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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　帯状の第１電極板と、
板厚方向に背向する前記第１電極板の一面及び他面のうち、前記第１電極板の一面側に積
層される帯状の第１セパレータと、
前記第１電極板の他面側に積層される帯状の第２セパレータと、
複数の歯部と、複数の前記歯部を連結する連結部とを有し、前記第１セパレータの反第１
電極板側に積層される櫛歯状の第２電極板と、
複数の歯部と、複数の前記歯部を連結する連結部とを有し、前記第２セパレータの反第１
電極板側に積層される櫛歯状の第３電極板と、
からなり、
積層された前記第１電極板、前記第１セパレータ、前記第２セパレータ、前記第２電極板
及び前記第３電極板をつづら折り状に屈曲成形することにより構成されることを特徴とす
る電池の電極積層体。
【請求項２】
　前記第２電極板の前記歯部と前記第３電極板の前記歯部が、それぞれ前記第１電極板に
よって挟み込まれるように、つづら折り状に屈曲成形することにより構成されることを特
徴とする請求項１に記載の電池の電極積層体。
【請求項３】
　前記第２電極板の前記歯部が、前記第３電極板の前記歯部に積層方向に対向して積層さ



(2) JP 5115591 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

れた状態でつづら折り状に屈曲成形されることにより構成されることを特徴とする請求項
１又は２に記載の電池の電極積層体。
【請求項４】
　前記第２電極板の前記歯部が、前記第３電極板の前記歯部と前記歯部の間に配置され積
層された状態でつづら折り状に屈曲成形されることにより構成されることを特徴とする
請求項１又は２に記載の電池の電極積層体。
【請求項５】
　前記第２電極板と前記第３電極板は、前記歯部と前記連結部とによって形成される角部
がＲ状であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の電池の電極積層体。
【請求項６】
　前記第２電極板は、前記第１セパレータに固定された状態で前記第１電極板の一面側に
積層され、
　前記第３電極板は、前記第２セパレータに固定された状態で前記第１電極板の他面側に
積層されることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の電池の電極積層体。
【請求項７】
　前記第２電極板と前記第３電極板は、帯状の電極板を櫛歯状に切断することによって同
時に構成されることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の電池の電極積層体
。
【請求項８】
　前記第１電極板が、負極であり、
　前記第２電極板及び前記第３電極板が正極であることを特徴とする請求項１～７のいず
れか１項に記載の電池の電極積層体。
【請求項９】
　車両に搭載され、電子装置に電力を供給することを特徴とする請求項１～８のいずれか
１項に記載の電池の電極積層体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池の電極積層体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電池の電極積層体として、例えば特許文献１に開示されている密閉型角形電池の
電極集積体がある。この電極集積体は、矩形状の電極板と、テープ状のセパレータ材とを
備えている。電極板は、セパレータ材の上に、長手方向に複数配置される。電極板の上に
は、別のセパレータ材が配置される。そして、セパレータ材同士が熱圧着され、電極体が
形成される。その後、この電極体をつづら折り状に屈曲成形して、電極板が積層された電
極集積体が形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－３３５２４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前述した電極集積体では、独立した電極板を、セパレータ材の上に、長手方
向に複数配置しなければならない。そのため、配置作業に時間を要することとなり生産性
が悪い。また、独立した電極板が長手方向に複数配置されるため、配置時及び屈曲成形時
に電極板の位置ずれが発生しやすく、形状不良となる可能性が高い。
【０００５】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、作業時間を短縮して生産性を向
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上させるとともに、電極板の位置ずれを抑えることができる電池の電極積層体を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで、本発明者らは、この課題を解決すべく鋭意研究し試行錯誤を重ねた結果、帯状
及び櫛歯状の電極板を積層し、屈曲成形することにより電極積層体を構成することで、作
業時間を短縮して生産性を向上させるとともに、電極板の位置ずれを抑えられることを見
出し、本発明を完成するに至った。
【０００７】
　すなわち、請求項１に記載の電池の電極積層体は、帯状の第１電極板と、板厚方向に背
向する第１電極板の一面及び他面のうち、第１電極板の一面側に積層される帯状の第１セ
パレータと、第１電極板の他面側に積層される帯状の第２セパレータと、複数の歯部と、
複数の歯部を連結する連結部とを有し、第１セパレータの反第１電極板側に積層される櫛
歯状の第２電極板と、複数の歯部と、複数の歯部を連結する連結部とを有し、第２セパレ
ータの反第１電極板側に積層される櫛歯状の第３電極板と、からなり、積層された第１電
極板、第１セパレータ、第２セパレータ、第２電極板及び第３電極板をつづら折り状に屈
曲成形することにより構成されることを特徴とする。
【０００８】
　この構成によれば、従来、長手方向に複数配置されていた電極板が、第１電極板～第３
電極板としてそれぞれ一体化された構成となっている。そのため、従来のように、独立し
た電極板を長手方向に複数配置する必要がない。従って、作業時間を短縮することができ
る。また、一体化された構成で電極位置が拘束されるため、電極板の位置ずれも発生しに
くい。従って、作業時間を短縮して生産性を向上させるとともに、電極板の位置ずれを抑
えることができる。
【０００９】
　請求項２に記載の電池の電極積層体は、第２電極板の歯部と第３電極板の歯部が、それ
ぞれ第１電極板によって挟み込まれるように、つづら折り状に屈曲成形することにより構
成されることを特徴とする。この構成によれば、第１電極板と、第２電極板又は第３電極
板のいずれかが交互に積層された電極積層体を構成することができる。
【００１０】
　請求項３に記載の電池の電極積層体は、第２電極板の歯部が、第３電極板の歯部に積層
方向に対向して積層された状態でつづら折り状に屈曲成形されることにより構成されるこ
とを特徴とする。この構成によれば、第１電極板と、第２電極板又は第３電極板のいずれ
かが交互に積層された電極積層体を確実に構成することができる。
【００１１】
　請求項４に記載の電池の電極積層体は、第２電極板の歯部が、第３電極板の歯部と歯部
の間に配置され積層された状態でつづら折り状に屈曲成形されることにより構成されるこ
とを特徴とする。この構成によれば、第１電極板と、第２電極板又は第３電極板のいずれ
かが交互に積層された電極積層体を確実に構成することができる。
【００１２】
　請求項５に記載の電池の電極積層体は、第２電極板と第３電極板は、歯部と連結部とに
よって形成される角部がＲ状であることを特徴とする。この構成によれば、第２電極板と
第３電極板の角部を補強することができる。そのため、搬送時及び積層時における第２電
極板や第３電極板の角部の破損を防止することができる。
【００１３】
　請求項６に記載の電池の電極積層体は、第２電極板は、第１セパレータに固定された状
態で第１電極板の一面側に積層され、第３電極板は、第２セパレータに固定された状態で
第１電極板の他面側に積層されることを特徴とする。この構成によれば、第１セパレータ
によって第２電極板を補強することができる。また、第２セパレータによって第３電極板
を補強することができる。そのため、積層時における第２電極板や第３電極板の破損を防
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止することができる。さらに、積層時及び屈曲成形時における第２電極板や第３電極板の
位置ずれを抑えることができる。
【００１４】
　請求項７に記載の電池の電極積層体は、第２電極板と第３電極板は、帯状の電極板を櫛
歯状に切断することによって同時に構成されることを特徴とする。この構成によれば、第
２電極板と第３電極板を効率よく構成することができる。
【００１５】
　請求項８に記載の電池の電極積層体は、第１電極板が、負極であり、第２電極板及び第
３電極板が正極であることを特徴とする。この構成によれば、正極の表面積に比べ、負極
の表面積を大きくすることができる。通常、電池は、正極の表面積に比べ、負極の表面積
が大きい方が性能を確保する上で好ましい。従って、充分な性能を確保することができる
。
【００１６】
　請求項９に記載の電池の電極積層体は、車両に搭載され、電子装置に電力を供給するこ
とを特徴とする。この構成によれば、車両に搭載され、電子装置に電力を供給する電池の
電極積層体において、作業時間を短縮して生産性を向上させるとともに、電極板の位置ず
れを効率よく抑えることができる
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本実施形態における電極積層体の正面図である。
【図２】負電極板、セパレータ及び正電極板の積層状態を説明するための説明図である。
【図３】負電極板、セパレータ及び正電極板の積層状態を説明するための別の説明図であ
る。
【図４】正電極板の加工工程を説明するための説明図である。
【図５】正電極板の加工工程を説明するための別の説明図である。
【図６】加工後における正電極板の平面図である。
【図７】積層された負電極板、セパレータ及び正電極板の屈曲成形工程を説明するための
説明図である。
【図８】別の形態における加工後における正電極板の平面図である。
【図９】別の形態における負電極板、セパレータ及び正電極板の積層状態を説明するため
の説明図である。
【図１０】別の形態における負電極板、セパレータ及び正電極板の積層状態を説明するた
めの別の説明図である。
【図１１】別の形態における積層された負電極板、セパレータ及び正電極板の屈曲成形工
程を説明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　次に実施形態を挙げ、本発明をより詳しく説明する。本実施形態では、本発明に係る電
池の電極積層体を、車両に搭載され、電子装置に電力を供給する電池の電極積層体に適用
した例を示す。
【００１９】
　まず、図１～図７を参照して電極積層体の構成について説明する。ここで、図１は、本
実施形態における電極積層体の正面図である。図２は、負電極板、セパレータ及び正電極
板の積層状態を説明するための説明図である。図３は、負電極板、セパレータ及び正電極
板の積層状態を説明するための別の説明図である。図４は、正電極板の加工工程を説明す
るための説明図である。図５は、正電極板の加工工程を説明するための別の説明図である
。図６は、加工後における正電極板の平面図である。図７は、積層された負電極板、セパ
レータ及び正電極板の屈曲成形工程を説明するための説明図である。なお、図中における
前後方向、上下方向及び左右方向は、方向を区別するために便宜的に導入したものである
。
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【００２０】
　図１に示す電極積層体１は、車両に搭載され、電子装置等に電力を供給する電池を構成
するものである。図２及び図３に示すように、電極積層体１は、負電極板１０（第１電極
板）と、第１セパレータ１１と、第２セパレータ１２と、正電極板１３（第２電極板）、
１４（第３電極板）とを備えている。
【００２１】
　負電極板１０は、負極を構成する銅からなる帯状かつ箔状の部材である。板厚方向に背
向する負電極板１０の上面（一面）及び下面（他面）には、グラファイト及びバインダを
含む負極活物質層１００（斜線部分）が形成されている。また、左端部には、負極活物質
層１００が形成されていない帯状の縁部１０１が設けられている。ここで、縁部１０１は
、屈曲成形されて負極端子部１０２を構成する部位である。
【００２２】
　第１セパレータ１１は、ポリエチレンからなる微多孔性の帯状かつ薄板状の部材である
。第１セパレータ１１は、負電極板１０の上面側（一面側）に負極活物質層１００を覆う
ように積層されている。
【００２３】
　第２セパレータ１２は、ポリエチレンからなる微多孔性の帯状かつ薄板状の部材である
。第２セパレータ１２は、負電極板１０の下面側（他面側）に負極活物質層１００を覆う
ように積層されている。
【００２４】
　正電極板１３は、正極を構成するアルミニウムからなる櫛歯状かつ箔状の部材である。
正電極板１３は、歯部１３０、１３１と、連結部１３２とを備えている。歯部１３０、１
３１は、正極を構成する矩形状の部位である。歯部１３０、１３１の上面及び下面には、
リチウムニッケル酸化物、バインダ及び導電材を含む正極活物質層１３３（斜線部分）が
形成されている。連結部１３２は、歯部１３０、１３１の右方において、歯部１３０、１
３１を、所定間隔を隔てて連結する帯状の部位である。また、屈曲成形されて正極端子部
１３４を構成する部位でもある。正電極板１３は、第１セパレータ１１の上面側（反第１
電極板側）に、第１セパレータ１１によって正極活物質層１３３が覆われるように積層さ
れている。
【００２５】
　正電極板１４は、正電極板１３と同様に、正極を構成するアルミニウムからなる櫛歯状
かつ箔状の部材である。正電極板１４は、歯部１４０～１４２と、連結部１４３とを備え
ている。歯部１４０～１４２は、正極を構成する矩形状の部位である。歯部１４０～１４
２の上面及び下面には、リチウムニッケル酸化物、バインダ及び導電材を含む正極活物質
層１４４が形成されている。連結部１４３は、歯部１４０～１４２の右方において、歯部
１４０～１４２を、所定間隔を隔てて等間隔に連結する帯状の部材である。また、屈曲成
形されて正極端子部１４５を構成する部位でもある。
【００２６】
　正電極板１４は、第２セパレータ１２の下面側（反第１電極板側）に、歯部１４０、１
４１が、正電極板１３の歯部１３０、１３１と上下方向（積層方向）に対向するとともに
、第２セパレータ１２によって正極活物質層１４４が覆われるように積層されている。つ
まり、正電極板１３の歯部１３０、１３１が、正電極板１４の歯部１４０、１４１と上下
方向に対向して積層される。
【００２７】
　ここで、正電極板１３、１４は、帯状の電極板を櫛歯状に切断することにより同時に構
成される。図４に示すように、電極板１５は、アルミニウムから帯状かつ箔状の部材であ
る。電極板１５の表面及び裏面には、リチウムニッケル酸化物、バインダ及び導電材を含
む正極活物質層１５０（斜線部分）が形成されている。また、幅方向の両端部には、正極
活物質層１５０が形成されていない帯状の縁部１５１、１５２が形成されている。この電
極板１５を、ダイカットロールを用いて正極活物質層１５０が形成された部位を、破線で



(6) JP 5115591 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

示すように櫛歯状に切断する。これにより、図５に示すように、櫛歯状の電極板が２つ同
時に構成される。その後、図６に示すように、長手方向の適切な箇所で切断することで、
縁部１５１、１５２が連結部１３２、１４３として、正極活物質層１５０が形成された矩
形状の部位が歯部１３０、１３１、１４０～１４２として、正電極板１３、１４が構成さ
れる。
【００２８】
　図７に示すように、積層された負電極板１０、第１セパレータ１１、第２セパレータ１
２、正電極板１３、１４は、つづら折り状に屈曲成形される。具体的には、図７（ｂ）に
示すように、正電極板１３の歯部１３０、１３１と正電極板１４の歯部１４０～１４２が
、それぞれ負電極板１０によって挟込まれるようにつづら折り状に屈曲成形される。これ
により、図７（ｃ）に示すように、正電極板１３、１４と負電極板１０が前後方向に交互
に積層された電極積層体１が構成される。具体的には、正電極板１３、１４の歯部１３０
、１３１、１４０～１４２と負電極板１０が前後方向に交互に積層された電極板積層体１
が構成される。
【００２９】
　次に、効果について説明する。本実施形態によれば、従来、長手方向に複数配置されて
いた電極板が、負電極板１０、正電極板１３、１４としてそれぞれ一体化された構成とな
っている。そのため、従来のように、独立した電極板を長手方向に複数配置する必要がな
い。従って、作業時間を短縮することができる。また、一体化された構成で電極位置が拘
束されるため、電極板の位置ずれも発生しにくい。従って、車両に搭載され、電子装置に
電力を供給する電池の電極積層体において、作業時間を短縮して生産性を向上させるとと
もに、電極板の位置ずれを抑えることができる。
【００３０】
　また、本実施形態によれば、図７に示すように、正電極板１３の歯部１３０、１３１が
、正電極板１４の歯部１４０、１４１と上下方向に対向して積層されている。そのため、
正電極板１３の歯部１３０、１３１と正電極板１４の歯部１４０～１４２がそれぞれ負電
極板１０によって挟込まれるようにつづら折り状に屈曲成形することができる。従って、
負電極１０と正電極板１３、１４が交互に積層された電極積層体１を構成することができ
る。
【００３１】
　さらに、本実施形態によれば、正電極板１３、１４は、帯状の電極板１５を櫛歯状に切
断することにより同時に構成される。そのため、正電極板１３、１４を効率よく構成する
ことができる。
【００３２】
　加えて、本実施形態によれば、帯状の負電極板１０が負極、櫛歯状の正電極板１３、１
４が正極として構成される。そのため、正極の表面積に比べ、負極の表面積を大きくする
ことができる。通常、電池は、正極の表面積に比べ、負極の表面積が大きい方が、性能を
確保する上で好ましい。従って、充分な性能を確保することができる。
【００３３】
　なお、本実施形態では、図６に示すように、正電極板１３の歯部１３０、１３１と連結
部１３２とによって構成される角部、正電極板１４の歯部１４０～１４２と連結部１４３
とによって構成される角部が直角である例を挙げているが、これに限られるものではない
。
図８に示すように、歯部１３０、１３１と連結部１３２とによって形成される角部１３５
、歯部１４０～１４２と連結部１４３とによって形成される角部１４６がＲ状であっても
よい。これにより、正電極板１３、１４の角部１３５、１４６を補強することができる。
そのため、搬送時及び積層時における、正電極板１３、１４の角部１３５、１４６の破損
を防止することができる。
【００３４】
　また、本実施形態では、図２及び図３に示すように、負電極板１０、第１セパレータ１
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１、第２セパレータ１２、正電極板１３、１４がそれぞれ独立して積層される例を挙げて
いるが、これに限られるものではない。図９及び図１０に示すように、正電極板１３が、
第１セパレータ１１に固定された状態で負電極板１０の上面側に積層され、正電極板１４
が、第２セパレータ１２に固定された状態で負電極板１０の下面側に積層されるようにし
てもよい。これにより、第１セパレータ１１によって正電極板１３を補強することができ
る。また、第２セパレータ１２によって正電極板１４を補強することができる。そのため
、積層時における正電極板１３、１４の破損を防止することができる。さらに、積層時及
び屈曲成形時における正電極板１３、１４の位置ずれを抑えることができる。
【００３５】
　さらに、本実施形態では、図７に示すように、正電極板１３の歯部１３０、１３１が、
正電極板１４の歯部１４０、１４１と上下方向に対向して積層された状態でつづら折り状
に屈曲成形される例を挙げているが、これに限られるものではない。図１１に示すように
、正電極板１３の歯部１３０、１３１が、正電極板１４の歯部１４０、１４１の間、歯部
１４１、１４２の間に配置され積層された状態でつづら折り状に屈曲成形してもよい。こ
の場合においても、正電極板１３の歯部１３０、１３１と正電極板１４の歯部１４０～１
４２が、それぞれ負電極板１０によって挟込まれるように屈曲成形することができる。
【符号の説明】
【００３６】
１・・・電極積層体、１０・・・負電極板（第１電極板）、１００・・・負極活物質層、
１０１・・・縁部、１０２・・・負極端子部、１１・・・第１セパレータ、１２・・・第
２セパレータ、１３・・・正電極板（第２電極板）、１３０、１３１・・・歯部、１３２
・・・連結部、１３３・・・正極活物質層、１３４・・・正極端子部、１３５・・・角部
、１４・・・正電極板（第３電極板）、１４０～１４２・・・歯部、１４３・・・連結部
、１４４・・・正極活物質層、１４５・・・正極端子部、１４６・・・角部、１５・・・
電極板、１５０・・・正極活物質層、１５１、１５２・・・縁部
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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