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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硫黄変性ポリアクリロニトリルと硫化物系固体電解質とを含む正極と、
　硫化物系固体電解質を含む電解質層と、を含み、
　正極に含まれる硫化物系固体電解質及び電解質層に含まれる硫化物系固体電解質は、と
もにＳとＰとＬｉを必須成分とし、
　正極に含まれる硫化物系固体電解質及び電解質層に含まれる硫化物系固体電解質は、同
一であっても異なっていてもよいことを特徴とする全固体リチウム二次電池。
【請求項２】
　正極及び電解質層に含まれる硫化物系固体電解質が、ともに硫化リチウムと五硫化二リ
ンとから製造されることを特徴とする請求項１記載の全固体リチウム二次電池。
【請求項３】
　前記硫化リチウムと前記五硫化二リンのモル比が、６８：３２～７３：２７であること
を特徴とする請求項２記載の全固体リチウム二次電池。
【請求項４】
　正極及び電解質層に含まれる硫化物系固体電解質が、ともにＬｉ７Ｐ３Ｓ１１結晶を含
むことを特徴とする請求項１乃至３いずれか一項に記載の全固体リチウム二次電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、電池性能の劣化が少なく長寿命であって、電気容量の大きい高性能の、耐熱
性が高く安全性に優れた、硫黄系正極材料を用いた全固体リチウム二次電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　非水系の有機電解液を用いた現行のリチウム二次電池は、安全性に課題が残されている
と考えられている。
　現在、正極と負極の間にあるセパレータは、ポリプロピレンやポリエチレン製の微多孔
膜、又はこれらを複数重ねた構造のものが一般的に使われており、厚さは１５～４０μｍ
程度である。電池内に混入した異物や、金属デンドライトによって、このセパレータが貫
通し、これにより、正負極が短絡して急激に電流が流れ、発熱して、時には発火に至るこ
とがある。また、高温環境下では、セパレータが収縮したり、溶けたりすることにより、
正負極が短絡し、発熱して、時には発火に至ることがある。
　有機電解液は高いイオン伝導度を示すものの、電解液が液体でかつ可燃性であることか
ら電池として用いた場合、漏洩、発火等の危険性が懸念されている。また、有機電解液は
、組成にもよるが１００～２００℃程度で蒸発してしまい、これが発火に繋がるという問
題もある。
【０００３】
　これらの課題を解決するために、次世代リチウムイオン電池用電解質として、液系電解
液に替わる、より安全性の高い固体電解質を用いた全固体リチウム二次電池の開発が盛ん
に行われている。
　固体電解質にも様々な種類があるが、中でも、導電性の高い硫化物系の固体電解質が注
目されている(特許文献１)。
　固体電解質はセパレータの役割を兼ねるため、固体電解質を用いることにより、別途セ
パレータを使用する必要がなくなる。また、固体電解質自体が耐熱性を有するため、数百
℃の高温で溶けたり蒸発したりすることはない。よって、固体電解質の使用は、正負極が
短絡するリスクを大幅に低減できる。
【０００４】
　ここで、硫化物系の固体電解質を用いた全固体二次電池では正極活物質に遷移金属酸化
物正極活物質を用いることが一般的である。しかし、該全固体電池では、硫化物系の固体
電解質が遷移金属酸化物正極活物質を劣化させてしまうという欠点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開2005-228570号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記従来技術の現状に鑑みてなされたものであり、その主な目的は、従来に
比し、電池性能の劣化が少なく長寿命であって、電気容量が大きく、耐熱性が高く安全性
に優れた全固体リチウム二次電池を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の全固体リチウム二次電池は、硫黄変性ポリアクリロニトリルと硫化物系固体電
解質とを含む正極と、硫化物系固体電解質を含む電解質層と、を含み、前記硫化物系固体
電解質は、ＳとＰとＬｉを必須成分とする全固体リチウム二次電池である。
【０００８】
　本発明の全固体リチウム二次電池によれば、硫化物系固体電解質を含む電解質層を用い
ることにより、安全且つ電気容量が高い全固体リチウム二次電池とすることができる。
　硫黄変性ポリアクリロニトリルを正極活物質に用いると正極中の正極活物質が正極中の
硫化物系固体電解質により劣化せず、長寿命の全固体リチウム二次電池とすることができ
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る。
　正極及び電解質層ともに耐熱性が高いため、高温環境下でも、安全且つ高性能な全固体
リチウム二次電池とすることができる。
【０００９】
　本発明の全固体リチウム二次電池は、前記硫化物系固体電解質が、硫化リチウムと五硫
化二リンとから製造される全固体リチウム二次電池であることが好ましい。また、硫化リ
チウムと五硫化二リンのモル比が、６８：３２～７３：２７であることが好ましい。
　これにより、より電気容量が高い全固体リチウム二次電池とすることができる。
【００１０】
　本発明の全固体リチウム二次電池は、前記硫化物系固体電解質が、Ｌｉ７Ｐ３Ｓ１１結
晶構造を含む全固体リチウム二次電池であることが好ましい。
　これにより、リチウムイオン伝導性が向上し、高性能な全固体リチウム二次電池とする
ことができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、電池性能の劣化が少なく長寿命であって、電気容量の大きい高性能の
、耐熱性が高く安全性に優れた全固体リチウム二次電池を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の全固体リチウム二次電池の概略拡大断面図である。
【図２】硫黄変性ポリアクリロニトリルを製造するための反応装置を模式的に示す概略図
である。
【図３】硫黄変性ポリアクリロニトリルのラマンスペクトルを示す図面である。
【図４】導電助剤を添加した状態で熱処理して得られた硫黄変性ポリアクリロニトリルを
模式的に示す図面である。
【図５】硫黄変性ポリアクリロニトリルのＸ線回折パターンを示す図面である。
【図６】実施例１の硫黄変性ポリアクリロニトリルのラマンスペクトルを示す図面である
。
【図７】実施例１の全固体リチウム二次電池の充放電曲線である。
【図８】比較例１の全固体リチウム二次電池の充放電曲線である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の全固体リチウム二次電池について説明する。
【００１４】
　本発明の全固体リチウム二次電池は、硫黄変性ポリアクリロニトリルと硫化物系固体電
解質とを含む正極と、硫化物系固体電解質を含む電解質層と、を含み、前記硫化物系固体
電解質は、ＳとＰとＬｉを必須成分とすることを特徴とする全固体リチウム二次電池であ
る。
　本発明の全固体リチウム二次電池は、コイン型リチウム二次電池であることが好ましい
。
【００１５】
［第１実施形態］
　図１は、本発明の全固体リチウム二次電池の概略拡大断面図である。
　図１において、コイン型リチウム二次電池１は、電池素子２、金属製ケース３、金属製
封口板４、ガスケット５及びばね６を備えている。
　また、電池素子２は、第一電極としての正極２１、固体電解質層２２及び第二電極とし
ての負極２３を有し、正極２１は集電体２１１を、負極２３は集電体２３１及び金属平板
２３２を有している。この電池素子２は、図１に示すように、正極２１及び負極２３が、
固体電解質層２２を挟むように積層されており、正極２１の下面に集電体２１１が、負極
２３の上面に集電体２３１が積層され、集電体２３１の上面に金属平板２３２が積層され
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ている。
【００１６】
（１）正極
　まず、正極２１について説明する。
　正極２１は、ほぼ円形の薄板状の形状としてあり、下面は集電体２１１を介して金属製
ケース３と当接し、上面が固体電解質層２２と当接する。
　正極は硫黄変性ポリアクリロニトリルと硫化物系固体電解質とを含む。
　下記するように正極には、硫黄変性ポリアクリロニトリルと硫化物系固体電解質以外に
導電性物質を含めることができる。
　また、硫化物系固体電解質は下記する電解質層に含まれる硫化物系固体電解質と同様で
あることからここでの記載は省略する。
　なお、電解質層に含まれる硫化物系固体電解質と正極に含まれる硫化物系固体電解質と
は同一であることが電池製造上好ましいが、異なっていてもよい。
　硫黄変性ポリアクリロニトリルとは、硫黄粉末をポリアクリロニトリル粉末と混合し、
硫黄の流出を防止できる状態で、非酸化性雰囲気下で加熱する方法により、ポリアクリロ
ニトリルの閉環反応と同時に、硫黄の蒸気がポリアクリロニトリルと反応して得られる、
硫黄によって変性されたポリアクリロニトリルのことをいう。
　具体的には、以下の方法で製造する。
【００１７】
硫黄変性ポリアクリロニトリルの製造方法
（ａ）原料
　本発明の方法では、原料としては、硫黄粉末とポリアクリロニトリル粉末を用いる。
【００１８】
　硫黄粉体の粒径については、特に限定的ではないが、篩いを用いて分級した際に、１５
０μｍ～４０μｍ程度の範囲内にあるものが好ましく、１００μｍ～４０μｍ程度の範囲
内にあるものがより好ましい。
【００１９】
　ポリアクリロニトリル粉末としては、重量平均分子量が１０，０００～３００，０００
程度の範囲内にあるものが好ましい。また、ポリアクリロニトリルの粒径については、電
子顕微鏡によって観察した際に、０．５～５０μｍ程度の範囲内にあるものが好ましく、
１～１０μｍ程度の範囲内にあるものがより好ましい。
【００２０】
　硫黄粉末とポリアクリロニトリル粉末の混合割合については、特に限定的ではないが、
ポリアクリロニトリル粉末１００重量部に対して、硫黄粉体を５０～１０００重量部程度
とすることが好ましく、５０～５００重量部程度とすることがより好ましく、１５０～３
５０重量部程度とすることが更に好ましい。
【００２１】
（ｂ）硫黄変性ポリアクリロニトリルの製造方法
　本発明の製造方法では、上記した硫黄の粉末とポリアクリロニトリルの粉末を原料とし
て用い、硫黄の流出を防止しつつ、非酸化性雰囲気下において原料粉末を加熱する。これ
により、ポリアクリロニトリルの閉環反応と同時に、蒸気状態の硫黄がポリアクリロニト
リルと反応して、硫黄によって変性されたポリアクリロニトリルが得られる。
【００２２】
　硫黄の流出を防止しつつ加熱する方法の一例として、密閉された雰囲気中で加熱する方
法を採用できる。この場合、密閉された雰囲気としては、加熱によって発生する硫黄の蒸
気が散逸しない程度の密閉状態が保たれていればよい。
【００２３】
　また、非酸化性雰囲気としては、酸化反応が進行しない程度の低酸素濃度とした減圧状
態；窒素、アルゴン等の不活性ガス雰囲気；硫黄ガス雰囲気等とすればよい。
【００２４】
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　密閉状態の非酸化性雰囲気とするための具体的な方法については特に限定はなく、例え
ば、硫黄蒸気が散逸しない程度の密閉性が保たれる容器中に原料を入れて、容器内を減圧
状態又は不活性ガス雰囲気として加熱すればよい。その他、硫黄粉末とポリアクリロニト
リルの粉末の混合物を、アルミニウムラミネートフィルム等の硫黄の蒸気と反応を生じな
い材料で真空包装した状態で加熱してもよい。この場合、発生した硫黄蒸気によって包装
材料が破損しないように、例えば、水を入れたオートクレーブ等の耐圧容器中に、包装さ
れた原料を入れて加熱し、発生した水蒸気で包装材の外部から加圧する状態とすることが
好ましい。この方法によれば、包装材料の外部から水蒸気によって加圧されるので、硫黄
蒸気によって包装材料が膨れて破損することが防止される。
【００２５】
　硫黄粉体とポリアクリロニトリル粉体は、単に混合しただけの状態でも良いが、例えば
、混合物をペレット状に成形した状態としてもよい。
【００２６】
　加熱温度は、２５０～５００℃程度とすることが好ましく、２５０～４５０℃程度とす
ることがより好ましく、２５０～４００℃程度とすることがさらに好ましい。
【００２７】
　加熱時間については、特に限定的ではなく、実際の加熱温度によって異なるが、通常、
上記した温度範囲内に１０分～１０時間程度保持すればよく、３０分～６時間程度保持す
ることが好ましい。本発明方法によれば、この様な短時間で硫黄変性ポリアクリロニトリ
ルを形成することが可能である。
【００２８】
　また、硫黄の流出を防止しつつ加熱する方法のその他の例として、反応によって生成す
る硫化水素を排出する開口部を有する反応容器中で、硫黄蒸気を還流させながら硫黄粉末
とポリアクリロニトリル粉末を含む原料粉末を加熱する方法を採用できる。この場合、硫
化水素を排出するための開口部は、発生した硫黄蒸気がほぼ完全に液化して還流し、開口
部からの硫黄蒸気の流出を防止できる位置に設ければよい。例えば、反応容器内の温度が
１００℃以下程度となる部分に開口部を設けることによって、反応によって生成する硫化
水素については該開口部から外部に排出されるが、硫黄蒸気は開口部の部分では凝縮して
、外部に排出されることなく反応容器中に戻すことができる。
【００２９】
　この方法で使用できる反応装置の一例の概略図を図２に示す。図２に示す装置では、原
料粉末を収容した反応容器を電気炉中に入れ、反応容器の上部は、電気炉から露出した状
態としている。このような装置を用いることによって、反応容器の上部は、電気炉中の反
応容器の温度より低い温度となる。この際、反応容器の上部の温度が硫黄蒸気が液化する
温度であればよい。図２に示す反応容器では、該反応容器の上部は、シリコーンゴム製の
栓をして、この栓に硫化水素を排出するための開口部と、不活性ガスを導入するための開
口部を設けている。更に、シリコーンゴム製の栓には、原料温度を測定するために熱電対
が設置されている。シリコーンゴム製の栓は、下に凸状の形状であり、この部分で凝縮し
て液化した硫黄は、容器下部に滴下する。反応容器は、例えば、アルミナタンマン管、耐
熱ガラス管等の熱や硫黄による腐食に対して強い材料を用いることが好ましい。シリコー
ンゴム製の栓は、例えば、フッ素樹脂製のテープで腐食防止のための処理が施されている
。
【００３０】
　反応容器内を非酸化性雰囲気とするためには、例えば、加熱初期には、不活性ガス導入
口から、窒素、アルゴン、ヘリウム等の不活性ガスを導入して不活性ガス雰囲気とすれば
よい。原料の温度が上昇すると徐々に硫黄蒸気が発生するので、析出した硫黄によって不
活性ガス導入口が閉塞することを避けるために、原料の温度が１００℃程度以上となると
、不活性ガス導入口を閉じることが好ましい。その後加熱を続けることによって、発生す
る硫化水素とともに不活性ガスが排出されて、反応容器内は、主として硫黄蒸気雰囲気と
なる。



(6) JP 6090895 B2 2017.3.8

10

20

30

40

50

【００３１】
　この場合の加熱温度も、密閉された雰囲気中で加熱する方法と同様に、２５０～５００
℃程度とすることが好ましく、２５０～４５０℃程度とすることがより好ましく、２５０
～４００℃程度とすることがさらに好ましい。反応時間についても、上記した方法と同様
に２５０～５００℃の温度範囲に１０分～１０時間程度保持すればよいが、通常は、反応
容器の内部が上記した温度範囲に達した後、加熱を停止すれば、反応は発熱を伴うため、
上記した温度範囲に必要な時間保持されることになる。また、発熱反応による昇温分を含
めて最高温度が上述の加熱温度に達するように加熱条件を制御することが必要である。尚
、反応は発熱を伴うために、毎分１０℃以下の昇温速度が望ましい。
【００３２】
　この方法では、反応中に生じた余分な硫化水素ガスが除去されて、反応容器内は硫黄の
液体と蒸気で満たされる状態が保持されており、密閉容器中で反応を行なう場合よりも硫
黄粉末とポリアクリロニトリルとの反応を促進させることができる。
【００３３】
　反応容器から排出された硫化水素は、過酸化水素水、アルカリ水溶液等を通過させるこ
とによって、硫黄の沈殿を形成して処理すればよい。
【００３４】
　反応容器内が所定の反応温度に達した後、加熱をやめて自然冷却して、生成した硫黄変
性ポリアクリロニトリルと硫黄の混合物を取り出せばよい。
【００３５】
　本発明方法によれば、この様な簡便な方法で高い電気容量の硫黄変性ポリアクリロニト
リルを得ることができる。
【００３６】
（ｃ）硫黄変性ポリアクリロニトリル
　上記した方法によれば、ポリアクリロニトリルの閉環反応と、硫黄とポリアクリロニト
リルとの反応が同時に生じて、硫黄によって変性されたポリアクリロニトリルが得られる
。
【００３７】
　得られた硫黄変性ポリアクリロニトリルは、元素分析の結果、炭素、窒素、及び硫黄を
含み、更に、少量の酸素及び水素を含む場合もある。
【００３８】
　上記した製造方法の内で、密閉された雰囲気中で加熱する方法によれば、得られる硫黄
変性ポリアクリロニトリルは、元素分析の結果より、該硫黄変性ポリアクリロニトリル中
の含有量として、炭素が４０～６０質量％、硫黄が１５～３０質量％、窒素が１０～２５
質量％、水素が１～５質量％程度の範囲となる。
【００３９】
　また、上記した製造方法の内で、硫化水素ガスを排出しながら加熱する方法では、得ら
れる硫黄変性ポリアクリロニトリルは、硫黄の含有量が大きくなり、元素分析とＸＰＳ測
定によるピーク面積比の計算結果より、該硫黄変性ポリアクリロニトリル中の含有量とし
て、炭素が２５～５０質量％、硫黄が２５～５５質量％、窒素が１０～２０質量％、酸素
が０～５質量％、水素が０～５質量％程度の範囲となる。この方法で得られる硫黄含有量
の大きい硫黄変性ポリアクリロニトリルは、正極活物質として使用した際には、電気容量
が大きくなる。
【００４０】
　また、本発明の方法によって得られる硫黄変性ポリアクリロニトリルは、室温から９０
０℃まで２０℃／分の昇温速度で加熱した際の熱重量分析による重量減は４００℃時点で
１０％以下である。一方、硫黄粉末とポリアクリロニトリル粉末の混合物を同様の条件で
加熱すると１２０℃付近から重量減少が認められ、２００℃以上になると急激に硫黄の消
失に基づく大きな重量減が認められる。
【００４１】
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　更に、該硫黄変性ポリアクリロニトリルは、ＣｕＫα線によるＸ線回折の結果、硫黄に
基づくピークが消失して、回折角（２θ）が２０～３０°付近にブロードなピークのみが
確認される。
【００４２】
　これらの点から、上記した方法で得られる硫黄変性ポリアクリロニトリルは、硫黄とポ
リアクリロニトリルの単純な混合物ではなく、硫黄変性ポリアクリロニトリルでは、硫黄
は、（１）閉環の進行したポリアクリロニトリルと結合した状態と、（２）ポリアクリロ
ニトリルの環化反応により生成した共役構造が形成するグラフェン状化合物の層間や細孔
内の、（１）（２）どちらか一方、または（１）（２）の両方に存在していると考えられ
る。
【００４３】
　ポリアクリロニトリル１００重量部に対して、硫黄原子を２００重量部用いて得られた
硫黄変性ポリアクリロニトリルについてのラマンスペクトルの一例を図３に示す。該硫黄
変性ポリアクリロニトリルは、ラマンスペクトルにおいて、ラマンシフトの1331cm-1付近
に主ピークが存在し、かつ、200cm-1～1800cm-1の範囲で1548cm-1、939cm-1、479cm-1、3
81cm-1、317cm-1付近にピークが存在することを特徴とするものである。上記したラマン
シフトのピークについては、ポリアクリロニトリルに対する硫黄原子の比率を変更した場
合にも同様のピーク位置に観測されるものであり、本発明方法で得られる硫黄変性ポリア
クリロニトリルを特徴づけるものである。317cm-1、381cm-1、479cm-1、939cm-1のピーク
は共役構造に起因する振動に帰属され、ポリアクリロニトリルの環化反応に由来する。13
31cm-1、1548cm-1のピークはそれぞれカーボンのDバンドとGバンドに対応し、硫黄が脱水
素反応を起こして黒鉛化を促進したものと考えられる。環化反応によって分子内の共役系
が多くなるため前駆体の白色から黒色へ変色した。また、474cm-1のピークについてはC-S
結合またはS-S結合に由来する振動であると推定されるが、低波数領域であるため同定が
難しい。上記した各ピークは、上記したピーク位置を中心としては、ほぼ±８cm-1の範囲
内に存在することができる。尚、上記したラマンシフトは、日本分光社製　RMP-320（励
起波長λ＝５３２ｎｍ、グレーチング：1800gr/mm、分解能：3cm-1）で測定したものであ
る。尚、ラマンスペクトルは、入射光の波長や分解能の違いなどにより、ピークの数が変
化することや、ピークトップの位置がずれることがある。
【００４４】
　上記した方法で得られる硫黄変性ポリアクリロニトリルは、原料物質であるポリアクリ
ロニトリルを加熱した場合に起こる閉環反応が３次元的に縮合環を形成して進むという特
性を持つため、硫黄と混合して加熱することで、ポリアクリロニトリルが三次元的に架橋
した硫黄変性ポリアクリロニトリル構造が形成される。
【００４５】
（ｄ）熱処理工程
　上記した方法で得られる硫黄変性ポリアクリロニトリルは、更に、非酸化性雰囲気中で
加熱することによって、未反応の硫黄が存在する場合に、これを除去することができる。
これにより、より高純度の硫黄変性ポリアクリロニトリルを得ることができる。熱処理後
の硫黄変性ポリアクリロニトリルは、充放電のサイクル特性がより向上する。
【００４６】
　非酸化性雰囲気としては、例えば、酸化反応が進行しない程度の低酸素濃度とした減圧
状態；窒素、アルゴン等の不活性ガス雰囲気等でよい。
【００４７】
　加熱温度は、１５０～４００℃程度とすることが好ましく、１５０～３００℃程度とす
ることがより好ましく、２００～３００℃程度とすることが更に好ましい。加熱時間が高
くなりすぎると、硫黄変性ポリアクリロニトリルが分解することがあるので注意が必要で
ある。
【００４８】
　熱処理時間は、特に限定的ではないが、通常、１～６時間程度とすることが好ましい。
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【００４９】
　例えば、上記した方法で得られる硫黄変性ポリアクリロニトリルに、硫化物系固体電解
質と、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（Va
por Grown Carbon Fiber：ＶＧＣＦ）等の導電助剤とを、混合して、これに集電体を圧着
させることで正極を製造することができる。
正極には結着材を含んでいても良い。
　結着材としては、ポリフッ化ビニリデン（PolyVinylidine DiFluoride：ＰＶｄＦ）、
ポリ四フッ化エチレン（ＰＴＦＥ）、スチレン-ブタジエンゴム（ＳＢＲ）等を用いるこ
とができる。硫黄変性ポリアクリロニトリルに、硫化物系固体電解質、導電助剤、結着材
を混合したものを乳鉢やプレス機を用いて混練してフィルム状とし、これを集電体へプレ
ス機で圧着する方法によっても正極を製造することができる。
　硫化物系固体電解質の使用量については、特に限定的ではないが、例えば、硫黄変性ポ
リアクリロニトリル１００重量部に対して、１０～１００重量部程度とすることができる
。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、硫黄変性ポリアクリロ
ニトリル１００重量部に対して、５～３０重量部程度とすることができる。また、結着材
の使用量についても、特に限定的ではないが、例えば、硫黄変性ポリアクリロニトリル１
００重量部に対して、１０～２０重量部程度とすることができる。
【００５０】
　集電体としては、特に限定はなく、従来からリチウム二次電池用正極として使用されて
いる材料、例えば、ステンレス鋼（SUS）、Al、Au、Pt、Tiの箔やメッシュ、カーボン繊
維の織布、不織布などを用いることができる。
【００５１】
　また、導電助剤の内で、気相法炭素繊維（VGCF）、カーボンナノチューブ、黒鉛等の結
晶性の高い炭素材料については、ポリアクリロニトリルの閉環反応に伴う硫黄変性ポリア
クリロニトリルの生成反応を阻害することがないので、硫黄変性ポリアクリロニトリルを
製造する際に、原料となる硫黄粉末及びポリアクリロニトリル粉末に加えた状態で加熱処
理するのが導電性を向上させるために好ましい。特に、気相法炭素繊維（VGCF）を用いる
場合には、直径が100nm～500nm、長さが5μm～数20μmのものが好適である。図４は、導
電助剤を添加した状態で熱処理して得られた硫黄変性ポリアクリロニトリルの構造を模式
的に示す図面である。図４に示すように、この方法では、直径数100nm程度の硫黄変性ポ
リアクリロニトリル粒子の表面や粒子間にナノレベルでの導電性ネットワークを構築する
ことができ、より導電性に優れた正極活物質とすることができる。この場合の導電助剤の
使用量については、特に限定的ではないが、硫黄粉末及びポリアクリロニトリル粉末の合
計量１００重量部に対して１～５０重量部程度、好ましくは、５～２０重量部程度とする
ことができる。この方法で得られる炭素材料が複合化された硫黄変性ポリアクリロニトリ
ル粉末は、導電性が良好であり、集電体に塗着させて正極とする際に、導電助剤や結着材
の量を大幅に低減でき、電極容量密度や電極出力密度を大幅に向上させることができる。
【００５２】
　本発明において、正極は、上記の硫黄変性ポリアクリロニトリルの他に、硫化物系固体
電解質を含む。硫化物系固体電解質は、後述する電解質層に含まれる硫化物系固体電解質
と同じものを用いることができるが、固体電解質層のものに対して、組成を適宜調整して
もよいし、結晶性固体電解質であっても、ガラス状固体電解質であってもよい。電池作製
上、電解質層と同じものを用いるのが好ましい。
【００５３】
（２）電解質層
　次に電解質層について説明する。
　固体電解質層２２はリチウムイオン伝導性固体電解質を含み、このリチウムイオン伝導
性固体電解質は硫化物系固体電解質である。硫化物系固体電解質は、Ｓ、Ｐ及びＬｉを必
須成分とする。
　また、硫化物系固体電解質は、Ｂ、Ｓｉ、Ｇｅ及びＡｌからなる群から選択される少な
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くとも１種以上の元素を含んでいても良い。
　固体電解質層２２は、正極とほぼ同じ円形の薄板状の形状としてある。
【００５４】
　硫化物系固体電解質は、例えば、硫化リチウム（Ｌｉ２Ｓ）及び五硫化二リン（Ｐ２Ｓ

５）；硫化リチウム、単体リン及び単体硫黄；又は硫化リチウム、五硫化二リン、単体リ
ン及び／又は単体硫黄を原材料として製造することができる。
【００５５】
　硫化物系固体電解質を、硫化リチウムと五硫化二リンとから製造する場合、混合モル比
は、通常５０：５０～８０：２０、好ましくは６０：４０～７５：２５である。特に好ま
しくは、Ｌｉ２Ｓ：Ｐ２Ｓ５＝６８：３２～７３：２７（モル比）程度である。
【００５６】
　上記材料の混合物を溶融反応した後、急冷する、又はメカニカルミリング法（以下、Ｍ
Ｍ法という場合がある）により処理することにより、ガラス状固体電解質が得られる。得
られたガラス状固体電解質をさらに熱処理すると、結晶性固体電解質である硫化物系固体
電解質が得られる。
【００５７】
　硫化物系固体電解質は、Ｌｉ７Ｐ３Ｓ１１構造体の結晶構造を有することが好ましい。
　Ｌｉ７Ｐ３Ｓ１１構造体の結晶構造を有する硫化物系固体電解質を全固体リチウム二次
電池に用いるとより高性能の全固体リチウム二次電池を製造することができる。
　ここで、Ｌｉ７Ｐ３Ｓ１１構造体の結晶構造は、Ｘ線回折測定すると、２θ＝１７．８
、１８．２、１９．８、２１．８、２３．８、２５．９、２９．５、３０．０ｄｅｇにピ
ークが観測される。
【００５８】
　硫化物系固体電解質粒子の粒径は、０．０１μｍ以上１００μｍ以下が好ましく、０．
０１μｍ以上５０μｍ以下であることがより好ましい。上記粒径はレーザー回折式粒度分
布測定方法によって求めることができる。
　０．０１μｍ未満であるとハンドリングが困難になるおそれがある。５０μｍより大き
いと活物質との接触面積が小さくなり、イオン伝導性が低くなる恐れがある。より好まし
くは、硫化物系固体電解質粒子の粒径は、０．０５μｍ以上２０μｍ以下である。
【００５９】
　レーザー回折式粒度分布測定方法は、組成物を乾燥せずに粒度分布を測定することがで
き、具体的には、組成物中の粒子群にレーザーを照射してその散乱光を解析して粒度分布
を測定する。
　なお、本発明では、固体電解質は乾燥した状態で測定している。
　具体的な測定方法は以下の通りである。測定装置として、例えばＭａｌｖｅｒｎ　Ｉｎ
ｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｌｔｄ社製マスターサイザー２０００を用いることができる。
　まず、装置の分散槽に脱水処理されたトルエン（和光純薬製、製品名：特級）１１０ｍ
ｌを入れ、さらに分散剤として脱水処理されたターシャリーブチルアルコール（和光純薬
製、特級）を６％添加する。上記混合物を十分混合した後、固体電解質を添加して粒子径
を測定する。
　ここで、固体電解質の添加量は、上記装置で規定されている操作画面で、粒子濃度に対
応するレーザー散乱強度が規定の範囲内（１０～２０％）に収まるように加減して加える
。この範囲を超えると多重散乱が発生し、正確な粒子径分布を求めることができなくなる
恐れがある。また、この範囲より少ないとＳＮ比が悪くなり、正確な測定ができない恐れ
がある。
【００６０】
　上記装置では、固体電解質の添加量に基づきレーザー散乱強度が表示されるので、上記
レーザー散乱強度範囲に入る添加量を見つける。
【００６１】
(３)負極
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　負極２３は、負極活物質を含む。
　硫化物系固体電解質及び/又は導電助剤を含んでいても良い。
【００６２】
　本発明の全固体リチウム二次電池は、正極活物質である硫黄変性ポリアクリロニトリル
にＬｉが含まれていない。
　よって、負極活物質としては、Ｌｉが含まれた、リチウムイオンの挿入脱離が可能な物
質を用いる必要がある。負極活物質としては、この電池分野において負極活物質として公
知のものが使用でき、例えばＬｉ‐金属合金を用いることができ、中でもＬｉ‐Ｉｎ合金
が安定して用いられる。
　硫化物系固体電解質は固体電解質層に含まれるものと同じである。
【００６３】
　導電助剤としては、炭素材料、金属粉末及び金属化合物から選択される物質や、これら
の混合物が挙げられる。
【００６４】
　負極は、結着剤を含んでいてもよい。
　結着剤としては、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリフッ化ビニリデン（
ＰＶＤＦ）、フッ素ゴム等の含フッ素樹脂、或いはポリプロピレン、ポリエチレン等の熱
可塑性樹脂、エチレン－プロピレン－ジエンマー（ＥＰＤＭ）、スルホン化ＥＰＤＭ、天
然ブチルゴム（ＮＢＲ）等を単独で、あるいは２種以上の混合物として用いることができ
る。
【００６５】
　また、正極と同様に、導電助剤及び結着材を混合したものを、乳鉢やプレス機を用いて
混練してフィルム状とし、これを集電体へプレス機で圧着する方法によっても負極を製造
することができる。
　集電体としては、正極と同様の集電体を用いることができる。
【００６６】
（４）金属平板
　金属平板２３２は集電体として備えられ、公知の集電体を用いることができる。
　例えば、ＳＵＳの平板や、Ａｕ、Ｐｔ、Ａｌ、Ｔｉ、黒鉛や、Ｃｕ、Ｎｉ等のように硫
化物系固体電解質と反応するものをＡｕ等で被覆した層が使用できる。
【００６７】
（５）金属製ケース
　金属製ケース３は、電池素子２などを密封するためのケースであり、正極２１が載置さ
れるほぼ円形状の底板と、この底板と一体的にプレス成形された円筒状の側板とからなっ
ている。この金属製ケース３は、通常、ステンレス製のケースであり、電池素子２、ガス
ケット５、ばね６、及び、金属製封口板４の側板を収納する。電池素子２、ガスケット５
、ばね６、及び、金属製封口板４の側板を収納した金属製ケース３は、側板の上部が内側
にかしめられることによって、電池素子２及びばね６を密封する。
　また、金属製ケース３は、上記の底板が正極２１と対面した状態で当接するので、正極
２１と電気的に接続され、第一電極端子（正極端子）となる。
【００６８】
（６）金属製封口板
　金属製封口板４は、通常、ステンレス製の封口板であり、ばね６と接触するほぼ円形状
の上板と、この上板と一体的にプレス成形された円筒状の側板とからなっている。この側
板は、先端部が外側に折り返されており、外側側板と内側側板とからなる二重円筒構造を
有している。上述した、内側にかしめられた金属製ケース３の側板の上部は、ガスケット
５を介して、二重円筒構造の外側側板の先端部と係合する。これにより、金属製封口板４
は、金属製ケース３に強固に取り付けられ、金属製ケース３及び金属製封口板４は、電池
素子２及びばね６を密封する。
　また、金属製封口板４は、上記の上板が負極２３と対面した状態で、ばね６と当接し、
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さらに、ガスケット５によって、金属製ケース３に対して絶縁されている。したがって、
金属製封口板４は、負極２３と電気的に接続され、第二電極端子（負極端子）となる。
【００６９】
（７）ガスケット
　ガスケット５は、絶縁性の樹脂からなり、金属製ケース３と金属製封口板４とを絶縁す
る。
　また、ガスケット５は、ほぼ円筒状としてあり、金属製封口板４の外側側板と内側側板
が嵌入される環状の溝が形成されている。このガスケット５は、円筒の内面側に電池素子
２が嵌入され、環状の溝に金属製封口板４の外側側板と内側側板が嵌入され、さらに、金
属製ケース３の側板に嵌入される。これにより、ガスケット５は、金属製ケース３と金属
製封口板４の内部に、電池素子２とばね６を密封する。また、正極２１、固体電解質層２
２及び負極２３と金属製封口板４の側板とを絶縁し、さらに、金属製ケース３と金属製封
口板４とを絶縁する。
【００７０】
（８）ばね
　本実施形態のばね６は、波型座金の一種であり、円環状の金属板を、複数の波型を有す
る形状にプレス加工した構造としてある。また、ばね６の材料は、導電性の金属であり、
通常、ばね鋼などが用いられる。
　このばね６は、負極２３の集電体２３１と金属製封口板４との間に、収納されており、
形成された波型の凸部が金属製封口板４と当接し、形成された波型の凹部が集電体２３１
と当接している。これにより、集電体２３１と金属製封口板４は、電気的に接続され、ま
た、正極２１と金属製ケース３との電気的な接続を維持することができる。さらに、ばね
６は、集電体２３１と負極２３との接触面圧、負極２３と固体電解質層２２との接触面圧
、及び、固体電解質層２２と正極２１との接触面圧を高めることができる。このように、
電池素子２がばね６によって加圧されるので、コイン型リチウム二次電池１は、接触不良
に起因する電流密度の低下を抑制することができる。
【００７１】
　ここで、ばね６によって、電池素子２に印加される圧力が、約０．１ＭＰａ以上である
とよい。このようにすると、コイン型リチウム二次電池１は、効果的に電流密度の低下を
抑制することができる。
　また、ばね６によって、電池素子に印加される圧力は、３ＭＰａ以上であることがより
好ましい。さらに好ましくは、１０ＭＰａ以上である。
　また、本実施形態のばね６は、上述した構造としてあるが、この構造に限定されるもの
ではない。つまり、導電性の弾性体の一例である。したがって、様々な形状のばね（たと
えば、導電性の材料からなるばね座金など）を用いることができる。さらに、ばね６の代
わりに、他の導電性の弾性体（たとえば、導電性塗料を塗布した弾性を有する樹脂板や、
導電性及び弾性を有する樹脂からなるスペーサなど）を用いてもよい。
【００７２】
　また、本実施形態のばね６は、複数の凹部が、集電体２３１を下方に押圧している。
　ここで、好ましくは、本実施形態のばね６は、集電体２３１をより均一に押圧すること
ができるとよい。たとえば、図示してないが、円板にほぼ半球状の凸部と凹部を配設した
構造とするとよい。このようにすると、ばね６は、集電体２３１と負極２３との接触面圧
、負極２３と固体電解質層２２との接触面圧、及び、固体電解質層２２と正極２１との接
触面圧を、高めるとともに、各接触面においてほぼ均一な状態にすることができる。この
ようにすると、接触面圧のばらつきによって、十分な接触を得られず、電流密度が低下す
るといった不具合を回避でき、コイン型リチウム二次電池１の信頼性を向上させることが
できる。
【００７３】
　本願発明は、ラミネート型セルなどであってもよく、上記実施形態に限定されない。
【実施例】
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【００７４】
　以下、実施例により本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら
限定されるものではない。
【００７５】
実施例１
（製造例１－電解質層）
（１）硫化リチウム（Ｌｉ２Ｓ）の製造
　硫化リチウムは、特開平7-330312号公報の第１の態様（２工程法）の方法に従って製造
した。具体的には、撹拌翼のついた１０リットルオートクレーブにＮ－メチル－２－ピロ
リドン（ＮＭＰ）３３２６．４ｇ（３３．６モル）及び水酸化リチウム２８７．４ｇ（１
２モル）を仕込み、３００ｒｐｍ、１３０℃に昇温した。昇温後、液中に硫化水素を３リ
ットル／分の供給速度で２時間吹き込んだ。
　続いて、この反応液を窒素気流下（２００ｃｃ／分）昇温し、反応した硫化水素の一部
を脱硫化水素化した。昇温するにつれ、上記硫化水素と水酸化リチウムの反応により副生
した水が蒸発を始めたが、この水はコンデンサにより凝縮し系外に抜き出した。水を系外
に留去すると共に反応液の温度は上昇するが、１８０℃に達した時点で昇温を停止し、一
定温度に保持した。脱硫化水素反応が終了後（約８０分）反応を終了し、硫化リチウムを
得た。
【００７６】
（２）硫化リチウムの精製
　上記（１）で得られた５００ｍＬのスラリー反応溶液（ＮＭＰ－硫化リチウムスラリー
）中のＮＭＰをデカンテーションした後、脱水したＮＭＰ１００ｍＬを加え、１０５℃で
約１時間撹拌した。その温度のままＮＭＰをデカンテーションした。さらにＮＭＰ１００
ｍＬを加え、１０５℃で約１時間撹拌し、その温度のままＮＭＰをデカンテーションし、
同様の操作を合計４回繰り返した。デカンテーション終了後、窒素気流下２３０℃（ＮＭ
Ｐの沸点以上の温度）で硫化リチウムを常圧下で３時間乾燥した。得られた硫化リチウム
中の不純物含有量を測定した。
　尚、亜硫酸リチウム（Ｌｉ２ＳＯ３）、硫酸リチウム（Ｌｉ２ＳＯ４）並びにチオ硫酸
リチウム（Ｌｉ２Ｓ２Ｏ３）の各硫黄酸化物、及びＮ－メチルアミノ酪酸リチウム（ＬＭ
ＡＢ）の含有量は、イオンクロマトグラフ法により定量した。その結果、硫黄酸化物の総
含有量は０．１３質量％であり、ＬＭＡＢは０．０７質量％であった。
【００７７】
（３）硫化物系固体電解質の製造
　上記(２)で製造した硫化リチウムと五硫化二リン（アルドリッチ社製）を用いて、国際
公開公報WO07/066539の実施例１と同様の方法で固体電解質の製造及び結晶化を行った。
　具体的には、下記のように行った。
　上記(２)で製造した硫化リチウム０．６５０８ｇ（０．０１４１７ｍｏｌ）と五硫化二
リン（アルドリッチ社製）を１．３４９２ｇ（０．００６０７ｍｏｌ）をよく混合した。
そして、この混合した粉末と直径１０ｍｍのジルコニア製ボール１０ケと遊星型ボールミ
ル（フリッチュ社製：型番Ｐ－７）アルミナ製ポットに投入し完全密閉するとともにこの
アルミナ製ポット内に窒素を充填し、窒素雰囲気にした。
　そして、はじめの数分間は、遊星型ボールミルの回転を低速回転（８５ｒｐｍ）にして
硫化リチウムと五硫化二リンを十分混合した。その後、徐々に遊星型ボールミルの回転数
を上げ３７０ｒｐｍまで回転数を上げた。遊星型ボールミルの回転数を３７０ｒｐｍで２
０時間メカニカルミリングを行った。このメカニカルミリング処理をした白黄色の粉体を
Ｘ線測定により評価した結果、ガラス化（硫化物ガラス）していることが確認できた。こ
の硫化物ガラスのガラス転移温度をＤＳＣ（示差走査熱量測定）により測定したところ、
２２０℃であった。
　この硫化物ガラスを窒素雰囲気下、３００℃で２時間加熱した。
　得られた硫化物ガラスセラミックスについて、Ｘ線回折測定したところ、２θ＝１７．
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８、１８．２、１９．８、２１．８、２３．８、２５．９、２９．５、３０．０ｄｅｇに
ピークが観測された。
【００７８】
　得られた硫化物系固体電解質を、直径１３ｍｍ（１．３２７ｃｍ２）、１００ｍｇに形
状を整えた。
【００７９】
（製造例２－正極）
　ポリアクリロニトリル粉末と硫黄粉末を１：５重量比で加え乳鉢で混合して出発原料と
した。この原料を反応容器として用いるアルミナタンマン管（外径６０mm、内径５０mm、
長さ１８０mm、アルミナSSA-S、ニッカトー製）に入れた。
【００８０】
　アルミナタンマン管の開口部は、ゴム製アダプターに固定したシリコーンゴム栓（１５
号）で蓋をし、シリコーンゴム栓がアルミナタンマン管の内部雰囲気に触れる部分には、
フッ素樹脂製テープを巻いてシリコーンゴム栓が内部雰囲気に直接触れないようにした。
【００８１】
　シリコーンゴム栓には、３箇所穴をあけ、熱電対を入れたアルミナ保護管（外径４mm、
内径２mm、長さ２５０mm、アルミナSSA-S、ニッカトー製）と２本のアルミナ管（外径６m
m、内径４mm、長さ１５０mm、アルミナSSA-S、ニッカトー製）を取り付けた。アルミナ保
護管に入れた熱電対は、その先端を試料に接触させ、試料温度の測定に用いた。２本のア
ルミナ管はそれぞれ不活性ガス導入管と内部ガスの排気管として用いるものであり、蓋の
底面から３ｍｍ出るように配置した。ガス導入管には、アルゴンガス配管を接続し、ガス
排気管には、過酸化水素水をくぐらせる配管を接続して、硫化水素ガスのトラップとした
。
【００８２】
　図２に概略の構造を示す反応装置を用い、上記したアルミナタンマン管を電気炉（ルツ
ボ炉、開口部８０mm、タンマン管の加熱部分１００mm）に入れ、アルミナタンマン管の内
部にアルゴンを１００ｃｃ／分の流量で１０分間流した。アルミナタンマン管の内部の試
料を毎分５℃の昇温速度で加熱して、１００℃でアルゴンガスを止めた。２００℃付近か
ら内部でガスが発生し、３６０℃で加温を停止した。試料の温度は４００℃まで上昇し、
以後低下した。室温付近まで冷却後に生成物を取り出した。
【００８３】
　生成物中に残っている未反応の硫黄については、生成物を乳鉢で粉砕して生成物２gを
ガラスチューブオーブンに入れ、真空引きを行いながら２５０℃で３時間加熱することに
よって除去した。この操作により未反応の硫黄は蒸発し、硫黄変性ポリアクリロニトリル
が得られた。
【００８４】
　得られた生成物について、X線回折測定を行なった。X線源には、ＣｕＫαを用いた。得
られたＸ線回折パターンを図５に示す。回折角（2θ）が20°～30°の範囲では、25°付
近にピーク位置を有するブロードな回折ピークだけが観察された。
【００８５】
　また、この生成物について日本分光社製　RMP-320（励起波長λ＝５３２ｎｍ、グレー
チング：1800gr/mm、分解能：3cm-1）を用いてラマン分析を行なった。得られたラマンス
ペクトルを図６に示す。図６において、横軸はラマンシフト（cm-1）であり、縦軸は相対
強度である。図６から判るように、生成物のラマン分析結果によれば、1328cm-1付近に主
ピークが存在し、かつ、200cm-1～1800cm-1の範囲で1558cm-1、946cm-1、479cm-1、379cm
-1、317cm-1付近にピークが存在した。
【００８６】
　得られた硫黄変性ポリアクリロニトリルを活物質とし、これと製造例１で得られた固体
電解質と、導電助剤としてアセチレンブラック（ＡＢ）と気相法炭素繊維（ＶＧＣＦ：ｖ
ａｐｏｒ　ｇｒｏｗｎ　ｃａｒｂｏｎ　ｆｉｂｅｒ）を、硫黄変性ポリアクリロニトリル
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：固体電解質：ＡＢ：ＶＧＣＦ＝５０：５０：３：２の重量比で乳鉢混合し、正極合材と
した。
【００８７】
（製造例３－負極）
　厚さ０．５ｍｍのＬｉ－Ｉｎ合金箔を直径１２ｍｍの円形に打ち抜いたものに直径１２
ｍｍのＳＵＳメッシュを圧着したものを、負極とした。
【００８８】
（製造例４－電池）
　上記固体電解質９０ｍｇを、直径１３．０ｍｍのダイス鋼ＳＫＤ１１製の円筒金型に投
入し、１ＭＰaで加圧後、更に上記正極合材を６．０９６ｍｇ投入して１ＭＰaで加圧し、
更に直径１２ｍｍに打ち抜いたＳＵＳメッシュを投入して、５０ＭＰaで加圧した。続い
て、正極とは反対側から上記負極を投入し、三層構造とした後、１０ＭＰaで加圧して電
池ペレットとした。
　上記電池ペレットを、ほぼ図１に示す構成で２０３２型コインセルとし、実施例１のコ
イン型電池を作製した。すなわち、ガスケットにはＰＰ製を用い、正極及び負極側のスペ
ーサには０．５ｍｍのＳＵＳ板を用いた。ばねは、皿ばねを適用した。この皿ばね及び０
．５ｍｍのスペーサ２枚を適用した場合のコイン電池内部の圧力は、１０ＭＰaであった
。
　なお、コイン電池内部の圧力は、感圧紙を用いることにより、固体電解質のほぼ中心部
分を測定した。
【００８９】
比較例１
　正極活物質にＬｉＮｉ０．８Ｃｏ０．１５Ａｌ０．０５Ｏ２を用い、活物質：固体電解
質＝７０：３０重量比で正極合材を作製した。正極合材を９．１５３ｍｇ使用して正極を
作製した。この正極を用い、負極にはＩｎを使用し、上記製造例３と同じ方法で比較例１
のコイン型電池を作製した。尚、正極にＬｉが含まれているため、負極にはＬｉが含まれ
ていないＩｎを使用した。
【００９０】
　図７は実施例１のコイン型電池の充放電曲線、図８は比較例１のコイン型電池の充放電
曲線である。縦軸は電圧、横軸は活物質１ｇ当たりの電気容量を示している。
【００９１】
　実施例１の試験は以下の条件で行った。
電圧範囲：３．０‐１．０Ｖ　ｖｓ　Ｌｉ＋／Ｌｉ
電流　　：０．０２Ｃ
試験温度：６０℃
【００９２】
　比較例１の試験は以下の条件で行った。
電圧範囲：３．７‐１．８Ｖ　ｖｓ　Ｉｎ
電流　　：０．０３Ｃ
試験温度：６０℃
【００９３】
　図８に示すように、比較例１の全固体リチウム二次電池は、サイクル数がすすむに従い
電気容量が大幅に減少していることがわかる。
　一方、図７に示すように、実施例１の全固体リチウム二次電池は、サイクル数がすすん
でも電気容量の減少が、比較例に比べ顕著に小さいことがわかる。
　この結果から、本発明の全固体リチウム二次電池は、電池性能の劣化が少なく長寿命で
あって、電気容量の大きい高性能の全固体リチウム二次電池であることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明は、移動体通信機器、携帯用電子機器、電動自転車、電動二輪車、電気自動車等
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の主電源に好適に利用されるものである。
【符号の説明】
【００９５】
　１　コイン型リチウム二次電池
　２　電池素子
　３　金属製ケース
　４　金属製封口板
　５　ガスケット
　６　ばね
　２１　正極
　２１１　集電体
　２２　固体電解質層
　２３　負極
　２３１　集電体
　２３２　金属平板

【図１】 【図２】



(16) JP 6090895 B2 2017.3.8

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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