ｏ１２、ＬｉＴＯはＬｉ０．３３Ｌａ０．５６

ＴｉＯ３、ＬＡＴＰはＬｉ１．３Ｔｉ１．７Ａｌ０．３（ＰＯ４）３、ＬＡＧＰはＬｉ１
．５Ａｌ０．５Ｇｅ１．５（ＰＯ４）３、ＬｉＳｉＣＯＮはＬｉ３．５Ｚｎ０．２５Ｇｅ

Ｏ４をそれぞれ意味する。
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アルカリ金属の無機化合物は、アルカリ金属がＬｉの場合、Ｌｉ２Ｏ、Ｌｉ２Ｓ、Ｌｉ
３Ｐ、Ｌｉ３Ｎ及びＬｉＸ（Ｘは、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ及びＩから選択される)から選択でき

、アルカリ金属がＮａの場合、Ｎａ２Ｏ、Ｎａ２Ｓ、Ｎａ３Ｐ、Ｎａ３Ｎ及びＮａＸ（Ｘ
は、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ及びＩから選択される)から選択できる。
【００１４】
（３）アルカリ金属の無機化合物の含有量
固体電解質層中のアルカリ金属の無機化合物の含有量は、充放電の繰り返しにより、ア
ルカリ金属の負極からのデンドライトの発生を抑制できさえすれば、特に限定されない。
アルカリ金属の無機化合物は、少なくとも固体電解質層中に含まれていさえすれば、デン
ドライトの発生を抑制できるため、好適な含有量の下限は、固体電解質１００質量部に対

10

して、０質量部より多い量である。また、好適な含有量の上限は、固体電解質の量が少な
くなると固体電解質層の導電率が低下するため、１００質量部未満である。
アルカリ金属の無機化合物の含有量は、次の量より多い量であることが好ましい。即ち
、アルカリ金属の無機化合物は、１００℃において、固体電解質のみ層の安定作動可能電
流密度を１とすると、固体電解質層の安定作動可能電流密度を１より大きくし得る量で固
体電解質層に含まれることが好ましい。この量で含まれることで、安定に作動可能な全固
体アルカリ金属二次電池を提供できる。
【００１５】
ここで、安定作動可能電流密度とは、定電流サイクル試験に固体電解質層を付した際の
短絡直前の電流密度を意味する。具体的には、固体電解質層を一対のアルカリ金属製の電

20

極で挟んだセルを用意する。一方の電極から他方の電極に向けて、１時間特定の電流密度
の電流を印加した後、他方の電極から一方の電極に向けて、１時間前記と同じ電流密度の
電流を印加する。この２つの印加を１回のサイクルＡとして５回繰り返す。次に、一方の
電極から他方の電極に向けて、５時間前記と同じ電流密度の電流を印加した後、他方の電
極から一方の電極に向けて、５時間前記と同じ電流密度の電流を印加する。この２つの印
加を１回のサイクルＢとして５回繰り返す。５回のサイクルＡの印加と続く５回のサイク
ルＢの印加をまとめてサイクルセットと称する。徐々に電流密度を上げながら、サイクル
セットを繰り返し、短絡直前の電流密度を安定作動可能電流密度と称する。
例えば、Ｌｉ３ＰＳ４ガラス製の固体電解質層の安定作動可能電流密度は０．３８ｍＡ
ｃｍ−２であり、５４Ｌｉ３ＰＳ４・４６ＬｉＩガラス製の固体電解質層の安定作動可能

30

−２

電流密度は１．５３ｍＡｃｍ

である。従って、固体電解質のみの層の安定作動可能電

流密度を１とすると、固体電解質層の安定作動可能電流密度が約４（１．５３÷０．３８
）を示す量で固体電解質層に含まれていることになる。
【００１６】
アルカリ金属の無機化合物の含有量は、次の量より少ない量であることが好ましい。即
ち、導電率をａ．ｂ×１０Ｔ（ａは１〜９の整数、ｂは０〜９の整数、Ｔは乗数）で表す
と、アルカリ金属の無機化合物と固体電解質とを含む固体電解質層の導電率の乗数が、固
体電解質のみの層の導電率の乗数以上となる量でアルカリ金属の無機化合物が含まれてい
ることが好ましい。この量で含まれることで、安定に作動可能な全固体アルカリ金属二次
電池を提供できる。

40

より具体的には、固体電解質（Ａ２Ｓ−ＭｘＳｙ）がＬｉ２Ｓ−Ｐ２Ｓ５であり、アル
カリ金属の無機化合物がＬｉ２Ｏ、Ｌｉ２Ｓ、Ｌｉ３Ｐ、Ｌｉ３Ｎ及びＬｉＸ（Ｘは、Ｆ
、Ｃｌ、Ｂｒ及びＩから選択される)から選択される場合、Ａ２Ｓ−ＭｘＳｙとアルカリ
金属の無機化合物は１：９９〜９９：１（モル比）の割合で固体電解質層に含まれている
ことが好ましい。このモル比は、１０：９０〜９５：５であることがより好ましく、５０
：５０〜９０：１０であることが更に好ましい。
【００１７】
（４）他の成分
固体電解質層は、固体電解質及びアルカリ金属の無機化合物以外に、全固体アルカリ金
属二次電池に使用されている他の成分を含んでいてもよい。例えば、Ｐ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｂ
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、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｆｅ、Ｚｎ及びＢｉ等の金属酸化物、ポリフッ化ビニリデン、ポリ
テトラフルオロエチレン、ポリ酢酸ビニル、ポリメチルメタクリレート、ポリエチレン等
の結着材が挙げられる。
【００１８】
（５）固体電解質層の製造方法
固体電解質の製造方法は、Ａ２ＳとＭｘＳｙ及び必要に応じて他の成分を混合可能な方
法であれば、特に限定されない。特に、より均一に各成分を混合する観点から、メカニカ
ルミリング処理により製造することが好ましい。
メカニカルミリング処理は、均一に各成分を混合できさえすれば、処理装置及び処理条
件には特に限定されない。

10

処理装置としては、通常ボールミルが使用できる。ボールミルは、大きな機械的エネル
ギーが得られるため好ましい。ボールミルの中でも、遊星型ボールミルは、ポットが自転
回転すると共に、台盤が自転の向きと逆方向に公転回転するため、高い衝撃エネルギーを
効率よく発生できるので、好ましい。
【００１９】
処理条件は、使用する処理装置に応じて適宜設定できる。例えば、ボールミルを使用す
る場合、回転速度が大きいほど及び／又は処理時間が長いほど、原料を均一に混合できる
。なお、「及び／又は」は、Ａ及び／又はＢで表現すると、Ａ、Ｂ又は、Ａ及びＢを意味
する。具体的には、遊星型ボールミルを使用する場合、５０〜６００回転／分の回転速度
、０．１〜２０時間の処理時間、１〜１００ｋＷｈ／原料１ｋｇの条件が挙げられる。よ

20

り好ましい処理条件としては、２００〜５００回転／分の回転速度、１〜１０時間の処理
時間、６〜５０ｋＷｈ／原料１ｋｇが挙げられる。
上記メカニカルミリング処理により、ガラス状の固体電解質が得られる。ガラスセラミ
ックス状の固体電解質は、ガラス状の固体電解質をガラス転移点以上の温度で加熱するこ
とにより得ることができる。
【００２０】
次に、固体電解質とアルカリ金属の無機化合物とが混合される。混合方法は、上記と同
様、より均一に各成分を混合する観点から、メカニカルミリング処理であることが好まし
い。この処理に使用する装置及び条件は、上記固体電解質の製造に使用する装置及び条件
と同様とすることができる。

30

固体電解質とアルカリ金属の無機化合物とは、例えば、所定の厚さになるようにプレス
することにより固体電解質層とすることができる。固体電解質層の厚さは、例えば、０．
１〜１ｍｍとすることができる。
【００２１】
（全固体アルカリ金属二次電池）
全固体アルカリ金属二次電池は、正極及び金属負極と、正極と金属負極間に位置する固
体電解質層とを備えている。
金属負極は、Ｌｉ及びＮａから選択されるアルカリ金属の負極である。
固体電解質層は、上記固体電解質とアルカリ金属の無機化合物とを含む固体電解質層で
ある。

40

【００２２】
正極は、特に限定されず、全固体アルカリ金属二次電池に通常使用される正極をいずれ
も使用できる。
正極は、通常、正極活物質を含む。正極活物質としては、例えば、Ｌｉの負極の場合は
、Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２、ＬｉＣｏＯ２、ＬｉＭｎＯ２、ＬｉＶＯ２、ＬｉＣｒＯ２、Ｌｉ
ＮｉＯ２、Ｌｉ２ＮｉＭｎ３Ｏ８、ＬｉＮｉ１／３Ｃｏ１／３Ｍｎ１／３Ｏ２、Ｓ、Ｌｉ
２Ｓ等が挙げられる。また、Ｎａの負極の場合は、Ｎａ４Ｔｉ５Ｏ１２、ＮａＣｏＯ２、

ＮａＭｎＯ２、ＮａＶＯ２、ＮａＣｒＯ２、ＮａＮｉＯ２、Ｎａ２ＮｉＭｎ３Ｏ８、Ｎａ
Ｎｉ１／３Ｃｏ１／３Ｍｎ１／３Ｏ２、Ｓ、Ｎａ２Ｓ等が挙げられる。正極活物質はＬｉ
ＮｂＯ３、ＮａＮｂＯ３、Ａｌ２Ｏ３、ＮｉＳ等の材料で被覆されていてもよい。
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【００２３】
更に、正極は、必要に応じて、結着剤、導電剤等を含んでいてもよい。
結着剤としては、例えば、ポリフッ化ビニリデン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリ
酢酸ビニル、ポリメチルメタクリレート、ポリエチレン等が挙げられる。
導電剤としては、天然黒鉛、人工黒鉛、アセチレンブラック、気相成長カーボンファィ
バ（ＶＧＣＦ）等が挙げられる。
正極は、例えば、正極活物質及び、任意に結着剤、導電剤、固体電解質等を混合し、得
られた混合物をプレスすることで、ペレット状として得ることができる。
正極及び／又は負極は、ＳＵＳ（ステンレススチール）、アルミニウム又は銅等の集電
10

体上に形成されていてもよい。
全固体二次電池は、例えば、正極と、固体電解質層と、金属負極とを積層し、プレスす
ることにより得ることができる。
【００２４】
金属負極と固体電解質層との間には、Ａｕ、Ｐｔ、Ｉｎ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｓｉ等から選択
される金属層を設けてもよい。また、金属層は、正極と固体電解質層との間に設けられて
いてもよい。
金属層は、金属負極及び／又は正極の一部を覆っていてもよいが、よりサイクル寿命を
延ばす観点から、全面を覆っていることが好ましい。
金属層は、気相法により形成できる。気相法により形成することで、固体電解質層の表
面に密着性よく、かつ緻密に形成できる。その結果、充放電時のＬｉの溶解及び析出によ

20

り生じるデンドライトの発生を抑制できるため、サイクル寿命を延ばすことが可能となる
。また、金属層表面の凹凸が、固体電解質層表面の凹凸より小さくなるように、金属層が
形成されていることが好ましい。このように形成することで、固体電解質層と金属負極及
び／又は正極との密着性を向上でき、その結果、長サイクル寿命の全固体リチウム二次電
池を提供できる。
気相法としては、蒸着法、ＣＶＤ法、スパッタ法等が挙げられる。この内、蒸着法が簡
便である。
金属層の厚さは、Ｌｉの溶解及び析出の可逆性を改善できさえすれば特に限定されない
。例えば、０．０１〜１０μｍの厚さとすることができる。より好ましい厚さは、０．０
30

３〜０．１μｍである。
【実施例】
【００２５】
以下、実施例及び比較例によって本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらに
よりなんら制限されるものではない。以下の実施例及び比較例において、Ｌｉ２Ｓは三津
和化学薬品社製（純度９９．９％）、Ｐ２Ｓ５はアルドリッチ社製（純度９９．９％）、
ＬｉＩはアルドリッチ社製（純度９９．９９％）、Ｌｉ３Ｎはアルドリッチ社製（純度９
９．５％）の試薬をそれぞれ使用した。また、以下の実施例及び比較例において、ガラス
状のＬｉ３ＰＳ４及びガラスセラミック状のＬｉ３ＰＳ４と６０Ｌｉ２Ｓ−２５Ｐ２Ｓ５
は、以下の手順で製造した。

40

（ガラス状のＬｉ３ＰＳ４の製造例）
Ｌｉ２Ｓ及びＰ２Ｓ５を７５：２５のモル比となるように計量し、遊星型ボールミルに
投入した。投入後、メカニカルミリング処理することで、ガラス状のＬｉ３ＰＳ４（７５
Ｎａ２Ｓ・２５Ｐ２Ｓ５）を得た。
遊星型ボールミルは、Ｆｒｉｔｓｃｈ社製Ｐｕｌｖｅｒｉｓｅｔｔｅ

Ｐ−７を使用し

、ポット及びボールはＺｒＯ２製であり、４５ｍｌのポット内に直径４ｍｍのボールが５
００個入っているミルを使用した。メカニカルミリング処理は、５１０ｒｐｍの回転速度
、室温、乾燥窒素グローブボックス内で２０時間行った。
【００２６】
なお、上記製造法は、Ａｋｉｔｏｓｈｉ
ｎａｌ

ｏｆ

Ｈａｙａｓｈｉ

Ｎｏｎ−Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ

ｅｔ

Ｓｏｌｉｄｓ

ａｌ．，
３５６

Ｊｏｕｒ

（２０１０）
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２６７０−２６７３のＥｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌの記載に準じている。得られたガラス
状のＬｉ３ＰＳ４は、ミリングによる反応によって立方晶Ｌｉ３ＰＳ４が一部生成してい
るものの、ガラス成分を含んでいることをＤＴＡ測定により確認した。
【００２７】
（ガラスセラミック状のＬｉ３ＰＳ４の製造例）
上記ガラス状のＬｉ３ＰＳ４を、室温（２５℃）から結晶化温度以上の２２０℃に向か
って加熱することで、ガラスセラミック状のＬｉ３ＰＳ４を得た。更に、２２０℃に達し
てから、室温（約２５℃）に向かってガラスセラミック状のＬｉ３ＰＳ４を冷却した。
【００２８】
10

（ガラスセラミック状の６０Ｌｉ２Ｓ−２５Ｐ２Ｓ５の製造例）
Ｌｉ２Ｓ及びＰ２Ｓ５を６０：２５のモル比となるように計量したこと以外は、ガラス
状のＬｉ３ＰＳ４の製造例と同様にして、ガラス状の６０Ｌｉ２Ｓ−２５Ｐ２Ｓ５を得た
。ガラス状の６０Ｌｉ２Ｓ−２５Ｐ２Ｓ５を使用すること以外は、ガラスセラミック状の
Ｌｉ３ＰＳ４の製造例と同様にして、ガラスセラミック状の６０Ｌｉ２Ｓ−２５Ｐ２Ｓ５
を得た。
【００２９】
比較例１
１００ｍｇ秤量した固体電解質としてのガラス状のＬｉ３ＰＳ４を面積０．７８５ｃｍ
２

の成形部を有するペレット成形機を用いて、３７０ＭＰａの圧力でプレスすることで、
20

ペレット状の固体電解質層（厚さ約１ｍｍ）を得た。
比較例２
１００ｍｇ秤量したガラスセラミック状のＬｉ３ＰＳ４を使用すること以外は、比較例
１と同様にして、ペレット状の固体電解質層（厚さ約１ｍｍ）を得た。
比較例３
１００ｍｇ秤量したガラスセラミック状の６０Ｌｉ２Ｓ−２５Ｐ２Ｓ５を使用すること
以外は、比較例１と同様にして、ペレット状の固体電解質層（厚さ約１ｍｍ）を得た。
比較例４
１００ｍｇ秤量したＬｉＩを使用すること以外は、比較例１と同様にして、ペレット状
の固体電解質層（厚さ約１ｍｍ）を得た。

30

【００３０】
実施例１
ガラス状のＬｉ３ＰＳ４とＬｉＩとを１１：８９のモル比となるように計量し、遊星型
ボールミルに投入した。投入後、メカニカルミリング処理した。処理物１００ｍｇを使用
すること以外は、比較例１と同様にして、ペレット状の固体電解質層（厚さ約１ｍｍ）を
得た。
遊星型ボールミルは、Ｆｒｉｔｓｃｈ社製Ｐｕｌｖｅｒｉｓｅｔｔｅ

Ｐ−７を使用し

、ポット及びボールはＺｒＯ２製であり、４５ｍｌのポット内に直径４ｍｍのボールが５
００個入っているミルを使用した。メカニカルミリング処理は、５１０ｒｐｍの回転速度
、室温、乾燥窒素グローブボックス内で２０時間行った。
実施例２

40

ガラス状のＬｉ３ＰＳ４とＬｉＩとを５４：４６のモル比となるように計量した後、実
施例１と同様にして処理した。処理物１００ｍｇを使用すること以外は、比較例１と同様
にして、ペレット状の固体電解質層（厚さ約１ｍｍ）を得た。
実施例３
ガラスセラミック状のＬｉ３ＰＳ４とＬｉ３Ｎとを５０：１０のモル比となるように計
量した後、実施例１と同様にして処理した。処理物１００ｍｇを使用すること以外は、比
較例１と同様にして、ペレット状の固体電解質層（厚さ約１ｍｍ）を得た。
実施例４
ガラスセラミック状の６０Ｌｉ２Ｓ−２５Ｐ２Ｓ５とＬｉ３Ｎとを１：１０のモル比と
なるように計量した後、実施例１と同様にして処理した。処理物１００ｍｇを使用するこ
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と以外は、比較例１と同様にして、ペレット状の固体電解質層（厚さ約１ｍｍ）を得た。
【００３１】
実施例１〜４及び比較例１〜４の固体電解質層の安定作動可能電流密度を以下の手順の
定電流サイクル試験により測定した。
固体電解質層を一対のリチウム電極（リチウム箔製、厚さ０．２５ｍｍ）と一対のステ
ンレス箔製の集電体とで挟んだ積層体を用意した。一対の集電体のそれぞれから端子を延
在させた後、アルミラミネートフィルム（生産日本社製ラミジップ）に真空封入した。封
入後、冷間製水圧成形機（ＮＰａシステム社製ＣＩＰ−Ｈ）を用いて、８０ＭＰａの静水
圧でプレスすることにより、リチウム電極対称セルを得た。１００℃の雰囲気下で、一方
の電極から他方の電極に向けて、１時間特定の電流密度の電流を印加した後、他方の電極

10

から一方の電極に向けて、１時間前記と同じ電流密度の電流を印加した。この２つの印加
を１回のサイクルＡとして５回繰り返した。次に、一方の電極から他方の電極に向けて、
５時間前記と同じ電流密度の電流を印加した後、他方の電極から一方の電極に向けて、５
時間前記と同じ電流密度の電流を印加した。この２つの印加を１回のサイクルＢとして５
回繰り返した。５回のサイクルＡの印加と続く５回のサイクルＢの印加をまとめてサイク
ルセットと称した。徐々に電流密度を上げながら、サイクルセットを繰り返し、短絡直前
の電流密度を安定作動可能電流密度と称した。電流密度（ｍＡｃｍ−２）は、０．１３、
０．２５、０．３８、０．５１、０．６４、０．７６、０．８９、１．０２、１．１５、
１．２８、１．４０、１．５３、１．６６の順で上げた。
また、導電率測定器（ソーラトロン社製ＳＩ１２６０）を用いて、導電率（室温及び１

20

００℃）も測定した。
安定動作可能電流密度及び導電率を表１に示す。表中、Ｇはガラス状、ＧＣはガラスセ
ラミック状の固体電解質を意味する。
【００３２】
【表１】
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【００３３】
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比較例３の固体電解質層は、０．３８ｍＡｃｍ−２の電流密度で、安定に作動させるこ
とができないことを確認した。従って、比較例３の固体電解質層の安定動作可能電流密度
は、０．３８ｍＡｃｍ−２未満である。また、比較例４の固体電解質層は、図４から、安
定動作可能電流密度が０．１３ｍＡｃｍ−２未満であることが分かる。
表１において、実施例１及び２と比較例１との安定動作可能電流密度、実施例３と比較
例２との安定動作可能電流密度、実施例４と比較例３との安定動作可能電流密度のそれぞ
れを比較すると、固体電解質層がアルカリ金属の無機化合物を含むことで、安定動作可能
電流密度を顕著に向上できることが分かる。
比較例１、２及び４、実施例１、２及び４の定電流サイクル試験結果を示すグラフを図
２〜６及び８に示す。図６の拡大図を図７に示す。図の縦軸はリチウム金属の電位基準の
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セル電位を、横軸は経過時間（時）を意味する。これら図から、固体電解質にアルカリ金
属の無機化合物を加えることで、金属リチウムを負極として使用しても、充放電の繰り返
しにデンドライトの発生を抑制しつつ長時間耐え得る固体電解質層を提供できることが分
かる。
【００３４】
実施例２の定電流サイクル試験に用いたものと同じリチウム電極対称セルを用意した。
電流密度を１．２５ｍＡｃｍ−２に、電流の印加時間を４時間にそれぞれ固定すること以
外は、上記と同様の定電流サイクル試験にこのセルを付した。結果を図９に示す。図９か
ら、８００時間を超える定電流サイクル試験に付しても、サイクル波形が変化せず、安定
して金属リチウムの溶解析出を生じ得る固体電解質層が得られていることが分かる。

【図１】

【図３】

【図４】
【図２】
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【図５】

【図７】

【図６】

【図８】

【図９】
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