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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属基材に活物質層が塗着形成された正極板と負極板とがこれらの間にセパレータを介
在して巻回されてなる極板群および電解液が、横断面形状が略長方形または略楕円形状の
電池ケース内に収納されてなる角形電池において、
　前記極板群に、前記活物質層が未形成で前記金属基材が露出された正極側帯状集電部お
よび負極側帯状集電部が巻回幅方向の両側にそれぞれ突設されているとともに、前記両帯
状集電部の端面に正極集電体および負極集電体がそれぞれ接合されており、
　前記両集電体は、前記極板群の外形に対応した略長方形または略楕円形の金属平板に、
中央部の近傍箇所から長手方向の外周端まで延びる一対の長手方向切欠き部と、中央部の
近傍箇所から長手方向に直交する幅方向の外周端まで延びる一対の幅方向切欠き部と、前
記一対の長手方向切欠き部および一対の幅方向切欠き部の各々の相対向する一対ずつの辺
縁部から一方向の直交方向に突設されたリブ状の接続片とが設けられてなり、
　前記各接続片と前記帯状集電部との各交差部が溶接により食い込み状態に接合されてい
る角形電池であって、
　前記長手方向切欠き部は、金属平板の中央部から３０°以上で４５°以下の拡開角度で
長手方向の外周端まで延びる細長いＶ字形状に形成され、前記幅方向切欠き部は、前記金
属平板の中央部から幅方向の外周端まで延びる略Ｕ字形状に形成されていることを特徴と
する角形電池。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、主として、大電流充放電用電源としての用途に適した角形電池に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
近年、各種ポータブル型電気機器の発達に伴い、その駆動用電源となる電池が重要なキー
デバイスの一つとして、その開発が重要視されている。その電池の中でも充電可能なニッ
ケル水素電池やリチウム二次電池といった小型電池は、携帯電話機やノート型パソコンな
どのサイクル用途を始め、電動工具、芝刈機およびハイブリッド電気自動車などの高出力
電気機器の駆動用電源としての用途にも開発が進み、益々その需要が拡がりつつある。こ
のような高出力電気機器の駆動用電源として用いる電池には、使用対象機器のハイパワー
化に伴って、大電流充放電特性に優れたものであることが要望されている。
【０００３】
この優れた大電流充放電特性を得るための一つの手段としては、極板における渦巻状に巻
回するときの巻回幅方向の一端辺縁部に活物質層が未形成で金属基材が露出した帯状集電
部を設けて、その帯状集電部の端面に平板状の集電体を直接的に溶着することにより、極
板全体から均等に集電でき、且つ高率充放電特性に優れたタブレス方式の集電構造を採用
することが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
上記タブレス方式の集電構造には、例えば、図６に示すような集電体５０が用いられる。
この集電体５０は、円筒形の電池ケース内に渦巻状極板群を挿入してなる円筒形電池に適
用されるものであって、金属円板の中心部近傍箇所から外周端まで延びる長方形状の４つ
の切欠き部５１が９０°の等間隔で放射状の配置で形成されているとともに、各切欠き部
５１における長方形の相対向する２長辺の縁部に、それぞれ下向きのリブ状突起片５２が
折曲形成された構成を有している。
【０００５】
上記集電体５０は、正極用および負極用として二つ用い、渦巻状極板群の両側の巻回端面
の一方および他方からそれぞれ突出した正極側および負極側の各帯状集電部に対しリブ状
突起片５２を略垂直に当接した状態で、切欠き部５１の２長辺の縁部に一対の溶接電極を
当てがって溶接することにより、各リブ状突起片５２が帯状集電部と交差した配置で接合
される。上記集電体５０では、リブ状突起片５２が放射状に配設されていることから、リ
ブ状突起片５２と帯状集電体との溶接箇所が、渦巻状電極群における内周側から外周側に
わたって万遍なく配置されるので、極板と集電体５０との間に偏りの無い電気的導通を得
ることができ、高率での充放電特性に優れたものとなる。さらに、溶接時には、切欠き部
によって無効電流が抑制されるから、強固な溶接が得られる。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００２－１５１０４７号公報
【０００７】
【特許文献２】
特開平１１－２５９５２号公報
【０００８】
【特許文献３】
米国特許第３７３２１２４号明細書
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、略長方形または楕円形の横断面形状を有する角形の電池ケースを外装体として
用いた角形電池は、上述した円筒形電池に比較して、機器の薄型化に適し、且つスペース
利用効率が高く、放熱性に優れていることから、近年において、上述した高出力電気機器
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の駆動用電源として用いる電池パックや電池モジュールを構成するための単電池として重
要視されている。
【００１０】
しかしながら、角形電池には、上述したタブレス方式の集電構造を備えたものが存在しな
い。すなわち、角形電池の集電構造としては、渦巻状極板群の一端面から正極用と負極用
の２本の短冊状リード板（一般にタブと称せられる）を引き出し、一方のリード板を封口
板に直接溶接し、且つ他方のリード板を封口板に対し電気絶縁状態に設けられた端子板に
溶接した構成が一般に用いられている（例えば、上記の特許文献２参照）。このように角
形電池にタブレス方式の集電構造が採用されていないのは、角形電池に適した集電体が存
在しないためである。したがって、現存の角形電池は、高出力電気機器の駆動電源用など
の大電流での充放電を必要とする用途には適さない。
【００１１】
一方、図７に示すように、円筒形電池のタブレス方式の集電構造に用いられる別の集電体
５３としては、全体として矩形状の金属平板の長手方向に沿った両側縁を下方へ向け直角
に折り曲げて形成したリブ状突起片５４と、２個のＵ字形状の切欠き部５７と、中央に穿
設された注液孔５８とを有するものが存在する（例えば、上記の特許文献３参照）。この
集電体５３は、矩形状を有していることから、これを角形の電池ケースの横断面形状に対
応する細長い長方形状に変形することにより、タブレス方式の集電構造を有する角形電池
を構成することが考えられる。
【００１２】
しかしながら、上記集電体５３を角形の電池ケースの外形に対応する形状に変形しただけ
では、一対のリブ状突起片５４が互いに平行な配置で長手方向に延びているので、このリ
ブ状突起片５４が極板の帯状集電部のうちの主に最外周の部分にのみ当接するだけである
ことから、極板と集電体５３との間に偏りの無い電気的導通を得ることができないととも
に、リブ状突起片５４と帯状集電部とが互いに平行配置となって交差しないことから、相
互に溶接するのが困難となる。
【００１３】
また、切欠き部５７の両側箇所に一対の溶接電極を当接させて溶接を行うに際しては、通
電距離と電気抵抗値の関係から、一対の溶接電極間における集電体５３の平板部分を流れ
る電流（溶接時の無効電流）が大きくなり、且つ一対のリブ状突起片５４と帯状集電部と
の間に流れる電流が小さくなるので、リブ状突起片５４と帯状集電部とを十分に溶融させ
て確実に溶接することが難しい。そのため、溶接部分での接触抵抗が大きくなり、電池を
例えば３Ｃ（電池容量の３倍の電流）のような大電流で放電すると、溶接部での電圧降下
が大きくなって十分な電池性能が得られない。
【００１４】
そこで、本発明は、上記従来の課題に鑑みてなされたもので、大電流充放電が可能なタブ
レス方式の集電構造を備えた角形電池を提供することを目的とするものである。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明に係る角形電池は、金属基材に活物質層が塗着形成
された正極板と負極板とがこれらの間にセパレータを介在して巻回されてなる極板群およ
び電解液が、横断面形状が略長方形または略楕円形状の電池ケース内に収納されてなる角
形電池において、前記極板群に、前記活物質層が未形成で前記金属基材が露出された正極
側帯状集電部および負極側帯状集電部が巻回幅方向の両側にそれぞれ突設されているとと
もに、前記両帯状集電部の端面に正極集電体および負極集電体がそれぞれ接合されており
、前記両集電体は、前記極板群の外形に対応した略長方形または略楕円形の金属平板に、
中央部の近傍箇所から長手方向の外周端まで延びる一対の長手方向切欠き部と、中央部の
近傍箇所から長手方向に直交する幅方向の外周端まで延びる一対の幅方向切欠き部と、前
記一対の長手方向切欠き部および一対の幅方向切欠き部の各々の相対向する一対ずつの辺
縁部から一方向の直交方向に突設されたリブ状の接続片とが設けられてなり、前記各接続
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片と前記帯状集電部との各交差部が溶接により食い込み状態に接合されている角形電池で
あって、前記長手方向切欠き部は、金属平板の中央部から３０°以上で４５°以下の拡開
角度で長手方向の外周端まで延びる細長いＶ字形状に形成され、前記幅方向切欠き部は、
前記金属平板の中央部から幅方向の外周端まで延びる略Ｕ字形状に形成されていることを
特徴としている。
【００１６】
この角形電池では、集電体の計四つの切欠き部をそれぞれ介在して相対向する計８個の接
続片が、略長方形またはほぼ楕円形における中央部から外周端に向け放射状に延びた配置
で形成されているから、各接続片と帯状集電部とが互いに交差する溶接箇所が、帯状集電
部の全体にわたり略均等に配設されるから、極板群からの集電効率が高まって高率充放電
が可能となる。また、溶接時における金属平板を介して一対の溶接電極間に流れる無効電
流は、切欠き部に阻害され、且つ切欠き部によって距離的に長くなることから、非常に少
なく、溶接電流の多くは、相対的に距離が短い接続片と帯状集電部との交差部に集中的に
流れるから、接続片と帯状集電部との交差部では、接続片が帯状集電部に食い込んだ状態
で溶融して、互いに強固に溶着され、電池としての内部抵抗が低減して、大電流での充放
電が可能となる。また、特に、長手方向切欠き部が注液孔として有効に機能するので、注
液性に優れている。
【００１７】
したがって、この角形電池は、機器の薄型化に適し、且つスペース利用効率が高く、放熱
性に優れた角形電池本来の特長を保持しながらも、高率充放電および大電流での充放電が
可能であるので、特に、高出力電気機器の駆動用電源としての電池パックや電池モジュー
ルを構成するための好ましい単電池として用いることができる。
【００１８】
なお、電池ケースとしては、横断面形状が略長方形または楕円形の何れでもよく、ここで
いう楕円形とは、平行線の両端部が半円形で接続された長円形状や小判形状をも含むもの
である。
【００１９】
　また本発明は、前記長手方向切欠き部が、金属平板の中央部から３０°以上で４５°以
下の拡開角度で長手方向の外周端まで延びる細長いＶ字形状に形成され、幅方向切欠き部
は、前記金属平板の中央部から幅方向の外周端まで延びる略Ｕ字形状に形成されているの
で、長手方向に沿って延びる細長いＶ字形状の長手方向切欠き部の辺縁部に沿って形成さ
れた長手方向接続部は、その長さ方向の全体にわたり帯状接続部と確実に交差するので、
この交差部である溶接箇所が、帯状集電部の巻回内周側から外周側までの各周回部分に万
遍なく確実に設けられて、帯状集電部の全体にわたり略均等に配設されるから、極板群か
らの集電効率が一層高めることができるとともに、接続片と帯状集電部との交差部の全て
を極めて強固に溶着でき、電池内部抵抗が効果的に低減して、大電流での充放電を確実に
行える構成とすることができる。
【００２１】
　また、本発明は上記のように拡開角度が３０°以上に設定されていることにより、長手
方向切欠き部が注液孔として有効に機能して良好な注液性を得ることができる。また、拡
開角度が４５°以下に設定されているので、長手方向接続片と帯状集電部とが交差する溶
接箇所が極板群の長手方向の全体にわたり略均等に設けられて、極板の全体から万遍なく
集電することができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好ましい実施の形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。図１（ａ
）は本発明の第１の実施の形態に係る角形電池を示す平面図、同図（ｂ）は半部切断した
模式縦断面図である。この角形電池は、（ａ）に明示するように、横断面形状が略長方形
の有底角筒状の角形の電池ケース１内に、正極板３と負極板４とをこれらの間にセパレー
タ７を介在して渦巻状に巻回してなる極板群２が収納されているとともに、電解液（図示
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せず）が注入され、電池ケース１の開口部が封口体８により封口された構成を有している
。すなわち、電池ケース１の開口部内周縁部には封口体８における封口板９が嵌着され、
その電池ケース１と封口板９との嵌合部がレーザ溶接により一体化されて、電池ケース１
の開口部が封口板９で封口されて密閉容器が構成されている。なお、極板群２の詳細につ
いては後述する。
【００２３】
略長方形状の封口板９は、その中央部に取付凹所１０が形成されているとともに、その取
付凹所１０の中央部に取付孔１１が貫通して形成されている。取付孔１１には、ブロンア
スファルト鉱物油との混合物からなる封止剤を塗布して耐電解液性で、且つ電気絶縁性の
合成樹脂製の上部絶縁ガスケットを装着した正極ターミナル１３が取り付けられている。
正極ターミナル１３は、ニッケルまたはニッケルめっき鋼製のリベットからなり、この正
極ターミナル１３は、その下部に下部絶縁ガスケットおよびワッシャからなる端子板１７
を嵌合させた状態で下端部がかしめ加工されることによって封口板９に固着され、上，下
部の絶縁ガスケット１２，１４に対し液密且つ気密に密着している。
【００２４】
封口板９における正極ターミナル１３の一方側（図の左側）には、この実施の形態におい
て円形状とした排気孔１９が設けられ、この排気孔１９は、封口板９の内面に圧着して一
体化されたＮｉ箔２０により閉塞されて、防爆用安全弁１８が構成されている。封口板９
における正極ターミナル１３の他方側（図の右側）には注液孔２１が設けられており、封
口板９が電池ケース１にレーザ溶接により固着されたのちに、上記注液孔２１から所定量
の電解液が注入される。注液孔２１は、電解液の注入後に封栓２２を嵌入して閉塞される
。
【００２５】
上記正極板３は、芯材となる、例えば金属箔からなる正極側金属基材２３の両面に正極活
物質層２４が塗着形成された構成を有している。正極側金属基材２３における巻回幅方向
（図の上下方向）の一端辺縁部（図の上端辺縁部）には、正極活物質層２４が未形成で露
出された金属基材２３からなる正極側帯状集電部２７が設けられている。この正極側帯状
集電部２７はセパレータ７から巻回幅方向の外方へ向け突出されている。
【００２６】
一方、上記負極板４は、芯材となる、例えば薄いパンチングメタルからなる負極側金属基
材２８の両面に負極活物質層２９が塗着形成された構成を有している。負極側金属基材２
８における巻回幅方向（図の上下方向）の一端辺縁部（図の下端辺縁部）には、負極活物
質層２９が未形成で露出された金属基材２８からなる負極側帯状集電部３０が設けられて
いる。この負極側帯状集電部３０はセパレータ７から巻回幅方向の正極側帯状集電部２７
とは反対側の外方へ向け突出されている。
【００２７】
この実施の形態ではアルカリ二次電池に適用した場合を例示してあり、正極活物質層２４
は水酸化ニッケルを主成分とする正極活物質を正極側金属基材２３に塗着して形成されて
おり、負極活物質層２９は、水素吸蔵合金を主体とする負極活物質を負極側金属基材２８
に塗着して形成されている。セパレータ７としては、スルホン化処理などの親水化処理を
施したポリプロピレン不織布やポリエチレン不織布が用いられている。電解液には、水酸
化カリウムを溶質とする電解液が用いられている。
【００２８】
セパレータ７から突出した正極側帯状集電部２７の端面には、正極集電体３１が抵抗溶接
により接合されているとともに、セパレータ７から突出した負極側帯状集電部３０の端面
には、負極集電体３２が抵抗溶接により接合されている。すなわち、この角形電池は、角
形の電池ケース１内に渦巻状極板群２を収納する構成を有しながらも、正，負極板３，４
の各々の全体から略均等に集電できるタブレス方式の集電構造を有する新規な構成を備え
ている。正極集電体３１はリード板３３を介して端子板１７に接続され、負極集電体３２
は電池ケース１の底面部に例えば抵抗溶接により接合されている。
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【００２９】
なお、この実施の形態では、横断面形状が略長方形の電池ケース１を用いる場合を例示し
ているが、本発明の角形電池は、横断面形状が楕円形の電池ケースを用いる場合にも適用
できる。ここでいう楕円形とは、平行線の両端部が半円形で接続された長円形状や小判形
状をも含むものである。すなわち、本発明は種々の角形形状の電池ケースを用いる場合に
適用できるものである。
【００３０】
図２は上記角形電池における正，負極集電体３１，３２が溶着された渦巻状極板群２を示
す底面図であり、図３は正極集電体３１の斜視図である。なお、図２に示した負極集電体
３２と図３に示した正極集電体３１とは、同一形状を有しているので、以下においては、
同一の符号を付して説明する。但し、図１に示すように、負極集電体３２は渦巻状極板群
２の外形と略対応する外形を有しているのに対し、正極集電体３１は渦巻状極板群２の外
形よりも僅かに小さい外形を有している。これは、正極集電体３１が反対極である電池ケ
ース１の内周面に接触して短絡するのを防止するためである。
【００３１】
上記正，負極集電体３１，３２は、渦巻状極板群２の横断面形状である長円形状に対応し
た外形を有する金属平板３４からなり、その金属平板３４の長手方向（図の左右方向）の
両側に、長細い略Ｖ字形状の二つの長手方向切欠き部３７が対称配置で形成されていると
ともに、長手方向の中央部における長手方向に対する直交方向（以後、幅方向という）の
両側に、細長い略Ｕ字形状の幅方向切欠き部が対称配置で形成されている。
【００３２】
上記長手方向切欠き部３７は、金属平板３４における中央部に対し長手方向の両側方の２
箇所の近傍部位から幅方向の両側に向け拡開する形状で長手方向の外周端まで延びている
。上記幅方向切欠き部３８は、金属平板３４における中央部に対し幅方向の両側方の２箇
所の近傍箇所から細長い略Ｕ字形状で幅方向の外周端まで延びている。図３に明示するよ
うに、長手方向切欠き部３７には、相対向する辺縁部を一方向（図の下方向）に折り曲げ
ることによってリブ状の長手方向接続片３９が一体形成されているとともに、幅方向切欠
き部３８には、相対向する二つの辺縁部を一方向（図の下方向）に折り曲げることによっ
てリブ状の幅方向接続片４０が一体形成されている。
【００３３】
上記正，負極集電体３１，３２は、各々の接続片３９，４０を帯状集電部２７，３０に接
触させて、抵抗溶接により帯状集電部２７，３０に接合されている。この抵抗溶接に際し
ては、四つの各切欠き部３７，３８の相対向する一対の辺縁部に一対の溶接電極を当てが
い、加圧しながら一対の溶接電極間に所要の交流電流を流して行われる。なお、溶接電極
としては、各切欠き部３７，３８における辺縁部に沿う長さを有する長方形の先端形状を
備えたものを用いることが好ましく、これにより、接続片３９，４０と帯状集電部２７，
３０との多くの交差部を同時に溶接することができる。
【００３４】
集電体３１，３２は、計四つの切欠き部３７，３８をそれぞれ介在して相対向する計８個
の接続片３９，４０が、略長円形の外形における中央部から外周端に向け放射状に延びた
配置で形成されているから、図２に明示するように、計８個の接続片３９，４０と帯状集
電部２７，３０とが互いに交差する溶接箇所は、帯状集電部２７，３０の巻回内周側から
外周側までの各周回部分に万遍なく存在して、帯状集電部２７，３０の全体にわたり略均
等に配設される。したがって、上記角形電池では、極板群２からの集電効率が高まって高
率充放電が可能となる。
【００３５】
また、集電体３１，３２は、金属平板３４に対し直交方向に折り曲げて形成されているか
ら、溶接時における金属平板３４を介して一対の溶接電極間に流れる溶接電流、つまり溶
接に寄与しない無効電流は、切欠き部３７，３８に阻害され、且つ切欠き部３７，３８に
よって距離的に長くなることから、非常に少なく、溶接電流の多くは、相対的に距離が短
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い接続片３９，４０と帯状集電部２７，３０との交差部に集中的に流れる。これにより、
接続片３９，４０と帯状集電部２７，３０との交差部では、接続片３９，４０が帯状集電
部２７，３０に食い込んだ状態で溶融して、互いに強固に溶着される。このように集電体
３１，３２と帯状集電部２７，３０とは、十分な溶接強度と引っ張り強度とを有して相互
に接合されるから、角形電池としての内部抵抗が低減して、大電流での充放電が可能とな
る。
【００３６】
また、上記集電体３１，３２は、上述のように極板群２に溶着されて電池ケース１内に収
納されたのち、注液孔２１から電解液が注入されるときに、特に大きな長手方向切欠き部
３７が電解液の導入口として機能するので、注液性に優れている。この優れた注液性を得
るためには、集電体３１，３２の長さや幅の寸法によって若干異なるが、長細いＶ字形状
を有する長手方向切欠き部３７の拡開角度θを３０°以上に設定することが好ましい。ま
た、上記拡開角度θは４５°以下に設定することが好ましい。これは、拡開角度θが４５
°以上になると、長手方向接続片３９と帯状集電部２７，３０とが交差する溶接箇所が極
板群２の長手方向の中央部寄りに偏ってしまい、極板群２の長手方向の両側端部近傍箇所
から集電できなくなるので、好ましくない。
【００３７】
上記角形電池は、角形の電池ケース１を外装体として用いているから、機器の薄型化に適
し、且つスペース利用効率が高く、放熱性に優れているとともに、高率充放電および大電
流での充放電が可能であるので、特に、高出力電気機器の駆動用電源としての電池パック
や電池モジュールを構成するための角形電池を提供することができる。
【００３８】
図４は本発明の第２の実施の形態に係る角形電池における集電体４１が溶着状態の極板群
２を示す底面図であり、同図において、図２と同一若しくは同等のものには同一の符号を
付してある。この角形電池の集電体４１が図２の集電体３２と相違するのは、長手方向切
欠き部４２がＵ字に類似した細長いＶ形状に形成されていることと、長手方向切欠き部４
２の拡開角度θが図２の上記集電体３２よりも若干大きな角度に設定されていることのみ
である。この角形電池では、一実施の形態で説明したと同様の効果を得られるのに加えて
、注液性が一層向上する。
【００３９】
図５は本発明の第３の実施の形態に係る角形電池における集電体４３が溶着状態の極板群
２を示す底面図であり、同図において、図２と同一若しくは同等のものには同一の符号を
付してある。この角形電池の集電体４３が図２の集電体３２と相違するのは、長手方向切
欠き部４４が細長いＵ字形状に形成されていることと、幅方向切欠き部４７の幅方向の長
さを図２の集電体３２の幅方向切欠き部３８よりも短くして、両幅方向切欠き部３８の間
に円形の注液孔４８が形成されていることのみである。この角形電池では、上記各実施の
形態に比較して、注液性が若干悪くなり、長手方向接続片３９が帯状集電部３０，２７と
交差する溶接箇所が若干少なくなるという難点があるが、図７に示した集電体５３とは異
なり、高率充放電および大電流での充放電が可能な角形電池を構成することができ、高出
力電気機器の駆動用電源としての電池パックや電池モジュールを構成するための単角形電
池としての用途に支障無く使用することができる。
【００４０】
【発明の効果】
以上のように本発明の角形電池によれば、集電体に放射状の配置で設けた接続片と極板群
の帯状集電部とを交差させて溶着する構成としたので、極板群からの集電効率が高まって
高率充放電が可能となる。また、溶接時における無効電流を切欠き部によって抑制して、
溶接電流を接続片と帯状集電部との交差部に集中的に流れるようにしたので、接続片と帯
状集電部とが互いに強固に溶着されて、電池としての内部抵抗が低減して、大電流での充
放電が可能となる。また、特に、長手方向切欠き部が注液孔として有効に機能するので、
注液性にも優れている。したがって、この角形電池は、機器の薄型化に適し、且つスペー
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よび大電流での充放電が可能であるので、特に、高出力電気機器の駆動用電源としての電
池パックや電池モジュールを構成するための好ましい単電池として用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）は本発明の第１の実施の形態に係る角形電池を示す平面図、同図（ｂ）は
略半部切断した模式縦断面図。
【図２】同上の角形電池の集電体が溶着状態の渦巻状極板群を示す底面図。
【図３】同上の集電体の斜視図。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係る角形電池における集電体が溶着状態の極板群を
示す底面図。
【図５】本発明の第３の実施の形態に係る角形電池における集電体が溶着状態の極板群を
示す底面図。
【図６】従来の円筒形角形電池のタブレス方式の集電構造に用いられている集電体を示す
斜視図。
【図７】従来の円筒形角形電池のタブレス方式の集電構造に用いられている他の集電体を
示す斜視図。
【符号の説明】
１　電池ケース
２　極板群
３　正極板
４　負極板
７　セパレータ
２３，２８　金属基材
２４，２９　活物質層
２７　正極側帯状集電部
３０　負極側帯状集電部
３１　正極集電体
３２　負極集電体
３４　金属平板
３７，４２，４４　長手方向切欠き部
３８，４７　幅方向切欠き部
３９，４０　接続片
θ　拡開角度
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