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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板状の第１蓄電セルと、板状の第２蓄電セルと、前記第１蓄電セルおよび第２蓄電セル
の間に配置された集電箔とを含む積層体と、
　前記積層体を挟むように配置された負電極および正電極と、
　電位差測定手段と、
　温度検出手段と
　を備え、
　前記第１蓄電セルと、前記集電箔と、前記第２蓄電セルとは、順次積層されると共に、
前記集電箔は、前記第１蓄電セルおよび第２蓄電セルに接触するように配置され、
　前記第１蓄電セルは、第１正極活物質層と、前記第１正極活物質層上に形成された第１
電解質層と、前記第１電解質層上に形成された第１負極活物質層とを含み、
　前記第２蓄電セルは、第２正極活物質層と、前記第２正極活物質層上に形成された第２
電解質層と、前記第２電解質層上に形成された第２負極活物質層とを含み、
　前記集電箔は、前記第１負極活物質層に接触するように形成された第１金属板と、前記
第１金属板に接触するように積層されると共に、前記第２正極活物質層と接触するように
形成された第２金属板とを含み、
　前記第１金属板および前記第２金属板は、互いに異なる金属で形成され、
　前記電位差測定手段は、前記第１金属板および前記第２金属板にそれぞれ接続されてい
る導線と、前記導線に接続され、電位差を測定するための電圧計測器とを含み、
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　前記電位差測定手段は、前記第１金属板と前記第２金属板との電位差を測定し、
　前記温度検出手段は、前記電位差に基づいて温度を検出する、蓄電装置。
【請求項２】
　前記第１金属板は、前記第１負極活物質層に面接触するように配置され、
　前記第２金属板は、前記第２正極活物質層に面接触するように配置された、請求項１に
記載の蓄電装置。
【請求項３】
　前記導線は、前記第１金属板の端部と前記第２金属板の端部とに接続された、請求項１
または請求項２に記載の蓄電装置。
【請求項４】
　前記第１蓄電セルと前記第２蓄電セルは、電池セルを含む、請求項１から請求項３のい
ずれかに記載の蓄電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気を蓄える蓄電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　二次電池などの蓄電装置は、内部に配置された蓄電セルの電気化学反応によって発熱し
て温度が上昇する場合がある。蓄電装置は高温になると発電効率が低下する場合があるた
めに内部の温度管理を行なうことが好ましい。
【０００３】
　特開２０００－２４３３７０号公報においては、電池ケースの各電池の隔壁に、隣接す
る電池の電極を電気的に接続するための貫通孔を形成し、この貫通孔に、導電性と熱伝導
性に優れた材料により形成された熱伝導部材を配置した集合電池が開示されている。この
集合電池においては、熱伝導部材が、陰極側集電板や陽極側集電板と当接する２つの集電
板接続体で挟持されている。熱伝導部材は、その一部が、集合電池の外部に突出するよう
に形成されて、突出した部分にサーミスタなどを取り付けることにより集合電池内部の温
度を検出することが開示されている。
【０００４】
　特開平１０－５５８２５号公報においては、負極と正極とをセパレータを介して積層す
るとともに、熱電対を巻込んだ積層電極体を備える非水電解液二次電池が開示されている
。熱電対の両端は、電池本体の表面に配置された内部温度計測用端子に接続されている。
内部温度計測用端子に制御回路を接続して電圧を測定するとともに、予め設定された適正
電圧範囲から外れたときには充放電を抑制する制御を行なうことが開示されている。この
非水電解液二次電池においては、安全性を高めつつ電池性能を最大限に引き出すことが可
能になると開示されている。
【０００５】
　特開２００４－２５３１５５号公報においては、集電体の一方の面に正極が形成され、
他方の面に負極が形成されたバイポーラ電極を、電解質を挟んで複数枚直列に積層したバ
イポーラリチウムイオン二次電池において、電極周辺部の一部に、絶縁処理がされておら
ず、集電体が露出している部分があるバイポーラ電池が開示されている。
【０００６】
　特開平８－７９２６号公報においては、正極活物質としてリチウム化合物を用いた正極
と、負極活物質としてリチウムをドープし、且つ脱ドープしえる炭素質材料を用いた負極
と非水電解液からなる非水電解液二次電池において、正極活物質と負極活物質が１枚の集
電体の両側に保持されるバイポーラ型電極を使用した非水電解液二次電池が開示されてい
る。
【特許文献１】特開２０００－２４３３７０号公報
【特許文献２】特開平１０－５５８２５号公報
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【特許文献３】特開２００４－２５３１５５号公報
【特許文献４】特開平０８－７９２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記の特許文献においては、電池ケースに熱伝導部材を挿入して、この熱伝導部材の温
度を測定することにより、電池の温度を測定することが開示されている。または、巻回さ
れた積層体の中心部に熱電対を挿入することにより、電池の温度を測定することが開示さ
れている。しかしながら、これらの電池においては、電池の温度を測定するための構造が
複雑であるという問題があった。
【０００８】
　本発明は、簡易な構成で異常を検知できる蓄電装置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】
【０００９】
　本発明に基づく蓄電装置は、板状の第１蓄電セルと、板状の第２蓄電セルと、第１蓄電
セルおよび第２蓄電セルの間に配置された集電箔とを含む積層体と、積層体を挟むように
配置された負電極および正電極と、電位差測定手段と、温度検出手段とを備える。上記第
１蓄電セルと、集電箔と、第２蓄電セルとは、順次積層されると共に、集電箔は、第１蓄
電セルおよび第２蓄電セルに接触するように配置される。上記第１蓄電セルは、第１正極
活物質層と、第１正極活物質層上に形成された第１電解質層と、第１電解質層上に形成さ
れた第１負極活物質層とを含む。上記第２蓄電セルは、第２正極活物質層と、第２正極活
物質層上に形成された第２電解質層と、第２電解質層上に形成された第２負極活物質層と
を含む。上記集電箔は、第１負極活物質層に接触するように形成された第１金属板と、第
１金属板に接触するように積層されると共に、第２正極活物質層と接触するように形成さ
れた第２金属板とを含む。上記第１金属板および第２金属板は、互いに異なる金属で形成
される。上記電位差測定手段は、第１金属板および第２金属板にそれぞれ接続されている
導線と、導線に接続され、電位差を測定するための電圧計測器とを含む。上記電位差測定
手段は、第１金属板と第２金属板との電位差を測定する。上記温度検出手段は、電位差に
基づいて温度を検出する。
【００１０】
　上記発明において好ましくは、第１金属板は、第１負極活物質層に面接触するように配
置され、上記第２金属板は、第２正極活物質層に面接触するように配置される。
【００１１】
　上記発明において好ましくは、上記電位差測定手段は、上記第１金属板の端部および上
記第２金属板の端部にそれぞれ接続されている導線と、上記導線に接続され、上記電位差
を測定するための電圧計測器とを含む。
【００１２】
　上記発明において好ましくは、上記第１蓄電セルと第２蓄電セルは、電池セルを含む。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、簡易な構成で異常を検知できる蓄電装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　（実施の形態１）
　図１から図４を参照して、実施の形態１における蓄電装置について説明する。蓄電装置
は、電気を蓄えるための装置であり二次電池やキャパシタ等を含む。本実施の形態におい
ては、蓄電装置として、複数の電池セルが一体化された蓄電装置を例に取り上げて説明す
る。
【００１５】
　図１は、本実施の形態における蓄電装置の概略斜視図である。本実施の形態における蓄
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電装置は、複数の電池セルを含む二次電池である。また、本実施の形態における蓄電装置
は、バイポーラ電極を含むバイポーラ電池である。
【００１６】
　蓄電装置２は、複数の電池セルが積層された積層体３１を備える。矢印１００は、複数
の電池セルの積層方向を示す。蓄電装置２は、負電極２１および正電極２３を備える。積
層体３１は、負電極２１および正電極２３に挟まれている。負電極２１および正電極２３
は、固定部材３５によって互いに固定されている。負電極２１および正電極２３のそれぞ
れの表面には、絶縁フィルム２４が配置されている。絶縁フィルム２４により、蓄電装置
２と蓄電装置２が固定される部材との絶縁が形成される。
【００１７】
　蓄電装置２は、積層体３１の周りに配置された樹脂３７を備える。樹脂３７は、負電極
２１および正電極２３との間に配置されている。樹脂３７は、積層体３１を取り囲むよう
に配置されている。
【００１８】
　図２に、本実施の形態における積層体の部分の拡大概略断面図を示す。積層体３１は、
複数の電池セル２５が積層されることにより一体化されている。それぞれの電池セル２５
は、板状に形成されている。電池セル２５は、正極をなす正極活物質層２８と、負極をな
す負極活物質層２６と、正極活物質層２８と負極活物質層２６との間に介在する電解質層
２７とから構成されている。
【００１９】
　電解質層２７は、イオン伝導性を示す材料から形成される層である。電解質層２７は、
固体電解質であっても良いし、ゲル状電解質であっても良い。電解質層２７を介在させる
ことにより、正極活物質層２８および負極活物質層２６間のイオン伝導性を高めることが
でき、電池の出力を向上させることができる。
【００２０】
　複数の電池セル２５は、矢印１００に示す積層方向に隣り合う位置で正極活物質層２８
と負極活物質層２６とが対向するように積層されている。複数の電池セル２５同士の間に
は、集電箔２９が配置されている。集電箔２９は、板状に形成されている。集電箔２９は
、電池セル２５に面接触している。
【００２１】
　集電箔２９は、面積が最大である面積最大面が電池セル２５の活物質層に接合されてい
る。集電箔２９の一方の面２９ｂに正極活物質層２８が配置され、集電箔２９の他方の面
２９ａに負極活物質層２６が配置されている。正極活物質層２８および負極活物質層２６
は、たとえばスパッタリングにより集電箔２９の表面上に形成されている。
【００２２】
　バイポーラ電極３０は、電池セル２５の積層方向に隣り合う電解質層２７同士の間に配
置された正極活物質層２８、集電箔２９および負極活物質層２６の組により構成されてい
る。バイポーラ電池では、１つのバイポーラ電極３０に、正極をなす正極活物質層２８と
負極をなす負極活物質層２６との双方を含む。
【００２３】
　複数の電池セル２５は、負電極２１に最も近い側に配置される電池セル２５ｊと、正電
極２３に最も近い側に配置される電池セル２５ｋとを含む。電池セル２５ｊは、負電極２
１側の端に負極活物質層２６が配置されるように設けられている。電池セル２５ｋは、正
電極２３側の端に正極活物質層２８が配置されるように設けられている。これにより電池
セル２５ｊの負極活物質層２６に負電極２１が接触して、電池セル２５ｋの正極活物質層
２８に正電極２３が接触する。
【００２４】
　図３に本実施の形態における蓄電装置の端部の概略断面図を示す。樹脂３７は、積層体
３１を密封するように配置されている。樹脂３７が配置されることにより、電解質層２７
が漏出することを防止できる。本実施の形態における積層体は、樹脂封止されている。
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【００２５】
　電解質層の漏出を防止する構造としては、樹脂封止に限られず、任意の形態を採用する
ことができる。たとえば、積層体３１が密閉型のケースに覆われていてもよい。または、
樹脂に代えて集電箔２９同士の間にパッキンが配置されていても構わない。または、電解
質層２７が固体電解質から形成されている場合には、樹脂３７が配置されていなくてもよ
い。
【００２６】
　次に、バイポーラ電池を構成する各部材について詳細な説明を行なう。本実施の形態に
おける集電箔２９は、異種金属が積層された積層金属板である。集電箔２９は、第１金属
板１１と第２金属板１２とを含む。第２金属板１２は、第１金属板１１と異なる金属で形
成されている。本実施の形態における第１金属板１１および第２金属板１２は、互いにほ
ぼ同じ大きさに形成されている。第１金属板１１と第２金属板１２とは、面接触している
。本実施の形態における第１金属板１１は銅箔であり、第２金属板１２はアルミニウム箔
である。
【００２７】
　第１金属板および第２金属板は、この形態に限られず、互いに異なる金属であればよい
。また、第１金属板および第２金属板は、合板であってもよい。金属板の材質としては、
たとえば、銅およびアルミニウムの他に、チタン、ニッケル、ステンレス鋼（ＳＵＳ）も
しくはこれらの合金等を採用することができる。
【００２８】
　正極活物質層２８は、正極活物質および固体高分子電解質を含む。正極活物質層２８は
、イオン伝導性を高めるための支持塩（リチウム塩）、電子伝導性を高めるための導電助
剤、スラリー粘度の調整溶媒としてのＮＭＰ（Ｎ－メチル－２－ピロリドン）、重合開始
剤としてのＡＩＢＮ（アゾビスイソブチロニトリル）等を含んでも良い。
【００２９】
　正極活物質としては、リチウムイオン二次電池で一般的に用いられる、リチウムと遷移
金属との複合酸化物を使用することができる。正極活物質として、たとえば、ＬｉＣｏＯ

2等のＬｉ・Ｃｏ系複合酸化物、ＬｉＮｉＯ2等のＬｉ・Ｎｉ系複合酸化物、スピネルＬｉ
Ｍｎ2Ｏ4等のＬｉ・Ｍｎ系複合酸化物、ＬｉＦｅＯ2等のＬｉ・Ｆｅ系複合酸化物などが
挙げられる。その他、ＬｉＦｅＰＯ4等の遷移金属とリチウムとのリン酸化合物や硫酸化
合物；Ｖ2Ｏ5、ＭｎＯ2、ＴｉＳ2、ＭｏＳ2、ＭｏＯ3等の遷移金属酸化物や硫化物；Ｐｂ
Ｏ2、ＡｇＯ、ＮｉＯＯＨ等が挙げられる。
【００３０】
　固体高分子電解質は、イオン伝導性を示す高分子であれば、特に限定されず、たとえば
、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）、ポリプロピレンオキシド（ＰＰＯ）、これらの共重
合体などが挙げられる。このようなポリアルキレンオキシド系高分子は、ＬｉＢＦ4、Ｌ
ｉＰＦ6、ＬｉＮ（ＳＯ2ＣＦ3）2、ＬｉＮ（ＳＯ2Ｃ2Ｆ5）2等のリチウム塩を容易に溶解
する。固体高分子電解質は、正極活物質層２８および負極活物質層２６の少なくとも一方
に含まれる。より好ましくは、固体高分子電解質は、正極活物質層２８および負極活物質
層２６の双方に含まれる。
【００３１】
　支持塩としては、Ｌｉ（Ｃ2Ｆ5ＳＯ2）2Ｎ、ＬｉＢＦ4、ＬｉＰＦ6、ＬｉＮ（ＳＯ2Ｃ2

Ｆ5）2、もしくはこれらの混合物等を使用することができる。導電助剤としては、アセチ
レンブラック、カーボンブラック、グラファイト等を使用することができる。
【００３２】
　負極活物質層２６は、負極活物質および固体高分子電解質を含む。負極活物質層は、イ
オン伝導性を高めるための支持塩（リチウム塩）、電子伝導性を高めるための導電助剤、
スラリー粘度の調整溶媒としてのＮＭＰ（Ｎ－メチル－２－ピロリドン）、重合開始剤と
してのＡＩＢＮ（アゾビスイソブチロニトリル）等を含んでも良い。
【００３３】



(6) JP 5061698 B2 2012.10.31

10

　負極活物質としては、リチウムイオン二次電池で一般的に用いられる材料を使用するこ
とができる。但し、固体電解質を使用する場合、負極活物質として、カーボンもしくはリ
チウムと金属酸化物もしくは金属との複合酸化物を用いることが好ましい。より好ましく
は、負極活物質は、カーボンもしくはリチウムと遷移金属との複合酸化物である。さらに
好ましくは、遷移金属はチタンである。つまり、負極活物質は、チタン酸化物もしくはチ
タンとリチウムとの複合酸化物であることがさらに好ましい。
【００３４】
　電解質層２７を形成する固体電解質としては、たとえば、ポリエチレンオキシド（ＰＥ
Ｏ）、ポリプロピレンオキシド（ＰＰＯ）、これらの共重合体等、固体高分子電解質を使
用することができる。固体電解質は、イオン伝導性を確保するための支持塩（リチウム塩
）を含む。支持塩としては、ＬｉＢＦ4、ＬｉＰＦ6、ＬｉＮ（ＳＯ2ＣＦ3）2、ＬｉＮ（
ＳＯ2Ｃ2Ｆ5）2、もしくはこれらの混合物等を使用することができる。
【００３５】
　さらに、正極活物質層２８、負極活物質層２６および電解質層２７を形成する材料の具
体例を表１から表３に示す。表１は、電解質層２７が有機系固体電解質である場合の具体
例を示し、表２は、電解質層２７が無機系固体電解質である場合の具体例を示し、表３は
、電解質層２７がゲル状電解質である場合の具体例を示す。
【００３６】
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【表１】

【００３７】
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【表２】

【００３８】
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【表３】

【００３９】
　図３を参照して、本実施の形態における蓄電装置２は、第１金属板１１と第２金属板１
２との電位差を測定するための電位差測定手段備え、電位差測定手段は、電圧計測器１３
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を含む。電圧計測器１３は、第１金属板１１と第２金属板１２とに電気的に接続されてい
る。電位差測定手段は、導線１４を含む。第１金属板１１および第２金属板１２は、それ
ぞれが導線１４によって電圧計測器１３に接続されている。導線１４は、第１金属板１１
の端部に接続されている。また、導線１４は、第２金属板１２の端部に接続されている。
導線１４は、積層体３１の外側の領域にて第１金属板１１および第２金属板１２に接続さ
れている。
【００４０】
　それぞれの導線１４は、樹脂３７が配置されている領域において、第１金属板１１およ
び第２金属板１２に接続されている。電圧計測器１３は、ゼーベック効果により異種金属
同士の間に生じる電位差（電圧）を測定できるように形成されている。
【００４１】
　本実施の形態における蓄電装置は、電圧計測器１３で計測された電位差に基づいて、温
度を検出するための温度検出手段として温度検出器を備える（図示せず）。温度検出器に
おいては、予め確認された温度と異種金属同士の間に生じる電位差との相関関係により、
集電箔２９の温度を検出できるように形成されている。
【００４２】
　また、本実施の形態における温度検出器は、第１金属板１１と第２金属板１２との間に
生じる電位差から検出された温度と、積層体３１の内部における温度との相関関係により
、検出された温度を補正する機能を有する。本実施の形態における温度検出器は、積層体
３１の集電箔２９を平面視したときのほぼ中央部分の温度を検出できるように形成されて
いる。このように、温度検出器は、積層体３１の内部の温度を検出できるように形成され
ている。
【００４３】
　通常の充放電においては、それぞれの集電箔２９から検出される電位差は、所定の範囲
内である。この電位差範囲を基準電位差範囲としたときに、蓄電装置に異常が生じたとき
には、それぞれの集電箔２９から検出される電位差は、基準電位差範囲から逸れる。集電
箔２９から検出される電位差を測定することにより、蓄電装置の異常を検知することがで
きる。たとえば、蓄電セル同士の接続不良や電気回路の短絡などを検知することができる
。
【００４４】
　さらに、本実施の形態においては、測定された電位差から積層体の内部の温度が検出可
能に形成されているため、積層体の温度が異常であることを検出できる。また、導線が第
１金属板の端部および第２金属板の端部に接続されているために、積層体の内部に部品を
挿入する必要がなく、簡易な構成で積層体の内部の温度を測定することができる。たとえ
ば、積層体の内部に熱電対などの温度測定機器を挿入しなくても、積層体の内部の温度を
測定できる。
【００４５】
　本実施の形態における蓄電装置は、電池セル２５の内部における化学反応に影響を与え
ることなく、第１金属板１１および第２金属板１２の電位差を計測することができる。電
池セル２５の内部における化学反応に影響を与えることなく、蓄電装置の内部の温度を測
定することができる。
【００４６】
　たとえば、電池セルの積層体の内部に熱電対などの温度測定機器が挿入されると、電池
セルの内部の化学反応に影響を与えるが、本実施の形態においては、電池セルの積層体の
内部に温度を測定するための部材を挿入しないために、電池セルに影響を与えずに積層体
の内部の温度を測定することができる。
【００４７】
　本実施の形態における蓄電装置は、異常が生じたときに充放電を制御する制御装置を備
える。制御装置は、たとえば、積層体３１の内部の温度が基準電位差範囲を超えている場
合には、充放電を抑制するように形成されている。または、積層体３１の内部が高温のと
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きには、蓄電装置に接続されている電気回路から蓄電装置を電気的に隔離するように形成
されている。
【００４８】
　本実施の形態においては、それぞれの集電箔２９に対して電圧計測器１３が接続されて
いる。複数の集電箔２９のそれぞれに対して電圧計測器１３が接続されている。この構成
により、それぞれの集電箔における温度を個別に測定することができ、異常が生じている
電池セルを特定することができる。
【００４９】
　また、それぞれの集電箔に対して電圧計測器が接続されていることにより、微小部分の
異常を検知することができるため、早期に蓄電装置全体の異常を検出することができる。
または、複数の電池セルのうち、一の電池セルにおいて異常が発見された場合には、蓄電
装置全体に異常が生じていると判断しても構わない。
【００５０】
　本実施の形態における蓄電装置は、電池セルに面接触するように配置された集電板を備
え、集電板は積層金属板を含む。この構成により、集電板に異常を検知する機能を持たせ
ることができる。または、構成を簡略化することができる。
【００５１】
　本実施の形態における蓄電装置は、複数の電池セルが積層された積層体を備える。この
構成により、蓄電池装置の容量を大きくしたり、出力電圧を大きくしたりすることができ
る。
【００５２】
　図４に、本実施の形態における蓄電装置の製造方法を説明する概略断面図を示す。本実
施の形態における蓄電装置の製造方法は、電池セル２５の両側に第１金属板１１および第
２金属板１２が配置された単位セルを製造する工程と、これらの単位セルを積層する工程
とを含む。
【００５３】
　本実施の形態における蓄電装置の製造方法においては、第１金属板１１と第２金属板１
２とが表面に配置された電池セル２５を、矢印１０１，１０２に示すように互いに接合す
る。一の電池セル２５において表面に配置された第１金属板１１と、他の電池セル２５に
配置された第２金属板１２とが互いに接合される。
【００５４】
　このように、本実施の形態においては、電解質層、活物質層および集電箔を順に積層し
ていく必要はなく、それぞれの電池セルを含む単位セルを製造しておいて、後に、これら
の単位セルを積層して製造することができる。このため、積層型電池の製造工程が簡略化
され、容易に製造を行なうことができる。または、電池セルの積層体を製造した後の試験
において、導線の接続不良を発見したとしても、容易に補修を行なうことができて歩留ま
りが向上する。
【００５５】
　本実施の形態における蓄電セルは電池セルを含むが、この形態に限られず、蓄電セルは
キャパシタを含んでいても構わない。積層体としては単一のキャパシタが複数積層されて
いても構わない。
【００５６】
　また、本実施の形態における積層体は、複数の電池セルが一の側を向くように積層され
ているが、特にこの形態に限られず、任意の積層方法を採用することができる。たとえば
、電池セルを並列に接続するために互いに反対側を向く電池セルが含まれていても構わな
い。
【００５７】
　（実施の形態２）
　図５を参照して、実施の形態２における蓄電装置について説明する。
【００５８】
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　図５は、本実施の形態における蓄電装置の端部の概略断面図である。本実施の形態にお
いて、第１金属板１１と第２金属板１２との電位差を測定するための電位差測定手段は、
電圧計測器１３を備える。電位差測定手段は、導線１５を備える。第１金属板１１および
第２金属板１２は、それぞれが導線１５によって電圧計測器１３に接続されている。本実
施の形態における蓄電装置は、電圧計測器１３で計測された電位差に基づいて温度を検出
するための温度検出手段として温度検出器を備える（図示せず）。
【００５９】
　それぞれの導線１５は、第１金属板１１の端部および第２金属板１２の端部に接続され
ている。本実施の形態において、それぞれの導線１５は、電池セル２５の積層体の外側の
領域にて接続されている。さらに、導線１５は、樹脂３７が配置されている領域の外側の
領域にて接続されている。
【００６０】
　本実施の形態の蓄電装置においては、電池セル２５を積層した後に、導線１５を第１金
属板１１の端部および第２金属板１２の端部に接続することができ、容易に製造を行なう
ことができる。または、導線１５が樹脂３７の外側の領域に接続されているために、樹脂
３７で積層体３１を固化した後に、導線１５の接続を行なうことができ、容易に製造を行
なうことができる。
【００６１】
　本実施の形態の蓄電装置においては、蓄電装置を製造した後の試験において、導線１５
の接続不良を発見したとしても、容易に補修を行なうことができて歩留まりが向上する。
【００６２】
　その他の構成、作用および効果については、実施の形態１と同様であるので、ここでは
説明を繰り返さない。
【００６３】
　上述のそれぞれの図において、同一または相当する部分には、同一の符号を付している
。
【００６４】
　なお、今回開示した上記実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない
。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範
囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】実施の形態１における蓄電装置の概略斜視図である。
【図２】実施の形態１における蓄電装置の概略断面図である。
【図３】実施の形態１における蓄電装置の拡大概略断面図である。
【図４】実施の形態１における蓄電装置の製造方法を説明する概略断面図である。
【図５】実施の形態２における蓄電装置の拡大概略断面図である。
【符号の説明】
【００６６】
　２　蓄電装置、１１　第１金属板、１２　第２金属板、１３　電圧計測器、１４，１５
　導線、２１　負電極、２３　正電極、２４　絶縁フィルム、２５，２５ｊ，２５ｋ　電
池セル、２６　負極活物質層、２７　電解質層、２８　正極活物質層、２９　集電箔、２
９ａ，２９ｂ　面、３０　バイポーラ電極、３１　積層体、３５　固定部材、３７　樹脂
、１００～１０２　矢印。
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