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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　湾曲部及び平坦部を有する捲回電極群を収納し、開口を有する容器と、
　前記開口を塞ぎ、ガス排出弁が設けられた蓋と、を有する二次電池において、
　前記容器は、前記捲回電極体の捲回軸と対向する一対の側面を有し、
　前記容器内には、前記捲回電極群と一つの前記側面とで形成される第一の間隙部と、前
記湾曲部と前記蓋とで形成される第二の間隙部とが設けられ、
　前記ガス排出弁の面積は、前記第二間隙部で形成される間隙部の最小断面積よりも大き
く、
　前記第二間隙部で形成される間隙部の最小断面積は、前記第一間隙部で形成される間隙
部の最小断面積よりも大きいことを特徴とする二次電池。
【請求項２】
　請求項１に記載の二次電池において、
　前記ガス排出弁は、前記容器の一つの前記側面側に偏在していることを特徴とする二次
電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二次電池に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　シート状の正極、負極をセパレータを介在させて積層して電極群を作製し、この電極群
を電解液が充填された金属あるいは樹脂製の密閉容器内に納め、電極群の両極と接続した
外部端子を設けたリチウムイオン二次電池が広く知られている。
【０００３】
　上記二次電池では、異常な動作で電極群が発熱したときに、多量のガスが発生し、電池
内部圧力が上昇することがある。異常な動作とは、過充電、加熱、外部からの荷重による
内部短絡等である。
【０００４】
　従来から、ガス排出弁を電池容器に設け、容器内圧が上昇するとガス排出弁からガスを
排出して電池容器の破裂を防止している。しかし、ガス発生時に容器内圧により電極群が
移動してガス排出弁が塞がれるおそれがある。
【０００５】
　特許文献１には、容器側面にガス排出弁を設けた二次電池において、電極体から発生し
たガスにより電極群が移動してもガス排出弁が塞がれないよう、電極群と容器側面との間
の隙間の断面積（第１の断面積）を、電極群と容器底面との隙間の断面積（第２の断面積
）よりも大きくしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７-２２０４１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１記載の二次電池では、電極群が移動してもガス排出弁が塞がれないようにし
てガス排出弁が確実に開裂することができる。しかし、ガス排出弁の開口面積と第１およ
び第２の断面積との相対的な大きさによっては、ガス排出弁開裂後に発生し続けるガスに
より電池容器内の内圧低減効果が充分でないことがある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様による二次電池は、湾曲部及び平坦部を有する捲回電極群を収納し
、開口を有する容器と、開口を塞ぎ、ガス排出弁が設けられた蓋と、を有し、容器は、前
記捲回電極体の捲回軸と対向する一対の側面を有し、容器内には、捲回電極群と一つの前
記側面とで形成される第一の間隙部と、湾曲部と前記蓋とで形成される第二の間隙部とが
設けられ、ガス排出弁の面積は、第一間隙部及び第二間隙部で形成される間隙部の最小断
面積よりも大きくしたものである。
　本発明の第２の態様による二次電池は、第二間隙部の最大ガス排出流量が、第一間隙部
の最大ガス排出流量よりも大きくしたものである。
　本発明の第３の態様による二次電池は、ガス排出弁が、容器の一つの側面側に偏在して
いる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の電池は、ガス排出弁開裂後にも電池外装容器内部圧力の上昇を抑制することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明による二次電池の第１実施形態を示す外観斜視図。
【図２】図１の二次電池の分解斜視図。
【図３Ａ】図１の二次電池における捲回型電極群を示す斜視図。
【図３Ｂ】集電体と接続する際に予め未塗工部を圧縮した図３Ａの捲回型電極群を示す斜
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視図。
【図４】図１の二次電池におけるガス排出弁開裂時のガスの流れを示す縦断面図。
【図５】図４のＶ－Ｖ矢視線に沿う横断面図。
【図６】図４のＶＩ－ＶＩ矢視線に沿う縦断面図。
【図７】図４のＶＩＩ－ＶＩＩ矢視線に沿う縦断面図。
【図８】図４の平面図。
【図９】第１実施形態におけるガス流路の流路断面積がＳ１＜Ｓ２＜Ｓ３であることを示
す概念図。
【図１０】ガス流路の流路断面積をＳ１＞Ｓ２＞Ｓ３と変化させた比較例を示す概念図。
【図１１】二次電池を強制内部短絡させた時の電池内部圧力の変化を示すグラフ。
【図１２】本発明による薄型リチウムイオン二次電池の第２実施形態におけるガス排出弁
開裂時のガスの流れを示す縦断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明をハイブリッド自動車用のリチウムイオン二次電池に適用した実施形態を図面を
参照して説明する。
【００１２】
［第１実施形態］
　図１および図２に示すように、薄型リチウムイオン二次電池は、外観が略直方体の薄型
形状を呈している。この二次電池は、有底の金属製の電池缶１と、電池缶１の開口部に輪
郭が合致する平板状の金属製の電池蓋２とを有している。電池缶１は、例えばアルミニウ
ム合金の素材から、一対の幅広面１Ｗと、一対の細長い幅狭面１Ｎと、底面１Ｂとを有す
る薄型直方体に作製される。
【００１３】
　電池蓋２は本例ではアルミニウム合金製である。電池蓋２は、その外周輪郭が電池缶１
の開口部１０の内周部にレーザ（ビーム）溶接で接合され、電池缶１の開口部１０が封止
される。電池缶１と電池蓋２により電池外装容器が構成される。
【００１４】
　電池蓋２の中央には、電池外装容器内の圧力が上昇したときに予め設定された圧力で開
裂し、ガスを外部放出するためのガス排出弁３が設けられている。ガス排出弁３は、電池
蓋２と略同一の金属材で構成した薄膜部材であり、レーザ溶接等により電池蓋２に接合さ
れている。
【００１５】
　電池外装容器の内部空間には、包袋状の絶縁シート１２が収容され、捲回型電極群６は
絶縁シート１２内に収容されている。これによって、電池外装容器に対して捲回型電極群
６が絶縁されている。さらに、電池外装容器内には、電解液等が収納されている。
　なお、本実施形態の二次電池は、電池缶１および電池蓋２が極性を持たない中性である
。
【００１６】
　図３Ａに示すように、捲回型電極群６は、帯状のセパレータ６Ｃ、帯状の負極板６Ｅ、
帯状のセパレータ６Ｃ、帯状の正極板６Ｄを、順次重ねて捲回した扁平捲回構造を有する
。捲回型電極群６の捲回開始端部にはセパレータ６Ｃが数周捲回され、その周面に正負極
板６Ｄ，６Ｅがセパレータ６Ｃを介在して捲回されている。捲回型電極群６の捲回終了端
部においては、セパレータ６Ｃが数周捲回され、巻き解け防止のため、セパレータ６Ｃの
最外周（図２の最下面）が接着テープ（不図示）によって止められている。
【００１７】
　正極板６Ｄは、アルミニウム合金箔の両面に正極活物質合剤が塗布されて作製される。
例えば、マンガン酸リチウム等のリチウム含有遷移金属複酸化物を含む正極活物質合剤が
略均等かつ略均一に塗着（塗工）されている。アルミニウム合金箔の長手方向（捲回方向
）に沿う捲回軸方向の一端部には、両面に、正極活物質合剤が未塗工の正極未塗工部６Ａ
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が形成されている。すなわち、正極未塗工部６Ａにおいては、アルミニウム合金箔（正極
集電体）が露出している。
【００１８】
　負極板６Ｅは、銅合金箔の両面に負極活物質合剤が塗布されて作製される。例えば、リ
チウムイオンを吸蔵、放出可能な黒鉛等の炭素材を含む負極活物質合剤が略均等かつ略均
一に塗着されている。銅合金箔の長手方向（捲回方向）に沿う捲回軸方向の他端部には、
両面に、負極活物質合剤が未塗工の負極未塗工部６Ｂが形成されている。すなわち、負極
未塗工部６Ｂにおいては、銅合金箔（負極集電体）が露出している。
【００１９】
　セパレータ６Ｃは、リチウムイオンが通過可能な微多孔性シート材で構成されている。
本例では、数十μｍ厚のポリエチレンシートが用いられている。
【００２０】
　図２に示すように、電池蓋２の左右両端部には電池内部と外部を連結するための貫通孔
（図示省略）が穿設され、貫通孔には正極導電部材４、負極導電部材５がそれぞれ絶縁性
のシール材７を介して装着されている。電池蓋２の外部に露出する正極導電部材４、負極
導電部材５はそれぞれ正負極外部端子４Ｔ，５Ｔとされ、捲回型電極群６と電池外部の電
気的負荷や充電電源を接続する。電池缶内部に延在する正極導電部材４、負極導電部材５
は、正極集電体４Ｓ、負極集電体５Ｓとされる。正極集電体４Ｓは、平面状の正極側接合
部４Ａにおいて正極未塗工部６Ａに接合され、負極集電体５Ｓは、平面状の負極側接合部
５Ａにおいて負極未塗工部６Ｂに接合されている。
　捲回型電極群６は、正負極導電部材４、５により電池蓋２と一体化され、電池蓋２に片
持ち状態で支持されている。
【００２１】
　図３Ｂは、未塗工部６Ａ，６Ｂの中央領域を圧縮した電極群６の斜視図である。電極群
６は、中央部に平面部６Ｐが形成され、両端部中央領域には圧縮された積層体圧縮平面部
６Ｓが形成されている。電極群６の平面部６Ｐの上下には捲回に伴う湾曲部６Ｗが形成さ
れている。湾曲部６Ｗは、捲回時に正負極箔が折り曲げられて形成され、正負極箔が積層
されているが、圧縮はされない。図３Ｂにおいて、湾曲部６Ｗの四隅を積層体湾曲端部６
Ｅと呼ぶ。
【００２２】
　図３Ｂの電極群６は電池缶１内にて、表裏の平面部６Ｐが電池缶１の一対の幅広面１Ｗ
と所定の間隙で対向し、４つの湾曲端部６Ｅが電池缶１の左右の幅狭面１Ｎと所定の間隙
で対向する。また、湾曲部６Ｗの上面が電池蓋２の内面と所定の間隙で、湾曲部６Ｗの下
面が電池缶１の底面１Ｂと所定の間隙で対向して配置される。これら４つの間隙は、電極
群６の内部で発生したガスの流路となり得る箇所である。ガス流路については後述する。
【００２３】
　捲回型電極群６が未塗工部６Ａ，６Ｂで正負極集電体４Ｓ，５Ｓと接合される領域は、
上述した積層体圧縮平面部６Ｓである。複数回捲回された正負極箔の積層体圧縮平面部６
Ｓは正負極集電体４Ｓ，５Ｓと超音波接合され、正負極箔同士の隙間も接合されている。
したがって、捲回型電極群６の内部での短絡、発熱等により発生したガスは、積層体圧縮
平面部６Ｓから電極群外にほとんど排出されない。
【００２４】
　一方、電極群６の湾曲部６Ｗは圧縮されないので、湾曲部６Ｗの４つの端部６Ｅでは、
積層体を構成する正負極箔同士の間には微小の間隙が形成されている。これら微小の隙間
は、電極群内部で発生したガスの排出流路となり得る。したがって、電極群６の四隅の積
層体湾曲端部６Ｅはガス排出部として機能する。
【００２５】
　捲回型電極群６の内部での短絡等に起因した発熱によりガスが発生した場合、電池外装
容器の内部圧力が上昇し、ガス排出弁３が開裂する。これによって電池外装容器の破裂が
防止され、発生したガスは、以下のようなガス排出流路を経て、ガス排出弁３から排出さ
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れる。
【００２６】
　電池缶１内で発生したガスがガス排出弁３から排出されるまでのガス排出流路について
説明する。
　湾曲部端部６Ｅには、積層された複数枚の箔同士の間にガスが流れる微小な隙間が存在
する。破線矢印Ａ１は正極側湾曲端部６Ｅ内の微小隙間の流れを、破線矢印Ａ２は負極側
ガス排出部６Ｅ内の微小隙間流れを示す。すなわち、図４に破線矢印Ａ１，Ａ２で示すよ
うに、捲回型電極群６の内部で発生したガスは、湾曲部端部６Ｅ内で捲回型電極群６の捲
回軸方向に流れる。
【００２７】
　電極群６の湾曲端部６Ｅから排出されるガスは、電極群６の４つの湾曲端部６Ｅが電池
缶１の左右の幅狭面１Ｎと所定の間隙で対向して形成される垂直流路に流れ込み、電池蓋
２に向かってガスＢ１，Ｂ２として流れる。この垂直流路を第１ガス排出流路ＦＬ１と呼
ぶ。
　第１ガス排出流路ＦＬ１を流れたガスは、湾曲部６Ｗの上面が電池蓋２の内面と所定の
間隙で対向して形成される水平流路を経由してガス排出弁３に至る。この水平流路を第２
ガス排出流路ＦＬ２と呼ぶ。
【００２８】
　電極群６の内部のガスＡ１，Ａ２は、電極群６の両端面と電池缶幅狭面１Ｎとの間の空
間に到達し、第１ガス排出流路ＦＬ１を垂直に電池蓋２に向って流れる。さらに、このガ
ス流は、電極群６の湾曲部６Ｗと電池蓋２との間の第２ガス排出流路ＦＬ２である水平流
路に流れ込み、ガス排出弁３に向かって流れる。図４では、正極側、負極側における電池
蓋２に向かう垂直ガスを破線矢印Ｂ１、Ｂ２で示す。また、正極側、負極側におけるガス
排出弁３に向かう水平ガスを破線矢印Ｃ１、Ｃ２で示す。ガス排出弁３に向かう矢印Ｃ１
、Ｃ２で示す水平ガスは、最終的に、ガス排出弁３の開裂開口から外部に矢印Ｄで示すよ
うに排出される。
【００２９】
　図４、図５に示すように、電極群６の両端面と電池缶幅狭面１Ｎとの間の空間に形成さ
れる第１ガス排出流路ＦＬ１の断面積をＳ１Ａ、Ｓ１Ｂ、その合計をＳ１とすると、
　Ｓ１＝Ｓ１Ａ＋Ｓ１Ｂ　　　　　式（１）
と表される。
【００３０】
　図６は、図４のＶＩ－ＶＩ切断線で切断して示す要部断面図、図７は、図４のＶＩＩＶ
ＩＩ切断線で切断して示す要部断面図である。電極群６の湾曲端部６Ｅからガス排出弁３
までのガス排出流路のうち、水平ガスＣ１，Ｃ２が流れる第２ガス排出流路ＦＬ２には、
正負極導電部材４、５が流路と直交して延在し、さらにシール材７も突出しており、多く
の障害物を含む狭隘な空間である。したがって、第２ガス排出流路ＦＬ２の最小流路断面
積は水平流路の有効断面積となる。ここで、この有効断面積は、電極群６の湾曲部６Ｗと
電池蓋２とで区画された流路の断面積から、水平流路に突出する上記障害物の面積を除外
した値である。障害物の面積とは、流路と直交する障害物の面積である。
【００３１】
　図６、図７に示すように、図４の破線矢印Ｃ１、Ｃ２で示す水平ガスが流れる第２ガス
排出流路ＦＬ２の最小流路断面積をそれぞれＳ２Ａ、Ｓ２Ｂ、その合計をＳ２とすると、
　Ｓ２＝Ｓ２Ａ＋Ｓ２Ｂ　　　　　式（２）
と表される。
【００３２】
　図８に示すように、電池蓋２の中央に設けられたガス排出弁３の開口面積はＳ３であり
、開裂開口の最大面積となる。開裂開口は、必ずしも開口面積Ｓ３にまで開口しないが、
通常、開口面積Ｓ３またはそれに近い値となる。
【００３３】
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　本発明の実施形態による二次電池では、流路断面積Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３は、Ｓ１＜Ｓ２＜
Ｓ３となるように設定され、流路断面積は下流に向かって順次拡大している。
【００３４】
　捲回型電極群６が発熱するとガスが発生して電池外装容器内部の圧力が上昇する。ガス
圧力がガス排出弁３の開裂圧力以上となったときに、ガス排出弁３が開裂する。これによ
って、電池外装容器内部の圧力は一旦降下する。ガス排出弁３が開裂した後も、電極群６
からガスが発生し続ける。このガスは、破線矢印Ａ１，Ａ２，Ｂ１，Ｂ２，Ｃ１，Ｃ２，
Ｄで示されるガスとして、第１ガス排出流路ＦＬ１から第２ガス排出流路ＦＬ２を流れ、
ガス排出弁３の開裂した開口を通って電池缶1の外部に排出される。
【００３５】
　図９に示すように、本実施形態の二次電池では、ガス排出弁３の開裂後のガス排出に際
して、破線矢印Ｃ１，Ｃ２で示すガスが流れる第２ガス排出流路ＦＬ２のガス排出能力は
、破線矢印Ｂ１、Ｂ２で示すガスが流れる第1ガス排出流路ＦＬ１のガス排出能力よりも
高い。また、ガス排出弁３の開裂した開口によるガス排出能力は、破線矢印Ｃ１，Ｃ２で
示すガスが流れる第２ガス排出流路ＦＬ２よりも高い。そのため、破線矢印Ｃ１，Ｃ２で
示すガス流が破線矢印Ｄで示すようにガス排出弁３から外部へ向かう際に、第２ガス排出
流路ＦＬ２の圧力上昇を抑制することができる。これによって、電池外装容器内部の圧力
上昇が抑えられ、電池外装容器の破裂等の事故が防止される。
【００３６】
　図１０に示す比較例のように、流路断面積Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３が、Ｓ１＞Ｓ２＞Ｓ３とな
るように設定されていたとすると、破線矢印Ｃ１，Ｃ２で示すガスが流れる第２ガス排出
流路ＦＬ２のガス排出能力が、破線矢印Ｂ１、Ｂ２で示されるガスが流れる第１ガス排出
流路ＦＬ１のガス排出能力よりも低くなる。さらに、破線矢印Ｄで示されるガス排出弁３
の開口によるガス排出能力が、第２ガス排出流路ＦＬ２のガス排出能力よりも低くなる。
【００３７】
　比較例のように電極群(ガス発生源)６からガス排出弁３に向かう複数の流路のガス排出
能力が設定されると、以下のように電池缶内圧を効果的に低減することができない。
　例えば、破線矢印Ｂ１，Ｂ２で示されるガスの第１ガス排出流路ＦＬ１における最大ガ
ス排出流量が１０L/Ｓ、発生ガス量、すなわち、破線矢印Ａ１、Ａ２で示されるガスの流
量が１０L/Ｓであったとき、第２ガス排出流路ＦＬ２における最大ガス排出流量は１０L/
Ｓよりも少ないので、第１ガス排出流路ＦＬ１の圧力が上昇する。
　同様に、ガス排出弁３の最大ガス排出量は、破線矢印Ｃ１，Ｃ２で示される第２ガス排
出流路ＦＬ２における最大ガス排出量よりも少ないので、第２ガス排出流路ＦＬ２の圧力
が上昇する。
【００３８】
　従って、異常発生時に発生したガスによって電池外装容器内部の圧力が上昇し、ガス排
出弁３が開裂しているにもかかわらず、電池外装容器の内圧が低下しない惧れがある。
【００３９】
　それに対し、本実施形態の二次電池では、それらのガス流路の断面積がＳ１＜Ｓ２＜Ｓ
３と、ガス流路の断面積が下流に向かって順次拡大している。これにより、ガス排出能力
は下流ほど大きくなり、ガスは極めて円滑に排出され、ガス排出弁３の開裂後に、電池外
装容器内部の圧力が上昇する恐れはない。
【００４０】
［強制内部短絡試験］
　ガス排出流路面積を変化させたリチウムイオン電池を製造し、異常な動作を想定した強
制内部短絡試験を行い、本発明の効果を確認した。
【００４１】
　強制内部短絡試験では、流路断面積がＳ１＜Ｓ２＜Ｓ３である薄型リチウムイオン二次
電池を作製して試料１（実施形態）とし、流路断面積がＳ１＜Ｓ２およびＳ３＜Ｓ２であ
る薄型リチウムイオン二次電池を作製して試料２とした。そして、電池幅広面中央に、直
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径５ｍｍ、先端角度６０°の釘を貫通させて短絡を生じさせ、その後、ガス発生事象が終
了するまで内部圧力を測定した。なお、試料１，２で使用する電極群６の電池容量は略等
しい。
【００４２】
　図１１に示すように、試料２の薄型リチウムイオン二次電池においては、強制内部短絡
により発生した多量のガスで内圧が上昇し、予め設定された開裂圧力でガス排出弁３が開
裂した。しかし、その後、ガス排出が円滑に行われないため、電池外装容器内部の圧力が
ガス排出弁３の開裂圧力を若干超える圧力に上昇した。
　一般に薄型リチウムイオン二次電池は開裂圧力近くの圧力に対しては安全であるが、長
期間の繰り返し過熱、繰り返し応力等に曝された場合、開裂圧力近傍の圧力上昇により、
電池外装容器の耐久性が低下する惧れがある。
【００４３】
　一方、試料１の薄型リチウムイオン二次電池では、強制内部短絡により発生した多量の
ガスで圧力が上昇し、開裂圧力でガス排出弁３が開裂し、その後も、ガス排出が円滑に行
われたため、圧力上昇が抑制された。
【００４４】
　なお、試料１、試料２のガス排出弁３の開裂圧力は相違するが、これは製品のバラつき
である。
【００４５】
［第２実施形態］
　本発明による薄型リチウムイオン二次電池の第２実施形態を、図１２を参照して説明す
る。なお、図中、第１実施形態と同一もしくは相当部分には同一符号を付し、説明を省略
する。第２実施形態は、第１実施形態におけるガス排出弁の位置を電池蓋の中央から偏倚
させたものである。
【００４６】
　図１２に示すように、薄型リチウムイオン二次電池はガス排出弁３が電池蓋２の中央か
ら偏倚している。このため、電池蓋２に沿ったガス流路において、破線矢印Ｃ１の流路と
、破線矢印Ｃ２の流路の長さが異なる。しかし、ハイブリッド自動車用の実用的な薄型リ
チウムイオン二次電池のサイズでは、電池蓋２上のガス排出弁３の偏倚がガス排出性能に
与える影響は無視し得る範囲であった。すなわち、第２実施形態は第１実施形態と同様の
効果を奏する。
【００４７】
［変形例］
　以上の説明は一実施形態であり、本発明の趣旨に逸脱しない種々の構造の二次電池に本
発明を適用することができる。本発明の主たる特徴は、電極群６の内部で発生したガスが
ガス排出弁３から排出されるまでのガス排出流路について、下流ほど断面積を大きく設定
した点である。したがって、この主たる特徴を有する二次電池は、たとえば、以下のよう
に変形して実施することができる。
【００４８】
（１）電極群６の捲回開始端部ではセパレータ６Ｃを複数回捲回して電極群６の軸芯の代
用とした。しかし、軸芯の外周面にセパレータ、負極板、セパレータ、正極板を捲回した
電極群にも本発明を適用できる。
【００４９】
（２）以上の実施形態では、電極群６の未塗工部６Ａ、６Ｂに正負極導電部材４，５の一
端を接合し、電池蓋２を貫通して容器外に突出した導電部材４，５の他端を外部端子４Ｔ
，５Ｔとした。しかしながら、本発明による二次電池はこのような導電部材の形状、構成
に限定されない。
【００５０】
（３）以上の実施形態では、電池缶底面１Ｂと対向する細長い矩形開口を電池蓋２で覆う
ようにし、この電池蓋２にガス排出弁３を設けた。しかし、電池缶１の幅広面１Ｗを電池
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蓋２で封口し、電池蓋２にガス排出弁３を設けた二次電池にも本発明を適用できる。
【００５１】
（４）実施形態では、第１ガス排出流路ＦＬ１の断面積が第２ガス排出流路ＦＬ２の断面
積よりも大きいものとして説明した。しかし、第１ガス排出流路ＦＬ１の断面積と第２ガ
ス排出流路ＦＬ２との断面積が略等しいものも本発明に含まれる。したがって、本発明は
、電極群で発生するガスがガス排出弁から排出され、ガス排出弁の開裂時の開口面積が、
電極群からガス排出弁まで至るガス排出流路の断面積よりも大きく設定したあらゆる二次
電池に適用することができる。
【００５２】
（５）本発明はリチウムイオン二次電池以外、ニッケル水素二次電池など、捲回型電極群
を有する種々の二次電池に適用できる。また、捲回型電極群を有する種々のリチウムイオ
ンキャパシタにも適用することができる。

【図１】 【図２】
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