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(57)【要約】
【課題】常温の環境下において、簡易な設備を用いて、
微小短絡の有無を精度よく判定することが可能な二次電
池の検査方法を提供する。
【解決手段】エージング工程（ＳＴＥＰ－３）と、判定
工程（ＳＴＥＰ－４）と、を備える二次電池１の検査方
法であって、エージング工程（ＳＴＥＰ－３）の前に、
二次電池１を、該二次電池１におけるＳＯＣの容量範囲
（本実施形態では、４．１～３Ｖ）に応じた所定の係数
α（本実施形態では、α＝１．０）を規定するときにお
いて、１ｍＶあたりのＳＯＣが０．０１％以上でかつ０
．０５％以下となる電圧である規定電圧Ｖ０まで放電さ
せる工程（即ち、放電工程（ＳＴＥＰ－２））を備え、
エージング工程（ＳＴＥＰ－３）を開始するときの電圧
（即ち、エージング開始時電圧Ｖ１）を規定電圧Ｖ０と
する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エージング前後における二次電池の電圧降下量を測定する工程と、
　前記電圧降下量が所定の閾値を超えている場合には、前記二次電池に内部短絡が生じて
いると判定する工程と、
　を備える、
　二次電池の内部短絡を検査するための検査方法であって、
　前記エージング前に、前記二次電池を、該二次電池におけるＳＯＣの容量範囲に応じた
所定の係数αを規定するときにおいて、１ｍＶあたりのＳＯＣが（０．０１×α）％以上
でかつ（０．０５×α）％以下となる電圧である規定電圧まで放電させる工程を備え、
　前記エージングを開始するときの電圧を前記規定電圧とする、
　ことを特徴とする二次電池の検査方法。
【請求項２】
　前記エージングを、
　常温の環境下で行う、
　ことを特徴とする請求項１に記載の二次電池の検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二次電池の検査方法の技術に関し、より詳しくは、二次電池の内部短絡を検
査するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、リチウムイオン二次電池などの二次電池においては、正極、負極、およびセパレ
ータを、正極と負極との間にセパレータが介在するように積層して電極体を構成したもの
が知られている。
　前記電極体の正極側に金属不純物等が混入した場合には、電解液に接触した前記金属不
純物等が溶解されて負極に達し、負極表面に析出して正負極間に微小短絡（マイクロショ
ート）が生じることがある。
【０００３】
　そして、二次電池に生じた正負極間の微小短絡を検査する方法としては、例えば特許文
献１に記載される検出方法がある。
　具体的には、特許文献１に記載の検出方法は、第１のＳＯＣ（ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｃｈ
ａｒｇｅ）まで二次電池を充電する充電工程と、前記充電工程の後に、前記二次電池を所
定時間放置する放置工程と、前記放置工程の後に前記第１のＳＯＣよりも低い第２のＳＯ
Ｃまで放電する放電工程と、前記放電工程の後に、前記二次電池を所定の温度よりも低い
電池温度にして、前記二次電池の微小短絡を検出する検出工程を備えるものである。
　前記検出工程では、前記低い電池温度の下、二次電池を所定時間放置してエージング処
理を行い、前記エージング処理中の所定時間に対する電圧の変化量である電圧降下度を検
出する。さらに、検出した電圧降下度と基準電圧降下度とを比較して、前記電圧降下度が
前記基準電圧降下度よりも高い場合に、微小短絡が発生したと判断する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－６９７７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載された微小短絡の検出方法は、前記エージング処理を約－３０℃とい
う極低温の環境下で行う必要があるため、検査コストが膨大となり、当該検出方法を製造
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ラインにそのまま適用することが困難であった。
　また、二次電池を極低温にすることでセル表面が凍結し、セル内部に水分が混入する可
能性が高まるため、当該検出方法を採用することで、二次電池の容量低下や内部抵抗の増
大を招く懸念があった。
【０００６】
　さらに、特許文献１に記載された微小短絡の検出方法では、特に高容量タイプの二次電
池セルにおいては、固体間やロット間で内部抵抗にばらつきがあるため、極微小な短絡に
よる電圧降下度の変化と、内部抵抗のばらつきによる電圧降下度の変化とを区別すること
が困難であり、極微小な短絡を検出することができない場合があった。
【０００７】
　本発明は、斯かる現状の課題を鑑みてなされたものであり、常温の環境下において、簡
易な設備を用いて、微小短絡の有無を精度よく判定することが可能な二次電池の検査方法
を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００９】
　即ち、請求項１においては、エージング前後における二次電池の電圧降下量を測定する
工程と、前記電圧降下量が所定の閾値を超えている場合には、前記二次電池に内部短絡が
生じていると判定する工程と、を備える、二次電池の内部短絡を検査するための検査方法
であって、前記エージング前に、前記二次電池を、該二次電池におけるＳＯＣの容量範囲
に応じた所定の係数αを規定するときにおいて、１ｍＶあたりのＳＯＣが（０．０１×α
）％以上でかつ（０．０５×α）％以下となる電圧である規定電圧まで放電させる工程を
備え、前記エージングを開始するときの電圧を前記規定電圧とするものである。
【００１０】
　請求項２においては、前記エージングを、常温の環境下で行うものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
【００１２】
　請求項１においては、二次電池の自己放電を抑制し、内部短絡に起因する電圧降下を際
立たせることができ、微小短絡の有無を感度よく検出することができる。
【００１３】
　請求項２においては、二次電池内部に水分が混入して、短絡が発生することを防止でき
る。
　また、検査時間の短縮および検査コストの低減を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係る二次電池の検査方法の適用対象たる二次電池の全体構
成を示す斜視模式図。
【図２】本発明の一実施形態に係る二次電池の検査方法の流れを示すフロー図。
【図３】二次電池における１ｍＶあたりのＳＯＣと電池電圧の関係を示す図。
【図４】図３における各電圧値に対応する１ｍＶあたりのＳＯＣを示す図。
【図５】本発明の一実施形態に係る二次電池の検査方法による判定結果を評価するための
図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、発明の実施の形態を説明する。
　まず始めに、本発明の一実施形態に係る二次電池の検査方法の適用対象となる二次電池
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の全体構成について、図１を用いて説明をする。
【００１６】
　図１に示す如く、本実施形態に係る二次電池の検査方法の対象となる二次電池１は、一
面（上面）が開口した有底角筒形状のケース本体２１と、平板状に形成されケース本体２
１の開口部を閉塞する蓋体２２とで構成される電池ケース２に、電解液とともに電極体３
を収容して構成されている。
【００１７】
　電池ケース２は、一面（上面）が開口した直方体状の有底角筒形状に形成されるケース
本体２１の開口部を、平板状の蓋体２２にて閉塞した角型ケースに構成されている。
　蓋体２２の長手方向一端部(図１における左端部)には正極端子４ａが設けられ、蓋体２
２の長手方向他端部(図１における右端部)には負極端子４ｂが設けられている。
【００１８】
　電極体３は、正極３１、負極３２、およびセパレータ３３を、正極３１と負極３２との
間にセパレータ３３が介在するように積層し、積層した正極３１、負極３２、およびセパ
レータ３３を巻回して扁平させることにより構成されている。
【００１９】
　電池ケース２に電極体３および電解液を収容して二次電池１を構成する際には、まず電
極体３の正極３１および負極３２に、それぞれ蓋体２２の正極端子４ａおよび負極端子４
ｂを接続して、電極体３を蓋体２２に組み付けて、蓋体サブアッシーを形成する。
　その後、電極体３および電解液をケース本体２１内に収容するとともに、ケース本体２
１の開口部に蓋体２２を嵌合して、蓋体２２とケース本体２１とを溶接により密封するこ
とにより、二次電池１を構成する。
【００２０】
　正極３１は、正極活物質、導電材、および結着材等の電極材料を溶媒とともに混練して
得られた正極合材ペーストを、箔状に形成される集電体の表面（片面又は両面）に塗布す
るとともに乾燥・加圧して構成されている。
　尚、正極の種類としては、三元系、マンガン系、オリビン系等があり、選択した正極の
種類によって、ＳＯＣ（ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｃｈａｒｇｅ）の範囲（即ち、ＳＯＣ１００
％とする電圧とＳＯＣ０％とする電圧）が異なってくる。
【００２１】
　同様に、負極３２は、負極活物質や増粘剤や結着材等の電極材料を混練して得られた負
極合材ペーストを、箔状に形成される集電体の表面（片面又は両面）に塗布するとともに
乾燥・加圧して構成されている。
　セパレータ３３は、例えば多孔質ポリオレフィン系樹脂で構成されるシート状部材であ
り、正極３１と負極３２との間に配置される。
【００２２】
　また、二次電池１においては、電極体３の正極３１側に金属不純物等が混入した場合に
は、電解液に接触した前記金属不純物等が溶解されて負極３２に達し、負極３２の表面に
析出して正負極間に微小短絡（マイクロショート）が生じることがある。
【００２３】
　このような二次電池１を所定の環境下で放置（エージング処理）した場合、二次電池１
には電圧降下が生じるが、電圧降下が生じる主な要因としては、１）電池内部における化
学反応の進行に起因するもの（所謂、自己放電）と、２）電池内部において微小短絡が存
在することに起因するもの、に大きく分けられる。
　また、電圧降下量は二次電池１のＳＯＣに応じても変化する。
【００２４】
　エージング処理時における自己放電の進行速度は、電池温度に応じて変化する性質を有
しており、常温時の方が、低温時（例えば、－３０℃等の温度下）に比して、自己放電の
進行が速くなるため、単位時間あたりの電圧降下量（電圧降下度と呼ぶ）が大きくなる。
【００２５】
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　そして、電圧降下度が大きいと、エージング処理時における総電圧降下量における微小
短絡に起因する電圧降下量が占める割合が小さくなるため、電圧降下量に生じた変化（差
異）が、自己放電に起因するものなのか、あるいは、微小短絡に起因するものなのか、を
判断することが困難になる。
　このため、自己放電の進行が速い（電圧降下度が大きくなる）常温の環境下においては
、微小短絡の有無を精度よく検出することが困難であると考えられていた。
【００２６】
　本願発明者らは、検査電圧（より詳しくは、エージング処理開始時の電池電圧）を所定
の範囲まで低下させることにより、自己放電を抑制できることに気付いた。
　具体的には、本願発明者らの研究により、「１ｍＶあたりのＳＯＣ」というパラメータ
に着目すると、該「１ｍＶあたりのＳＯＣ」が所定の範囲にある二次電池１においては、
自己放電を抑制できることが判明した。
　このため、検査電圧（エージング処理時の電池電圧）として、「１ｍＶあたりのＳＯＣ
」が所定の範囲となる電圧を選択することによって、常温の環境下において、微小短絡の
有無を検査することが可能になる。
【００２７】
　即ち、検査電圧（エージング処理時の電池電圧）として、「１ｍＶあたりのＳＯＣ」が
所定の範囲となる電圧を選択することによって、総電圧降下量における微小短絡に起因す
る電圧降下量の割合を大きくして（微小短絡に起因する電圧降下を際立たせて）、微小短
絡に起因して生じた電圧降下量の差異から、微小短絡の有無を感度よく検出するものであ
る。
【００２８】
　さらに具体的には、本願発明者らによって、「１ｍＶあたりのＳＯＣ」に対して設定す
る所定の範囲は、（０．０１×α）％以上で、かつ（０．０５×α）％以下の値とするの
が適当であることが判明した。
【００２９】
　ここで示す係数αは、ＳＯＣの容量範囲（ＳＯＣ１００％～ＳＯＣ０％に対応する電圧
の範囲）に応じて規定する定数である。
　そして係数αは、三元系の正極を使用する二次電池（４．２Ｖ（ＳＯＣ１００％）～３
Ｖ（ＳＯＣ０％）の容量範囲）の場合は、α＝１．０として規定される。
　また、マンガン系の正極を使用する場合（４．２～３Ｖの容量範囲）には、α＝１．１
／１．２として規定され、オリビン系の正極を使用する場合（３．５～３Ｖの容量範囲）
には、α＝１．１／０．５として規定される。
　さらに、ここに例示した種類以外の正極を使用する（あるいは、例示した容量範囲以外
の容量範囲を採用した）二次電池では、そのＳＯＣの容量範囲に応じて、係数αの値を適
宜規定することができる。
【００３０】
　次に、電池内部の微小短絡の有無を検出するための二次電池１の検査方法について、具
体的に説明する。
　尚、本実施形態にて例示する二次電池１は、三元系の正極を使用しており、以下では、
係数α＝１．０であって、１ｍＶあたりのＳＯＣが０．０１％以上であり、かつ０．０５
％以下の値をとる電圧を採用する場合を例示する。
【００３１】
　本実施形態における二次電池１の検査方法は、二次電池１に対して初期充電を実施する
工程と、初期充電済みの二次電池１を規定電圧まで放電させる工程と、放電後の二次電池
１にエージング処理を行って、エージング処理の前後における電圧降下量を算出する工程
と、測定した電圧降下量により、微小短絡の有無を判定する工程と、を備える構成として
いる。
【００３２】
　本発明の一実施形態に係る二次電池の検査方法では、二次電池１に対する初期充電を、
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電池仕上げ工程（ＳＴＥＰ－１）として実施する。
　電池仕上げ工程（ＳＴＥＰ－１）は、二次電池１に対して、所定の温度で、０Ｖの状態
から所定の電圧まで、所定の充電条件にて初期充電を行うとともに、初充電圧の状態で、
所定の温度で、所定時間放置（エージング）することで、二次電池１を初期活性化した状
態とする工程である。
【００３３】
　また、本発明の一実施形態に係る二次電池の検査方法では、電池仕上げ工程（ＳＴＥＰ
－１）を経て初期充電済みとなった二次電池１を、規定電圧Ｖ０まで放電させる工程を、
放電工程（ＳＴＥＰ－２）として実施する。
　尚、ここでいう「規定電圧Ｖ０」とは、１ｍＶあたりのＳＯＣが０．０１％以上であり
、かつ０．０５％以下の値をとる電圧であり、放電工程（ＳＴＥＰ－２）において二次電
池１を放電させるときの目標とする電圧である。
　ここで、「二次電池１の１ｍＶあたりのＳＯＣ」とは、二次電池１の電池電圧が１ｍＶ
変化した際のＳＯＣの変化率を示すものである。
【００３４】
　放電工程（ＳＴＥＰ－２）は、二次電池１のエージング開始時電圧Ｖ１を、規定電圧Ｖ
０とするべく、初充電状態の二次電池１を規定電圧Ｖ０まで放電させる工程である。
　上記のとおり、規定電圧Ｖ０としては、当該二次電池１の１ｍＶあたりのＳＯＣが０．
０１％以上であり、かつ０．０５％以下の値をとる電圧を採用し、本発明の一実施形態に
係る二次電池１の検査方法では、エージング開始時電圧Ｖ１は、規定電圧Ｖ０に等しい。
【００３５】
　二次電池１の電池電圧Ｖと当該二次電池１の１ｍＶあたりのＳＯＣとの関係は、図３に
示すように表され、図３を用いることにより、規定電圧Ｖ０を求めることができる。
　尚、図３に示すような二次電池１の電池電圧Ｖと当該二次電池１の１ｍＶあたりのＳＯ
Ｃとの関係は、二次電池１を用いた測定により、予め得ておく。
【００３６】
　また、図４に示す表は、図３に表されるグラフを適宜のポイントで数値化して表したも
のである。
　そして、図４によれば、当該二次電池１の１ｍＶあたりのＳＯＣが０．０１％以上０．
０５％以下である状態とするためには、二次電池１を、概ね３．４～３．２Ｖの範囲の電
圧とすればよいことが分かる。
【００３７】
　尚、二次電池１の１ｍＶあたりのＳＯＣが０．０１％未満の場合は、検査電圧が低くな
り過ぎて、良品における電圧降下量のばらつきが大きくなり、微小短絡に起因する電圧降
下を判別する感度が低くなるため、規定電圧Ｖ０を設定するための当該二次電池１の１ｍ
ＶあたりのＳＯＣの範囲から除外している。
【００３８】
　次に、本発明の一実施形態に係る二次電池１の検査方法では、放電工程（ＳＴＥＰ－２
）を経て規定電圧Ｖ０となっている二次電池１に対して、規定電圧Ｖ０（即ち、エージン
グ開始時電圧Ｖ１）からエージング処理を行うとともに、エージング開始時電圧Ｖ１とエ
ージング終了時電圧Ｖ２を測定し、前記電圧Ｖ１から電圧Ｖ２を減じることで、電圧降下
量ΔＶを算出する。
　そして、放電工程（ＳＴＥＰ－２）以後の一連の工程を、エージング工程（ＳＴＥＰ－
３）と呼ぶ。
【００３９】
　エージング工程（ＳＴＥＰ－３）は、当該二次電池１の１ｍＶあたりのＳＯＣが０．０
１％以上０．０５％以下の値をとる規定電圧Ｖ０（＝エージング開始時電圧Ｖ１）からエ
ージングを開始する構成としている。
　例えば、図４によれば、エージング開始時電圧Ｖ１を３．４Ｖとして、エージング工程
（ＳＴＥＰ－３）を開始すればよいことが判る。
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【００４０】
　また、このエージング工程（ＳＴＥＰ－３）は、常温の環境下で行うことができる。
　このため、本発明の一実施形態に係る二次電池１の検査方法は、例えば、極低温（例え
ば、－３０℃）の環境を作り出すための特別な装置がなくても行うことが可能であり、従
来に比して簡易な設備のみを用いて検査を行うことができる。
　また、エージング工程（ＳＴＥＰ－３）を常温で行うことにより、微小短絡の検査に要
する時間を短縮することができ、さらに、検査に要するコストの削減も実現できる。
　尚、ここでいう「常温」とは、二次電池に結露が生じることを防止できる温度範囲であ
って、概ね１０～２５℃程度の温度範囲を指すものとして規定している。
【００４１】
　あるいは、本発明の一実施形態に係る二次電池１の検査方法では、エージング工程（Ｓ
ＴＥＰ－３）を、常温以外（例えば、極低温（－３０℃））の環境下で行うことも可能で
ある。
　即ち、本発明の一実施形態に係る二次電池１の検査方法は、二次電池１の温度に関わら
ず行うことができるものであるが、従来の二次電池における微小短絡の検査方法とは異な
り、常温でも実施することができるという点に特徴を有している。
【００４２】
　そして次に、測定した電圧降下量により、微小短絡の有無を判定する工程として、判定
工程（ＳＴＥＰ－４）を実施する。
　判定工程（ＳＴＥＰ－４）では、判定を行う前に、内部短絡がないことが既知である良
品の二次電池から算出した電圧降下量ΔＶを基準電圧降下量ΔＶＡとして、複数のサンプ
ルから該基準電圧降下量ΔＶＡの平均値及び正規分布を算出しておく。
【００４３】
　そして、基準電圧降下量ΔＶＡの平均値、及び正規分布における４σの値（複数の基準
電圧降下量ΔＶＡの値の標準偏差σを４倍した値）を用いて、電圧降下量ΔＶが「平均値
＋４σ」の値よりも大きい場合に、微小短絡があるものと判定するようにしている（ＳＴ
ＥＰ－５）。
　一方、電圧降下量ΔＶが「平均値＋４σ」の値以下の場合には、微小短絡がないものと
判定するようにしている（ＳＴＥＰ－６）。
　尚、本実施形態では、微小短絡の有無を判断するための閾値として、基準電圧降下量Δ
ＶＡの平均値、及び正規分布における４σの値を採用する場合を例示しているが、本発明
に係る検査方法は、微小短絡の有無を判断するための閾値を前記４σの値とする構成に限
定されるものではない。
【００４４】
　次に、本発明の一実施形態に係る二次電池１の検査方法による検査の実施状況について
、説明をする。
　本実施例においては、微小短絡を有しない二次電池１の良品サンプルを複数個作成する
とともに、微小短絡を有する二次電池１の微小短絡サンプルを複数個作成し、これらの各
サンプルについて、本願発明にかかる二次電池１の検査方法により微小短絡の有無の検出
を行った。
【００４５】
　二次電池１の良品サンプルとしては、正極板として、正極活物質としてのＬｉＮｉＣｏ
ＭｎＯ2を９０ｗｔ％、導電材としてのアセチレンブラック（ＡＢ）を５ｗｔ％、結着材
としてのポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）を５ｗｔ％含んだ三元系正極合材ペーストを
、集電体としての１５μｍ厚のアルミニウム箔に塗布して構成したものを用いた。
　また、負極板として、負極活物質としての天然黒鉛系活物質を９８ｗｔ％、増粘剤とし
てのカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）を１ｗｔ％、結着材としてのスチレン－ブタ
ジエン共重合体（ＳＢＲ）を１ｗｔ％含んだ負極合材ペーストを、集電体としての１０μ
ｍ厚の銅箔に塗布して構成されたものを用いた。
【００４６】
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　また、セパレータとして、ポリプロピレン（ＰＰ）の単層構造、ポリエチレン（ＰＥ）
の単層構造、またはポリプロピレン（ＰＰ）とポリエチレン（ＰＥ）との２層構造の微多
孔膜からなる２０μｍ厚のものを用いた。
　また、電解液として、ＥＣ（エチレンカーボネート）、ＤＭＣ（ジメチルカーボネート
）、およびＥＭＣ（エチルメチルカーボネート）を、３：３：４（重量比）の割合にて混
合した溶媒に、ＬｉＰＦ6を１．０Ｍの濃度で溶解させたものを用いた。
　また、容量が２０Ａｈの二次電池に構成した。
【００４７】
　二次電池１の微小短絡サンプルは、前述の良品サンプルと同じ仕様の二次電池における
正極側に、１５０μｍの大きさの鉄製の異物を投入したものを用いた。
【００４８】
　電池仕上げ工程（ＳＴＥＰ－１）では、上記の各良品サンプルおよび微小短絡サンプル
に対して、２５℃にて０Ｖから４．１Ｖまで、１Ｃにて初期充電を行い、４．１Ｖ（即ち
、ＳＯＣ１００％）、６０℃にて１日放置（エージング）することで、各良品サンプルお
よび微小短絡サンプルを初期活性化させた。
　そして、このような電池仕上げ工程（ＳＴＥＰ－１）を経た後に、二次電池１の検査方
法による微小短絡の有無の検出を行った。
【００４９】
　二次電池１の検査方法による微小短絡の有無の検出は、以下のフローにて行った。
　まず、各良品サンプルおよび微小短絡サンプルを４００ｋｇｆにて拘束する。この拘束
状態で、各サンプルを、図４に示す各検査電圧（具体的には、４．１～３．９Ｖ、３．４
～３．１Ｖの７種類）となるように放電させた。
【００５０】
　図４に示す各検査電圧のうち、３．４～３．２Ｖの３種類の検査電圧は、１ｍＶあたり
のＳＯＣが０．０１％以上０．０５％以下となるため、規定電圧Ｖ０に該当しており、そ
の他の４種類の検査電圧は、１ｍＶあたりのＳＯＣが０．０１％以上０．０５％以下とは
ならない電圧である。
【００５１】
　次に、各良品サンプルおよび微小短絡サンプルを「常温」である２５℃の環境下で１０
日間放置することによりエージング処理（即ち、エージング工程）を行う（ＳＴＥＰ－３
）。
　また、エージング工程（ＳＴＥＰ－３）では、エージング開始時（０日目）の電圧Ｖ１
、およびエージング終了時（１０日目）の電圧Ｖ２をそれぞれ測定し、電圧Ｖ１から電圧
Ｖ２を減じることで、電圧降下量ΔＶを算出する。
【００５２】
　そして、算出した電圧降下量ΔＶに基づいて、判定工程を行って（ＳＴＥＰ－４）、微
小短絡の有無（（ＳＴＥＰ－５）あるいは（ＳＴＥＰ－６））を判定する。
【００５３】
　そして、本実施例では、検査電圧を３．４～３．２Ｖ（１ｍＶあたりのＳＯＣが０．０
１％以上０．０５％以下となる電圧）とした（即ち、規定電圧Ｖ０まで放電した）３パタ
ーンにおいては、良品サンプルと微小短絡サンプルを精度よく判別することができた。
　一方、その他４種類の検査電圧（１ｍＶあたりのＳＯＣが０．０１％以上０．０５％以
下とならない電圧）とした４パターンにおいては、良品サンプルと微小短絡サンプルを精
度よく判別することができなかった。
【００５４】
　次に、二次電池１の検査方法による微小短絡の有無の判定結果について説明する。
　本実施例では、前述したように、各サンプルの電池電圧が、図４に示す各検査電圧（具
体的には、４．１～３．９Ｖ、３．４～３．１Ｖの７種類）となるように放電させて、そ
の後、その各検査電圧をエージング開始時電圧Ｖ１として、エージング工程（ＳＴＥＰ－
３）を実施している。
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【００５５】
　図５には、検査電圧ごとに、各サンプルの測定結果から検出可能な短絡電流値の変化を
算出した結果をまとめている。
　図５の縦軸は、検出可能な短絡電流値を表している。検出可能な短絡電流値とは、エー
ジング工程（ＳＴＥＰ－３）において算出した電圧降下量ΔＶを電流値に換算したもので
あり、微小短絡に起因して生じた電流の大きさを表している。
　そして、検出可能な短絡電流値がより小さいという事実は、より感度よく微小短絡を検
出可能であることを表す目安となるものである。
【００５６】
　図５では、エージング日数と検出可能な短絡電流値との関係を示しているが、エージン
グ日数が経過するに従って検出可能な短絡電流値がより小さくなるものほど、微小短絡に
起因して生じる微小な電流を捉えることができていることになり、即ち、検出可能な短絡
電流値がより小さくなるものほど、感度よく微小短絡を検出できるものと言える。
【００５７】
　そして、図５によれば、エージング開始時電圧Ｖ１が３．４～３．２Ｖである（規定電
圧Ｖ０に該当する）もの（即ち、１ｍＶあたりのＳＯＣが０．０１％以上０．０５％以下
となる場合）は、検出可能な短絡電流値が２０μＡ程度にまで至っており、微小短絡の検
出をより感度よく行うことができることを表している。
【００５８】
　一方、エージング開始時電圧Ｖ１が３．４～３．２Ｖの範囲外である（規定電圧Ｖ０に
該当しない）ものは、エージング開始時電圧Ｖ１が３．４～３．２Ｖであるものに比して
検出可能な短絡電流値がより大きくなっており、微小短絡の検出感度が低い状況であるこ
とを表している。
【００５９】
　以上の結果により、三元系の正極（係数α＝１．０）を有する二次電池１では、エージ
ング開始前に、３．４～３．２Ｖの規定電圧Ｖ０まで放電させてから（即ち、放電工程（
ＳＴＥＰ－２）を実施してから）エージング工程（ＳＴＥＰ－３）を実施することにより
、より感度よく微小短絡を検出できることが確認できた。
【００６０】
　即ち、本発明の一実施形態に係る二次電池の検査方法は、エージング前後における二次
電池１の電圧降下量ΔＶを測定する工程（エージング工程（ＳＴＥＰ－３））と、電圧降
下量ΔＶが所定の閾値（基準電圧降下量ΔＶＡの「平均値＋４σ」）を超えている場合に
は、二次電池１に内部短絡が生じていると判定する工程（判定工程（ＳＴＥＰ－４））と
、を備えるものであって、エージング工程（ＳＴＥＰ－３）の前に、二次電池１を、該二
次電池１におけるＳＯＣの容量範囲（本実施形態では、４．１～３Ｖ）に応じた所定の係
数α（本実施形態では、α＝１．０）を規定するときにおいて、１ｍＶあたりのＳＯＣが
０．０１％以上でかつ０．０５％以下となる電圧である規定電圧Ｖ０まで放電させる工程
（即ち、放電工程（ＳＴＥＰ－２））を備え、エージング工程（ＳＴＥＰ－３）を開始す
るときの電圧（即ち、エージング開始時電圧Ｖ１）を規定電圧Ｖ０とするものである。
　このような構成により、二次電池１の自己放電に起因する電圧降下を抑制し、内部短絡
に起因する電圧降下を際立たせることができ、微小短絡の有無を感度よく検出することが
できる。
【００６１】
　また、本発明の一実施形態に係る二次電池の検査方法では、エージング工程（ＳＴＥＰ
－３）を、常温（本実施形態では、２５℃）の環境下で行うものである。
　このような構成により、二次電池１の内部に水分が混入して、短絡が発生することを防
止できる。
　また、検査時間の短縮および検査コストの低減を実現することができる。
【符号の説明】
【００６２】
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　１　　　二次電池
　Ｖ１　　エージング開始時電圧
　Ｖ２　　エージング終了時電圧
　ΔＶ　　電圧降下量
　ΔＶＡ　基準電圧降下量

【図１】 【図２】
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