
JP 5048404 B2 2012.10.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電極板の仕切りに用いられる連続セパレータに、複数の正極板と負極板から構成される電
極板を電極板毎に所定の間隔を保持し、前記連続セパレータに正極板と負極板を所定の間
隔で交互に配置し、前記電極板に設けられたタブが前記連続セパレータの外側になるよう
に配置し、
他方の電極板の仕切りに用いられる連続セパレータを、前記電極板が配置された連続セパ
レータに重ね合わせて、
前記電極板の周囲の連続セパレータ同士を
加熱溶融により貼り合わせて接着し、
正極板と負極板が連続セパレータを介して交互に重なり合うように積層状に収納すること
を特徴とする２次電池製造方法。
【請求項２】
電極板を挟み込む電極板の下側の連続セパレータと、電極板の上側に位置する他方の連続
セパレータと、
前記電極板が正極板と負極板であり、前記連続セパレータに正極板と負極板を所定の間隔
で交互に配置し、電極板に設けられたタブを連続セパレータの外側になるように配置する
移載ハンドと、
連続セパレータと電極板と他方の連続セパレータとを重ね合わせるニップロールと、
ニップロールから送り出された連続セパレータの端部と電極板毎の間隙を加熱溶融させる
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ヒータと、
連続セパレータのヒータによる加熱溶融と、連続セパレータへの電極板の配置とを連動さ
せて連続セパレータを間欠移動させる搬送コンベアと、
電極板毎に周囲が張り合わされた連続セパレータを正極板と負極板が前記連続セパレータ
を介して交互に重なり合うように折り込むスイング機構と、
折り込まれた連続セパレータを積層状に収納する収納箱とからなる２次電池製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、枚葉状の正極板と負極板との間にシート状のセパレータを介在させて積層を
形成するリチウム２次電池の製造方法と製造装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　正極板と負極板の間にセパレータを介在させて２次電池を製造する製造装置として、特
許文献１のような製造装置が知られている。
【０００３】
　特許文献１の製造装置は、図４に示すように、セパレータを供給するセパレータ供給部
１と、セパレータを引き出すグリップチャック１１と、正極板と負極板を供給する正極板
供給機構３０と負極板供給機構３１と、回転チャック機構４５とを備えている。
【０００４】
　まず、グリップチャック１１がセパレータをセパレータ供給部１から所定量引き出す。
次に、セパレータを挟んで対向位置に配置されている正極板供給機構３０と負極板供給機
構３１が、引き出されたセパレータに、正極板と負極板を供給配置する。次に、回転チャ
ック機構４５が正極板と負極板をクランプし、クランプした状態で半回転する。次に、回
転チャック機構の半回転にあわせて、グリップチャック１１がセパレータ供給部側に戻る
。次に、正極板供給機構３０と負極板供給機構３１が、セパレータで挟まれた正極板と負
極板の外側に、さらに正極板と負極板を供給配置する。次に、回転チャック機構４５が、
積層された正極板と負極板をクランプした状態で半回転する。回転チャック機構４５が、
半回転することで２層目を形成する。次に、回転チャック機構４５の半回転にあわせて、
グリップチャック１１がセパレータ供給側に戻る。以後、グリップチャック１１が所定の
高さ（正極板供給機構および負極板供給機構の高さ）に戻るまで同様の動作を繰り返す。
グリップチャック１１が所定の高さに戻ると、カッタがセパレータ供給部側のセパレータ
を切断し、グリップチャック１１がセパレータを開放する。次に、回転チャック機構が積
層された正極板と負極板を次の工程に搬送する。このように、特許文献１の製造装置は、
セパレータに正極板と負極板を供給配置し、クランプさせた正極板と負極板を回転チャッ
ク機構４５で半回転しながらリチウム２次電池を製造している。
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１９０７７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の装置では、セパレータの引き出された長さ分だけ正極板と負極板が折り重
ねられる構成となっている。大容量のリチウム２次電池のように、セパレータに折り重ね
られる正極板と負極板の枚数が増えると、このような装置では対応できなくなっている。
【０００７】
　また、正極板と負極板はセパレータに対して固定されていないので搬送時等に積層した
位置からずれてしまう問題もある。電極の位置ズレは、短絡事故により短時間に大電流が
電極間に流れ爆発、発火事故などが発生する危険性がある。
【０００８】
　本発明は、大容量のリチウム２次電池の製造に対応でき、従来の製造装置よりも生産性
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が向上したリチウム２次電池の製造方法と製造装置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】
【０００９】
　上記の課題を達成するために、請求項１に記載の２次電池製造方法は、
電極板の仕切りに用いられる連続セパレータに、複数の正極板と負極板から構成される電
極板を電極板毎に所定の間隔を保持し、前記連続セパレータに正極板と負極板を所定の間
隔で交互に配置し、前記電極板に設けられたタブが前記連続セパレータの外側になるよう
に配置し、
他方の電極板の仕切りに用いられる連続セパレータを、前記電極板が配置された連続セパ
レータに重ね合わせて、
前記電極板の周囲の連続セパレータ同士を
加熱溶融により貼り合わせて接着し、
正極板と負極板が連続セパレータを介して交互に重なり合うように積層状に収納すること
を特徴とする２次電池製造方法である。
【００１２】
　請求項２に記載の２次電池製造装置は、
電極板を挟み込む電極板の下側の連続セパレータと、電極板の上側に位置する他方の連続
セパレータと、
前記電極板が正極板と負極板であり、前記連続セパレータに正極板と負極板を所定の間隔
で交互に配置し、電極板に設けられたタブを連続セパレータの外側になるように配置する
移載ハンドと、
連続セパレータと電極板と他方の連続セパレータとを重ね合わせるニップロールと、
ニップロールから送り出された連続セパレータの端部と電極板毎の間隙を加熱溶融させる
ヒータと、
連続セパレータのヒータによる加熱溶融と、連続セパレータへの電極板の配置とを連動さ
せて連続セパレータを間欠移動させる搬送コンベアと、
電極板毎に周囲が張り合わされた連続セパレータを正極板と負極板が前記連続セパレータ
を介して交互に重なり合うように折り込むスイング機構と、
折り込まれた連続セパレータを積層状に収納する収納箱とからなる２次電池製造装置であ
る。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１に記載の発明によれば、電極板の周囲を連続セパレータの接着により取り囲ん
でいるので、電極板の位置ズレを防止することができる。そのため、電極板の位置ズレに
よる短絡事故や爆発・発火事故などを回避することができる。さらに、セパレータが連続
セパレータで構成されており、電極板毎に連続セパレータを折り込んで積層タイプの２次
電池を構成することができるので、電極板の枚数に制限なく大容量の２次電池の製造に対
応することができる。
【００１６】
　さらに、連続セパレータに正極板と負極板を所定の間隔で交互に配置し周囲を連続セパ
レータの接着により取り囲み積層状に収納しているので、正極板と負極板の接触がない２
次電池を製造することができる。
【００１８】
　請求項２に記載の発明によれば、連続セパレータの電極板の周囲の接着と、連続セパレ
ータへの電極板の配置を連動して搬送コンベアを間欠運転するので、大容量の２次電池を
効率よく製造することができる。また、電極板の周囲の連続セパレータが接着さるので電
極板同士の接触を防止することができる。
【００１９】
　さらに、移載ハンドで正極板と負極板を移載するので連続セパレータに精度よく配置し
連続性の高い生産に効率よく対応できる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　＜実施の形態１＞
　次に本発明のリチウム２次電池製造装置（以後、２次電池製造装置と称する）の実施の
形態１を図面を参照して説明する。図１は２次電池製造装置の各要部の配置を示す概略斜
視図である。まず、図１に基づいて本発明の２次電池製造装置の概略構成を説明する。な
お、２次電池製造装置で用いる正極板および負極板の連続セパレータＳを図面の説明上、
上セパレータ１００と下セパレータ１０１に区別して記載する。また、電極板ＰＮを正極
板１０８と負極板１０９に区別して記載する。上セパレータ１００は、正極板１０８およ
び負極板１０９に対して上側に配置される連続セパレータＳを示し、下セパレータ１０１
は、下側に配置される連続セパレータＳを示す。連続セパレータＳの表面には、接着剤が
塗布されており、加熱により接着剤が溶融し連続セパレータＳ同士が接着されるようにな
っている。
【００２２】
　２次電池製造装置は、上セパレータ１００が送り出される上セパレータ巻出部１０２と
、下セパレータ１０１が送り出される下セパレータ巻出部１０３と、送り出された上セパ
レータ１００および下セパレータ１０１を把持して所定の長さを引き出すニップロール１
０４と、２次電池の積層部１０５と、ロール状の正極材１０６および負極材１０７と、枚
葉状の正極板１０８および負極板１０９と、正極板１０８および負極板１０９を搬送コン
ベア１１０上の下セパレータ１０１に載置する移載ハンド１１２と、載置された正極板１
０８と負極板１０９を搬送する搬送コンベア１１０とを備えている。
【００２３】
　正極板１０８と負極板１０９は、ロール状の正極材１０６および負極材１０７から引き
出された電極板を、図示していない打ち抜き装置により所定の大きさに切断して形成され
る。なお、正極板１０８および負極板１０９にはタブ１１１が形成されるように所定の大
きさに切断される。切断された正極板１０８および負極板１０９は移載ハンド１１２の近
傍に供給される。
【００２４】
　移載ハンド１１２はＺ軸回りに回転させる支持部１１３と、この支持部１１３に支持さ
れたアーム１１４と、アーム１１４の先端側に取り付けられた正極板１０８および負極板
１０９を吸着する吸着部１１５とを備えている。正極板１０８用、負極板１０９用各々専
用に設置された移載ハンド１１２は、吸着部１１５で正極板１０８と負極板１０９を同時
に吸着して下セパレータ１０１に正極板１０８と負極板１０９が隣り合うように配置する
。配置の際、下セパレータ１０１の進行方向に対して所定間隔を保つように、かつ下セパ
レータ１０１の端部から所定間隔を保つように配置する。さらに、正極板１０８と負極板
１０９に設けられたタブ１１１は、下セパレータ１０１の外側になるように配置する。
【００２５】
　下セパレータ１０１は、ロール状の下セパレータ巻出部１０３より送り出され搬送コン
ベア１１０上を通り、ニップロール１０４を経由してセパレータ同士の貼り合わせが行わ
れた後、積層部１０５に積層される。搬送コンベア１１０上において、正極板１０８およ
び負極板１０９が所定位置に配置されると、搬送コンベア１１０の端部に備えられている
サポート部材１１６が待機位置から９０度旋回し、正極板１０８および負極板１０９を押
さえ、搬送中の位置ズレの防止を行うようになっている。なお、サポート部材１１６の待
機位置側は、搬送コンベア１１０の進行方向と平行で正極板１０８と負極板１０９の配置
される位置に干渉しない位置とする。また、サポート部材１１６は、個々の正極板１０８
および負極板１０９を搬送コンベア１１０の進行方向に対して左右に少なくとも２カ所で
支えることができるように、搬送コンベア１１０の端部に複数個が備えられている。搬送
コンベア１１０は、正極板１０８および負極板１０９の移載時は停止し、サポート部材１
１６が動作するとニップロール１０４方向に所定の長さ移動し、間欠運転を行うようにな
っている。
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【００２６】
　なお、サポート部材１１６を備える変わりに、移載された正極板１０８と負極板１０９
を搬送コンベア１１０上に固定的に保持することができるマグネットコンベア型の搬送コ
ンベア１１０を用いても良い。
【００２７】
　正極板１０８または負極板１０９が搬送コンベア１１０により搬送され、ニップロール
１０４に近づくと、サポート部材１１６が９０度旋回し待機位置側に戻る。そして、正極
板１０８または負極板１０９が、上セパレータ巻出部１０２から送り出された上セパレー
タ１００と、下セパレータ１０１に挟み込まれた状態でニップロール１０４に挟み込まれ
て重ねられるようになっている。以後、ニップロール１０４から送り出された上セパレー
タ１００および下セパレータ１０１を連続セパレータＳと呼び、正極板１０８および負極
板１０９について電極板ＰＮの記載も用いる。
【００２８】
　ニップロール１０４から送り出された連続セパレータＳは、ロールヒータ１１７および
２本の棒ヒータ１１８によって表面が加熱され接着剤が溶融し連続セパレータＳ同士が接
着される。図２に連続セパレータＳと電極板ＰＮ（正極板１０８および負極板１０９）と
接着領域を示す。電極板ＰＮは、連続セパレータＳのほぼ中央に配置されている。ロール
ヒータ１１７は、円筒状のヒータで円筒の外周面が、電極板ＰＮの進行方向で図２の接着
領域Ａを走行するようになっている。接着領域Ａは、電極板ＰＮの周囲で連続セパレータ
Ｓの端との間の領域となっている。なお、図２において、袋状領域Ｃの中に収納された電
極板ＰＮを点線で示した。
【００２９】
　次に、接着領域Ａが接着されると、２本の棒ヒータ１１８が下降し図２の接着領域Ｂを
接着する。接着領域Ｂは連続セパレータＳの電極板ＰＮ毎の間隔の領域となっている。そ
して、２本の棒ヒータ１１８は、電極板ＰＮの間隔と同じ間隔で配置されている。これに
より、連続セパレータＳの袋状領域Ｃが形成され、袋状領域Ｃの中に一枚づつ電極板ＰＮ
が収納されるようになる。また、タブ１１１は、袋状領域Ｃから外部に露出するように形
成される。従って、電極板ＰＮの周囲が接着され電極板ＰＮの位置ズレや正極板１０８と
負極板１０９のショートを防止できるようになる。
【００３０】
　周囲が接着された電極板ＰＮは送りロール１１９に送られ、その後、スイング機構１２
０のより積層部１０５に正極板１０８と負極板１０９が連続セパレータＳを介してジグザ
グ状に積み重ねられる。所定の厚さに積み重ねられると、スイング機構１２０の出口部に
備えられているカッタによって連続セパレータＳが切断され、積層体である２次電池の製
造が完了する。次に、積層部１０５に形成された２次電池が次工程に搬送される。なお、
図２において積層部１０５内の積層状態を示すため、積層部１０５は１点鎖線にて示した
。
【００３１】
　このように、実施の形態１の２次電池製造装置は、正極板１０８と負極板１０９は袋状
領域Ｃに収納されているので搬送時等に積層した位置からずれることがない。そのため、
電極板ＰＮの位置ズレ、短絡事故による爆発、発火事故などを回避することができる。さ
らに、電極板の仕切りに用いられるセパレータが連続セパレータＳで構成されており、電
極板ＰＮ毎に連続セパレータＳを折り込んで積層タイプの２次電池を構成することができ
るので、電極板の枚数に制限なく大容量の２次電池の製造に対応することができる。また
、移載ハンド１１２で正極板１０８と負極板１０９を移載するので連続セパレータＳに精
度よく配置し連続性の高い生産に効率よく対応できる。
【００３２】
　上記実施の形態１では、ロールヒータ１１７および２本の棒ヒータ１１８を用いて連続
セパレータＳを加熱溶融して接着していたが、加熱溶融に限らず超音波溶接を用いること
もできる。
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【００３３】
　＜実施の形態２＞
　次に、本発明の実施の形態２について、図３を用いて説明する。図３の符号において実
施の形態１と同じ構成部品については同じ符号を用いる。
【００３４】
　図３に示す２次電池製造装置は、上セパレータ１００が送り出される上セパレータ巻出
部１０２と、下セパレータ１０１が送り出される下セパレータ巻出部１０３と、送り出さ
れた上セパレータ１００および下セパレータ１０１を把持して所定の長さを引き出すニッ
プロール１０４と、２次電池の積層部１０５と、ロール状の正極材１０６および負極材１
０７と、枚葉状の正極板１０８および負極板１０９と、正極板１０８を搬送コンベア１１
０上の下セパレータ１０１に載置する移載ハンド１１２と、載置された正極板１０８を搬
送する搬送コンベア１１０と、負極板１０９の裏面に接着剤１２１を塗布する接着剤塗布
ノズル１２２と、負極板１０９を接着剤１２１の塗布位置と接着剤１２１の塗布された負
極板１０９を移載する移載ハンド１２３とを備えている。
【００３５】
　正極板１０８と負極板１０９は、ロール状の正極材１０６および負極材１０７から引き
出された電極板を、図示していない打ち抜き装置により所定の大きさに切断して形成され
る。なお、正極板１０８および負極板１０９にはタブ１１１が形成されるように所定の大
きさに切断される。切断された正極板１０８は搬送コンベア１１０の横に設置された移載
ハンド１１２の近傍に供給される。負極板１０９は、送りロール１１９の下方に設置され
た移載ハンド１２３の近傍に供給される。
【００３６】
　移載ハンド１１２はＺ軸回りに回転させる支持部１１３と、この支持部１１３に支持さ
れたアーム１１４と、アームの先端側に取り付けられた正極板１０８を吸着する吸着部１
１５とを備えている。移載ハンド１１２は、吸着部１１５を用いて正極板１０８を吸着し
、正極板１０８を移載コンベア１１０上の下セパレータ１０１に所定の間隔で移載する様
になっている。
【００３７】
　下セパレータ１０１は、ロール状の下セパレータ巻出部１０３より送り出され搬送コン
ベア１１０上を通り水平方向に移動した後、ニップロール１０４を経由して下降方向に移
動し、積層部１０５に積層される。搬送コンベア１１０上において、正極板１０８が所定
位置に配置されると、搬送コンベア１１０の端部に備えられているサポート部材１１６が
待機位置から９０度旋回し、正極板１０８を押さえ、搬送中の位置ズレの防止を行うよう
になっている。なお、サポート部材１１６の待機位置側は、搬送コンベア１１０の進行方
向と平行で正極板１０８の配置される位置に干渉しない位置とする。また、サポート部材
１１６は、個々の正極板１０８を搬送コンベア１１０の進行方向に対して左右に少なくと
も２カ所で支えることができるように、搬送コンベア１１０の端部に複数個が備えられて
いる。搬送コンベア１１０は、正極板１０８の移載時は停止し、サポート部材１１６が動
作するとニップロール１０４方向に所定の長さ移動し、間欠運転を行うようになっている
。
【００３８】
　正極板１０８が搬送コンベア１１０により搬送され、ニップロール１０４に近づくと、
サポート部材１１６が９０度旋回し待機位置側に戻る。そして、正極板１０８が、上セパ
レータ巻出部１０２から送り出された上セパレータ１００と、下セパレータ１０１に挟み
込まれた状態でニップロール１０４に挟み込まれて重ねられるようになっている。以後、
ニップロール１０４から送り出された上セパレータ１００および下セパレータ１０１を連
続セパレータＳと呼ぶ。
【００３９】
　ニップロール１０４から送り出された連続セパレータＳは、ロールヒータ１１７および
２本の棒ヒータ１１８によって表面が加熱され接着剤が溶融し連続セパレータＳ同士が接
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着される。実施の形態１と同様に、ロールヒータ１１７が接着領域Ａを加熱し溶着し、２
本の棒ヒータ１１８が連続セパレータＳの接着領域Ｂを加熱し溶着する。これにより、連
続セパレータＳに袋状領域Ｃが形成され、袋状領域Ｃの中に一枚づつ正極板１０８が収納
されるようになる。また、タブ１１１は、袋状領域Ｃから外部に露出するように形成され
る。なお、図３において、袋状領域Ｃの中に収納された正極板１０８を点線で示した。
【００４０】
　周囲が接着された連続セパレータＳは送りロール１１９に送られ、積層部１０５側に下
降する。次に、送りロール１１９の下方に供給された負極板１０９が、移載ハンド１２３
により、連続セパレータＳの左右に配置される。次に、負極板１０９の下面に、接着剤塗
布ノズル１２２より接着剤１２１が塗布される。接着剤塗布ノズル１２２は負極板１０９
の下方に備えられており、負極板１０９が連続セパレータＳの左右に配置される毎に上昇
し接着剤１２１の塗布を行った後、下降し次の負極板１０９の配置を待機するようになっ
ている。接着剤塗布ノズル１２２は、下降している連続セパレータＳの両側に備えられて
いる。次に、移載ハンド１２３が、連続セパレータＳの外周面で正極板１０８の表面およ
び裏面に連続セパレータＳを介して負極板１０９を貼り付ける。これにより、負極板１０
９、連続セパレータＳ、正極板１０８、連続セパレータＳ、負極板１０９の順に重ねられ
ることになる。負極板１０９の貼付は、正極板１０８の一つ飛び毎に行われる。（正極板
１０８に対して両側に負極板１０９を貼り付けた後、次に送られた正極板１０８の両側に
は負極板１０９を貼り付けずに、その次の正極板１０８の両側に負極板１０９を貼り付け
る。）なお、図３において、接着剤１２１の負極板１０９の裏面への塗布状態を点線にて
示した。
【００４１】
　次に、重ねられた正極板１０８および負極板１０９が、スイング機構１２０のより積層
部１０５に連続セパレータＳを介してジグザグ状に積み重ねられる。所定の厚さに積み重
ねられると、スイング機構１２０の出口部に備えられているカッタによって上セパレータ
１００および下セパレータ１０１が切断され、積層体である２次電池の製造が完了する。
次に、積層部１０５に形成された２次電池が次工程に搬送される。なお、図３において積
層部１０５内の積層状態を示すため、積層部１０５は１点鎖線にて示した。
【００４２】
　このように、実施の形態２の２次電池製造装置は、正極板１０８が袋状領域Ｃに収納さ
れているので搬送時等に積層した位置からずれることがない。また、正極板１０８と負極
板１０９が一枚の連続セパレータＳで仕切られているので、コンパクトに２次電池を形成
することができる。また、シート状の連続セパレータＳで連続的に積層することが出来る
ので大容量の２次電池の製造に対応することが出来る。さらに、接着剤１２１を用いて負
極板１０９を連続セパレータＳに貼り付けているので、正極板１０８と負極板１０９の両
方の周囲を連続セパレータＳで接着しなくても正極板１０８のみの周囲の連続セパレータ
Ｓを接着するだけで効率よく２次電池を製造することができる。なお、実施の形態２にお
いて、正極板１０８と負極板１０９の配置を逆にしても同様の効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る２次電池製造装置の各要部の配置を示す概略斜
視図である。
【図２】連続セパレータの接着領域と電極板の位置を示す平面図である。
【図３】本発明の第２の実施の形態に係る２次電池製造装置の各要部の配置を示す概略斜
視図である。
【図４】従来の２次電池製造装置の各要部の配置を示す概略斜視図である。
【符号の説明】
【００４４】
　１　　セパレータ供給部
　１１　　グリップチャック
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　３０　　正極板供給機構
　３１　　負極板供給機構
　４５　　回転チャック機構
　１００　　上セパレータ
　１０１　　下セパレータ
　１０２　　上セパレータ巻出部
　１０３　　下セパレータ巻出部
　１０４　　ニップロール
　１０６　　正極材
　１０７　　負極材
　１０８　　正極板
　１０９　　負極板
　１１０　　搬送コンベア
　１１２　　移載ハンド
　１１４　　アーム
　１１６　　サポート部材
　１１７　　ロールヒータ
　１１８　　棒ヒータ
　１１９　　送りロール
　１２０　　スイング機構
　１２１　　接着剤
　１２２　　塗布ノズル
　１２３　　移載ハンド
　Ｓ　　連続セパレータ
　ＰＮ　　電極板
【図１】 【図２】
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