
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウムイオンを吸蔵・放出する物質からなる正極と、リチウムイオンを吸蔵・放出す
る物質からなる負極と、非水電解質とから構成される非水電解質二次電池において、

被覆した繊維状珪素を負極材料
として用いることを特徴とする非水電解質二次電池。
【請求項２】
　リチウムイオンを吸蔵・放出する物質からなる正極と、リチウムイオンを吸蔵・放出す
る物質からなる負極と、非水電解質とから構成される非水電解質二次電池において、

被覆した繊維状珪素と炭素材料
との混合物を負極材料として用いることを特徴とする非水電解質二次電池。
【請求項３】
表面を炭素材料で被覆した繊維状珪素において、珪素と炭素の合計重量に対する炭素被覆
量が３～６０重量％であることを特徴とする請求項１または２記載の非水電解質二次電池
。
【請求項４】
表面を炭素材料で被覆した繊維状珪素の繊維径が０．０１～５０μｍであることを特徴と
する請求項１、２または３記載の非水電解質二次電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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０ ２ ＝０．３４～０．３７ｎｍの範囲の炭素材料で表面を

ｄ０

０ ２ ＝０．３４～０．３７ｎｍの範囲の炭素材料で表面を



【発明の属する技術分野】
本発明は、放電容量の大きな非水電解質二次電池に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、民生用の携帯電話、ポータブル電子機器や携帯情報端末などの急速な小型軽量化・
多様化に伴い、その電源である電池に対して、小型で軽量かつ高エネルギー密度で、さら
に長期間繰り返し充放電が実現できる二次電池の開発が強く要求されている。
【０００３】
中でも、水溶液系電解液を使用する鉛電池やニッケルカドミウム電池と比較して、これら
の要求を満たす二次電池として、リチウムイオン二次電池などの非水電解質二次電池が実
用化され、活発な研究がおこなわれている。
【０００４】
このような非水電解質二次電池は、例えばリチウムイオンを吸蔵・放出する正極活物質が
集電体に保持されてなる正極板、リチウムイオンを吸蔵・放出する負極活物質が集電体に
保持されてなる負極板、非プロトン性の有機溶媒にＬｉＢＦ４ やＬｉＰＦ６ などのリチウ
ム塩が溶解された電解液を保持するとともに、正極板と負極板との間に介在して両極の短
絡を防止するセパレータから構成されている。
【０００５】
非水電解質二次電池の電解質には、一般的に、エチレンカーボネートやプロピレンカーボ
ネートなどの高誘電率溶媒と、ジメチルカーボネートやジエチルカーボネートなどの低粘
度溶媒との混合溶媒に、ＬｉＢＦ４ やＬｉＰＦ６ などの支持塩を溶解させたものが使用さ
れている。
【０００６】
非水電解質二次電池の正極活物質には、二硫化チタン、五酸化バナジウム、三酸化や、一
般式Ｌｉｘ ＭＯ２ （ただし、Ｍは一種以上の遷移金属）で表される種々の化合物が検討さ
れている。
【０００７】
中でも、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およびリチウムマン
ガン複合酸化物などは、４Ｖ（ｖｓ．Ｌｉ／Ｌｉ＋ ）以上の、極めて貴な電位で充放電を
おこなうため、正極活物質として用いることで、高い放電電圧を有する非水電解質二次電
池を実現することができる。
【０００８】
非水電解質二次電池の負極活物質には、リチウムを含む合金をはじめとして、リチウムイ
オンの吸蔵・放出が可能な材料が研究されているが、中でも炭素材料を使用すると、サイ
クル寿命の長い非水電解質二次電池が得られ、かつ安全性が高いという利点があり、現在
は実用化にいたっている。
【０００９】
また最近では、リチウムの吸蔵量の多い金属、半金属や合金系の負極活物質として、特開
平１０－３９２０号や特開平２０００－２１５８８７号などのような、金属、半金属粒子
を炭素材料で被覆した形態の負極活物質を用いた非水電解質二次電池なども提案されてい
る。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
負極活物質に炭素系材料を使用した場合、吸蔵・放出できるリチウムの理論容量に限界が
あり、より高容量および高エネルギー密度の非水電解質二次電池を得るための障害となっ
ていた。そのため、炭素材料に代わる負極活物質として、珪素やその合金、酸化物を用い
た非水電解質二次電池が検討されている。
【００１１】
これらの負極活物質を使用した場合、活物質自体の理論容量は高いが、電池に使用した場
合、充放電に伴う活物質の膨張収縮の影響が大きく、集電性の劣化が生じやすいことや、
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活物質そのものの電子伝導性が低いために、初回の充放電効率が低くなり、電池としては
高いエネルギー密度が得られないという問題があった。最近では、特開２０００－２１５
８８７号や特開２０００－２８５９１９号で、珪素の表面に炭素材料を被覆して集電性を
高める手段も提案されているが、上記問題を解決するまでには至っていない。
【００１２】
本発明は、珪素を負極活物質に使用した非水電解質二次電池における上記問題点を解決す
るためになされたもので、放電容量の大きい非水電解質二次電池を提供することを目的と
する。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、リチウムイオンを吸蔵・放出する物質からなる正極と、リチウムイ
オンを吸蔵・放出する物質からなる負極と、非水電解質とから構成される非水電解質二次
電池において、 被覆した繊
維状珪素を負極材料として用いることを特徴とする。
【００１４】
　請求項１の発明によれば、

被覆した繊維状珪素を負極材料として用いることで、炭素材料を被覆した球状や塊状の
珪素を負極活物質に使用した場合よりも接触集電性が確保でき、放電容量の大きい非水電
解質二次電池を得ることができる。
【００１５】
　請求項２の発明は、リチウムイオンを吸蔵・放出する物質からなる正極と、リチウムイ
オンを吸蔵・放出する物質からなる負極と、非水電解質とから構成される非水電解質二次
電池において、 被覆した繊
維状珪素と炭素材料との混合物を負極材料として用いることを特徴とする。
【００１６】
請求項２の発明によれば、負極に炭素材料が加わることにより、集電性がより高くなり、
放電容量の大きい非水電解質二次電池を得ることができる。
【００１７】
請求項３の発明は、請求項１または２記載の非水電解質二次電池における、表面を炭素材
料で被覆した繊維状珪素において、珪素と炭素の合計重量に対する炭素被覆量が３～６０
重量％であることを特徴とする。
【００１８】
請求項３の発明によれば、負極活物質と集電体の密着性が良好な非水電解質二次電池を得
ることができる。
【００１９】
請求項４の発明は、請求項１、２または３記載の非水電解質二次電池において、表面を炭
素材料で被覆した繊維状珪素の繊維径が０．０１～５０μｍであることを特徴とする。
【００２０】
請求項４の発明によれば、負極活物質中でのリチウムの拡散が速く、分極の小さい、優れ
た充放電特性を示す非水電解質二次電池を得ることができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
　本発明は、リチウムイオンを吸蔵・放出する物質からなる正極と、リチウムイオンを吸
蔵・放出する物質からなる負極と、非水電解質とから構成される非水電解質二次電池にお
いて、 被覆した繊維状珪素
を負極材料として用いることを特徴とする。
【００２２】
　負極活物質として、表面を炭素材料で被覆した塊状粉末状珪素よりも

被覆した繊維状珪素を使用した方が、初回
の充放電効率が向上し、放電容量の大きい非水電解質電池が得られる。この理由として、
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負極活物質の形状が繊維状であることで、集電性が十分に確保でき、また、被覆炭素が充
放電時に伴う膨張収縮の程度を抑制することにより、集電劣化による充放電効率の低下が
抑制されるものと考えられる。
【００２３】
また、本発明の負極活物質は、天然黒鉛を負極活物質として使用していた従来の電池より
も、大きい放電容量が得られる。この理由として、負極のリチウムイオン吸蔵能力が、従
来の黒鉛系負極よりも珪素と炭素の複合体を使用することで向上していることが挙げられ
る。
【００２４】
なお、繊維状珪素材料としては、珪素単体もしくはその炭化物、酸化物などの珪素化合物
を使用することができ、本発明を超えない範囲で異種元素を含有するものや、リチウムと
の化合物であってもかまわない。
【００２５】
　また、被覆炭素の結晶性については、充分に電子伝導性が確保できる範囲であれば構わ
ないが、なかでもｄ０ ０ ２ ＝ ～０．３７ｎｍの範囲 。
【００２６】
繊維状珪素の表面を炭素材料で被覆する方法としては、化学的に炭素を蒸着させる方法、
ピッチ、タール、フェノール樹脂、イミド樹脂、フラン樹脂、ポリアクリロニトリル、フ
ルフリルアルコールなどを珪素表面に保持して焼成する方法、繊維状珪素と炭素材との間
に機械的エネルギーを作用させて炭素材料を被覆する方法などを用いることができる。
【００２７】
なお、炭素材料は、繊維状珪素の表面を完全に被覆していてもよいし、繊維状珪素の表面
の一部を被覆し、珪素の一部が露出していてもよい。
【００２８】
また、本発明は、リチウムイオンを吸蔵・放出する物質からなる正極と、リチウムイオン
を吸蔵・放出する物質からなる負極と、非水電解質とから構成される非水電解質二次電池
において、表面を炭素材料で被覆した繊維状珪素と炭素材料との混合物を負極材料として
用いることを特徴とする。
【００２９】
負極活物質としての表面を炭素材料で被覆した繊維状珪素に、炭素材料を混合することに
より、集電性をより向上させることができる。この場合、混合する炭素材料は天然黒鉛、
人造黒鉛、アセチレンブラック、ケッチェンブラック、気相成長炭素繊維からなる１種類
もしくは混合系の炭素材料を用いることが好ましい。
【００３０】
本発明の表面を炭素材料で被覆した繊維状珪素において、珪素と炭素の合計重量に対する
炭素被覆量が３～６０重量％であることが好ましい。炭素材料の被覆量が６０重量％より
も多いと、集電体との密着性が低下するためか充放電効率が劣り、容量低下が生じ、また
、被覆炭素量が３重量％よりも少ないと充分に集電性を確保するまでには至らないもので
ある。
【００３１】
　本発明の、 被覆した繊維
状珪素において、繊維径が０．０１～５０μｍの範囲であることが好ましい。繊維径が５
０μｍよりも大きいと活物質内のリチウムイオンの拡散が遅くなり、分極が大きくなるこ
とで容量低下が生じるものと考えられる。また、繊維径が０．０１μｍよりも小さいと、
取り扱いが困難になって、負極作製時の工程が複雑になる。
【００３２】
本発明における非水電解質二次電池の正極活物質としては、Ｌｉｘ ＭＯ２ 、Ｌｉｙ Ｍ２ Ｏ

４ （ただし、Ｍは一種以上の遷移金属、０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦２）で表わされる複合酸化
物、トンネル構造または層状構造の金属カルコゲン化物、金属酸化物および金属硫化物を
単独でまたは二種以上を混合して用いることができる。その具体例としては、ＬｉＣｏＯ
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２ 、ＬｉＣｏｘ Ｎｉ１ － ｘ Ｏ２ 、Ｌｘ ｉＭｎＯ４ 、ＬｉＭｎ２ Ｏ４ 、ＬｉＦｅＰＯ４ 、Ｍ
ｎＯ２ 、ＴｉＯ２ 、Ｖ２ Ｏ５ 、ＦｅＳ２ 、ＴｉＳ２ 、Ｌｉ１ ＋ ｘ ＮｉＯ２ 、ＬｉＮｉｘ Ｍ
ｎ２ － ｘ Ｏ４ などが挙げられる。特に、放電電圧の高さから、遷移金属ＭとしてＣｏ、Ｎ
ｉ、Ｍｎを使用することが好ましい。また、有機化合物として例えばポリアニリンなどの
導電性ポリマーや硫黄化合物等が挙げられる。
【００３３】
非水電解質の溶媒には、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、ビニレンカーボネート、トリフルオロプロピレンカーボネート、γ－ブチロラ
クトン、２－メチル－γ－ブチロラクトン、アセチル―γ―ブチロラクトン、γ－バレロ
ラクトン、スルホラン、１，２－メトキシエタン、１，２－ジエトキシエタン、テトラヒ
ドロフラン、２－メチルテトラヒドロフラン、ジメチルテトラヒドロフラン、３－メチル
－１，３－ジオキソラン、酢酸メチル、酢酸エチル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸
エチル、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、エチルメチルカーボネート、ジ
プロピルカーボネート、メチルプロピルカーボネート、エチルイソプロピルカーボネート
、ジブチルカーボネート、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、メチルアセテ
ート、アセトニトリル等を単独でまたは二種以上を混合して使用することができる。特に
酸化・還元に対する安定性から環状炭酸エステルと鎖状炭酸エステルの混合系が好ましい
。
【００３４】
電解質はこれらの非水溶媒に支持塩を溶解して使用する。支持塩としてＬｉＣｌＯ４ 、Ｌ
ｉＡｓＦ６ 、ＬｉＰＦ６ 、ＬｉＢＦ４ 、ＬｉＣＦ３ ＳＯ３ 、ＬｉＣＦ３ ＣＦ２ ＳＯ３ 、Ｌ
ｉＣＦ３ ＣＦ２ ＣＦ２ ＳＯ３ 、ＬｉＮ（ＣＦ３ ＳＯ２ ）２ 、ＬｉＮ（Ｃ２ Ｆ５ ＳＯ２ ）２

、ＬｉＰＦ３ （ＣＦ３ ）３ 、ＬｉＣＦ３ ＣＯ２ 、ＬｉＣｌ、ＬｉＢｒ、ＬｉＳＣＮ等のリ
チウム塩を単独でまたは二種以上を混合して使用することができる。支持塩としては中で
もＬｉＰＦ６ を用いるのが好ましい。
【００３５】
また、このような液状の電解質の代わりにイオン伝導性ポリマー電解質と有機電解液とを
組み合わせて使用することができる。イオン伝導性ポリマー電解質は、具体的にポリエチ
レンオキシド、ポリプロピレンオキシド等のポリエーテル、ポリエチレンやポリプロピレ
ン等のポリオレフィン、ポリビニリデンフルオライド、ポリテトラフルオロエチレン、ポ
リビニルフルオライド、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリメチルメタクリレー
ト、ポリメチルアクリレート、ポリビニルアルコール、ポリメタクリロニトリル、ポリビ
ニルアセテート、ポリビニルピロリドン、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレー
ト、ポリヘキサメチレンアシパミド、ポリカプロラクタム、ポリウレタン、ポリエチレン
イミン、ポリブタジエン、ポリスチレン、ポリイソプレンおよびこれらの誘導体を単独で
あるいは混合して用いることができる。
【００３６】
また、上記ポリマーを構成する各種モノマーを含むポリマーを用いてもよい。また、ポリ
マー電解質以外に、無機固体電解質あるいは有機ポリマー電解質と無機固体電解質との混
合材料、もしくは有機バインダーによって結着された無機固体粉末などを使用することが
できる。
【００３７】
また、本発明の非水電解質二次電池はその構成として正極、負極およびセパレータと非水
電解質との組み合わせからなっているが、セパレータとしては、織布、不織布、ポリエチ
レンやポリプロピレンなどのポリオレフィン系、ポリイミド、多孔性ポリフッ化ビニリデ
ン膜などの多孔性ポリマー膜やイオン伝導性ポリマー電解質膜を単独または組み合わせで
使用することができる。
【００３８】
さらに電池の形状としては円筒形、角形、コイン型、ボタン型、ラミネート型などの種々
の形状にすることができる。電池ケースの材質としてはステンレス、ニッケルメッキを施
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した鉄、アルミニウム、チタンもしくはこれらの合金およびメッキ加工のものを使用する
ことができる。ラミネート樹脂フィルムの材質としては、アルミニウム、アルミニウム合
金、チタン箔などを使用することができる。金属ラミネート樹脂フィルムの熱溶着部の材
質としてはポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートなどの熱可塑性
高分子材料であればどのような材質でもよい。また、金属ラミネート樹脂層や金属箔層は
それぞれ 1層に限定されるものではなく２層以上であっても構わない。
【００３９】
【実施例】
本発明を適用した具体的な実施例について説明するが、本実施例に限定されるものではな
く、その主旨を超えない範囲において適宜変更して実施することが可能である。
【００４０】
ここで使用した角形非水電解質二次電池の概略断面構造を図１に示す。図１において、１
は非水電解質電池、２は発電要素、３は正極板、４は負極板、５はセパレータ、６は電池
ケース、７は電池蓋、８は安全弁、９は正極端子、１０は正極リードである。
【００４１】
非水電解質二次電池１は厚みが５．０ｍｍであり、アルミニウム製集電体に正極活物質を
含む正極合剤を塗布してなる正極板３と、銅製集電体に負極活物質を含む負極合剤を塗布
してなる負極板４とを、非水電解液を注入したセパレータ５を介して巻回した巻回型発電
要素２を、鉄にニッケルメッキした電池ケース６に収納してなるものである。電池ケース
６には、安全弁８を設けた電池蓋７をレーザー溶接することによって取り付けられ、正極
端子９は正極リード１０を介して正極板３と接続され、負極板４は電池ケース６の内壁と
接触により接続されている。
【００４２】
正極は、活物質としてＬｉＣｏＯ２ ９０重量％と、導電剤としてのアセチレンブラック５
重量％と、結着剤としてのポリフッ化ビニリデン５重量％とを混合して正極合剤とし、Ｎ
－メチル－２－ピロリドンに分散させることによりスラリーを調整した。このスラリーを
厚さ２０μｍのアルミニウム製集電体に均一に塗布して、乾燥させた後、ロールプレスで
圧縮成型して、厚み１８０μｍにすることにより作製した。
【００４３】
負極は、負極活物質９０重量％と、結着剤としてのポリフッ化ビニリデン１０重量％とを
混合して負極合剤とし、Ｎ－メチル－２－ピロリドンに分散させることによりスラリーを
調整した。このスラリーを厚さ１０μｍの銅製集電体に均一に塗布して、乾燥させた後、
ロールプレスで圧縮成型して、厚み１８０μｍにすることにより作製した。
【００４４】
セパレータとしては、厚さ２５μｍの微多孔性ポリエチレンフィルムを用いた。また電解
質には、エチレンカーボネート（ＥＣ）とエチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）を体積比
で１：１で混合し、リチウム塩としてＬｉＰＦ６ を１．０ｍｏｌ／ｌ溶解した電解液を使
用して電池を作製した。
【００４５】
作製した非水電解質二次電池を、２５℃において１Ｃの電流で３．９Ｖまで定電流定電圧
充電を３時間おこなって満充電状態とした。続いて１Ｃの電流で２．７５Ｖまで放電させ
、この１サイクル目の放電容量および充放電効率を測定した。
【００４６】
［実施例１］
負極活物質として、つぎの３種類を使用した電池を作製し、その特性を比較した。１）繊
維径５μｍの珪素繊維の表面を、平均面間隔ｄ０ ０ ２ ＝０．３４ｎｍの炭素材料で被覆し
たもの。ただし、珪素と炭素の合計重量に対する炭素被覆量を３０重量％とした。これを
電池Ａとした。２）平均粒子径が２０μｍの塊状粉末珪素の表面を平均面間隔ｄ０ ０ ２ ＝
０．３４ｎｍの炭素材料で被覆したもの。ただし、珪素と炭素の合計重量に対する炭素被
覆量を３０重量％とした。これを電池Ｂとした。３）鱗片状天然黒鉛。これを電池Ｃとし
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た。測定結果を表１に示した。
【００４７】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４８】
表１から、電池Ｃの充放電効率は電池ＡおよびＢよりも大きかったが、放電容量は小さか
った。電池Ａは電池Ｂに比べて、放電容量および充放電効率ともかなり大きくなった。こ
のように、本発明の、表面を炭素材料で被覆した繊維状珪素を負極材料として用いること
により、放電容量の大きい非水電解質二次電池が得られることがわかった。
【００４９】
［実施例２］
負極活物質として、繊維径５μｍの珪素繊維の表面を、平均面間隔ｄ０ ０ ２ ＝０．３４ｎ
ｍの炭素材料で被覆したものを使用し、珪素と炭素の合計重量に対する炭素被覆量を０～
７０重量％の間で変化させた７種類の電池（電池Ｄ～電池Ｊ）を作製し、１サイクル目の
充放電特性を測定した。測定結果を表２に示した。
【００５０】
【表２】
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【００５１】
表２から、表面を炭素材料で被覆した繊維状珪素を負極活物質に用いた非水電解質二次電
池において、珪素と炭素の合計重量に対する炭素被覆量が３～６０重量％である、本発明
の電池Ｅ～電池Ｉでは、放電容量が大きく、充放電効率も８０％以上であったのに対し、
炭素被覆量が本発明の範囲外である電池Ｄおよび電池Ｊでは、放電容量および充放電効率
ともに小さくなることがわかった。
【００５２】
［実施例３］
負極活物質として、珪素繊維の表面を平均面間隔ｄ０ ０ ２ ＝０．３４ｎｍの炭素材料で被
覆したものを使用し、珪素と炭素の合計重量に対する炭素被覆量を３０重量％とし、珪素
繊維の繊維径を０．００５～７０μｍの間で変化させた６種類の電池（電池Ｋ～電池Ｐ）
を作製し、１サイクル目の充放電特性を測定した。測定結果を表３に示した。
【００５３】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５４】
表３から、表面を炭素材料で被覆した繊維状珪素を負極活物質に用いた非水電解質二次電
池において、珪素繊維の繊維径が０．０１～５０μｍである、本発明の電池Ｌ～電池Ｏで
は、放電容量が大きく、充放電効率も８０％以上であったのに対し、珪素繊維の繊維径が
本発明の範囲外である電池Ｋおよび電池Ｐでは、放電容量および充放電効率ともに小さく
なることがわかった。
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【００５５】
［実施例４］
繊維径５μｍの珪素繊維の表面を、平均面間隔ｄ０ ０ ２ ＝０．３４ｎｍの炭素材料で被覆
し、珪素と炭素の合計重量に対する炭素被覆量を３０重量％としたものをＸとする。そし
て、Ｘと炭素材料とを混合した負極活物質を使用した非水電解質二次電池を作製した。
【００５６】
炭素材料として鱗片状人造黒鉛を使用し、合計重量に対するＸの比率を９０重量％、８０
重量％および６０重量％とした負極活物質を使用した非水電解質二次電池と、炭素材料と
してアセチレンブラックとを混合し、合計重量に対するＸの比率を９０重量％とした負極
活物質を使用した非水電解質二次電池を作製し、１サイクル目の充放電特性を測定した。
測定結果を表４に示した。
【００５７】
【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５８】
表４から、電池Ｑ～電池Ｔの放電容量はほぼ同じであり、充放電効率は炭素材料の添加量
が多くなるにしたがって、わずかではあるが改善されることがわかった。
【００５９】
【発明の効果】
　本発明になる非水電解質二次電池は、リチウムイオンを吸蔵・放出する物質からなる正
極と、リチウムイオンを吸蔵・放出する物質からなる負極と、非水電解質とから構成され
る非水電解質二次電池において、

被覆した繊維状珪素を負極材料として用いることを特徴とするものである。
【００６０】
　負極活物質として、 被覆
した繊維状珪素を使用した場合、負極活物質の形状が繊維状であることで、集電性が十分
に確保でき、また、被覆炭素が充放電時に伴う膨張収縮の程度を抑制することにより、集
電劣化による充放電効率の低下が抑制されるため、初回の充放電効率が向上し、放電容量
の大きい非水電解質電池が得られるものである。
【図面の簡単な説明】
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【図１】角形非水電解質二次電池の概略断面構造を図１に示す図。
【符号の説明】
１　非水電解質二次電池
２　発電要素
３　正極板
４　負極板
５　セパレータ
６　電池ケース
７　電池蓋
８　安全弁
９　正極端子
１０　正極リード
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