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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一辺が約３０ｍｍ乃至６０ｍｍの略平面状の正極板と負極板とが約０．３ｍｍの間隔で
交互に積層されてなる電池にＸ線を照射し、前記正極板と負極板とがなす位置ずれを検査
する電池検査装置であって、
　Ｘ線焦点が０．０５ｍｍ以上１ｍｍ以下であるＸ線源と、
　前記Ｘ線焦点から４００ｍｍ以上１０００ｍｍ以下離れた検査位置に前記正極板と負極
板の積層面に沿って前記Ｘ線焦点から放射されるＸ線ビームを照射するように前記電池を
搬送して位置決めする搬送手段と、
　前記搬送手段により位置決めされた前記電池から３００ｍｍ以内に配置され前記電池を
透過した前記Ｘ線ビームを検出するシンチレータと２次元半導体センサアレイを備えるＸ
線検出器と、
　前記Ｘ線検出器の出力である前記電池の透過画像を取得し前記正極板と負極板の段差を
算出し、前記段差が所定の範囲にない場合は当該電池を不良品として判定する画像処理手
段と、
　前記画像処理手段で不良品を判定された当該電池を排除する排除手段と、
を有することを特徴とする電池検査装置。
【請求項２】
　前記搬送手段は、
　前記正極板と負極板が長方形である前記電池に対し、前記長方形の一方向の辺に沿って
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前記Ｘ線ビームを照射して検査した後、
　前記電池の他方向の辺に沿ってＸ線ビームを照射して検査することを特徴とする請求項
１に記載の電池検査装置。
【請求項３】
　前記検査位置に搬送して位置決めされた前記電池に対し、前記積層面の垂直方向に圧力
を加える２つの平面板を有するプレス手段を有することを特徴とする請求項１乃至２のい
ずれか１つに記載の電池検査装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、容器内に層状に正極板と負極板を交互に配置して成る電池の正極板と負極板の
位置ずれを検査する電池検査装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯電話などのモバイル機器の発達や電気自動車の実用化でリチウムイオン電池や
ニッケル水素電池などの二次電池の需要が拡大している。それに伴いショートや発火が生
じない安全で信頼性の高い電池を供給するための電池検査の重要度がますます高まってき
ている。
【０００３】
まず、図７にリチウムイオン電池１０６の概念図を示す。図７（ａ）は、リチウムイオン
電池１０６の外形図を示し、図７（ｂ）は、リチウムイオン電池１０６のＡ－Ａ断面図を
示している。また図７（ｃ）は、リチウムイオン電池１０６のＢ－Ｂ断面図を示している
。
【０００４】
図７（ｂ）に示すように、リチウムイオン電池１０６は、円筒状のケース１２０と、正極
板１２１と、負極板１２２と、セパレータ１２３とから構成されており、正極板１２１と
負極板１２２をセパレータ１２３を介して円筒状に何重にも巻き付け、これをケース１２
０に収め、電気を取り出す正極リードと負極リード（図示せず）を接続し、電解液１２４
を注入し、密閉して製造される。
【０００５】
リチウムイオン電池１０６の製造時において、正極板１２１と負極板１２２を巻き付けた
ときに、正極板１２１が負極板１２２より突出していると、使用中に突出した正極板１２
１からリチウムが析出し、ショートして発火するおそれがある。そのため、正極板１２１
の端と負極板１２２の端間は、ショートしないように段差Ｌが保たれていなければならな
い。
【０００６】
この巻きずれは、密閉後、Ｘ線透視を行って検査されている。
【０００７】
図６は、従来の巻きずれ検査装置１００の構成を示す図である。巻きずれ検査装置１００
は、Ｘ線ビーム１０２を出力するＸ線管１０１と、受光したＸ線ビーム１０２を可視化さ
せるＸ線Ｉ．Ｉ．（イメージインテンシファイア）１０３と、可視化された像を撮影する
テレビカメラ１０４と、撮影された画像を処理する画像処理装置１０５とを備えており、
Ｘ線管１０１とＸ線Ｉ．Ｉ．１０３の間に検査する被検体１０６が配置される。
【０００８】
巻きずれの検査をするために、まず第１段階として、Ｘ線管１０１とＸ線Ｉ．Ｉ．１０３
間にリチウムイオン電池１０６を配置し、第２段階としてＸ線管１０１からリチウムイオ
ン電池１０６に向けてＸ線ビーム１０２を出力する。第３段階としてリチウムイオン電池
１０６を透過したＸ線ビーム１０２をＸ線Ｉ．Ｉ．１０３で可視化し、第４段階でこの可
視化された画像をテレビカメラ１０４で撮影する。第５段階で撮影された画像を画像処理
装置１０５で処理計算して巻きずれを測定している。
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【０００９】
得られたリチウムイオン電池１０６の透過画像は、円筒状の電極板（正極板１２１と負極
板１２２の総称）の接線部分が濃く表れるので、図７（Ｃ）に示す断面図と同じような画
像となり、正極板１２１の端と負極板１２２の端がなす段差Ｌを明確に判定することがで
き、巻きずれ検出を行うことができる。
【００１０】
なお、画像処理装置１０５には、予め正極板１２１と負極板１２２がなす基準となる段差
Ｌ（基準データＬ０）が記憶されており、この基準データＬ０と透過画像から求められた
段差ＬＸとを比較して、段差ＬＸが基準データＬ０より小さいときは、被検体１０６は不
良品であると判定（巻きずれ自動判定）して、排除装置（図示せず）を用いて排除してい
る。
【００１１】
このように幾重にも巻き付けられたリチウムイオン電池を検査する場合は、リチウムイオ
ン電池１０６とＸ線管１０１との距離を十分近づけて、拡大透視を行うことで分解能を上
げ、透過画像を得る。また、高拡大率で撮影してもリチウムイオン電池１０６の透過画像
にボケが生じないように、Ｘ線管１０１には、Ｘ線焦点Ｆの寸法が数μｍを有するマイク
ロフォーカスＸ線管を用いて撮影を行っている。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、近年、電解液をゲル状にしたリチウムイオンポリマー電池が、液漏れしにくい
、エネルギー密度が高い、薄型にできるなどの理由で普及しつつある。
【００１３】
リチウムイオンポリマー電池は、その構成が平面状の正極板と負極板をセパレータを介し
て何層にも積み上げるスタック型構造からなり、リチウムイオン電池と同様に、積み上げ
た正極板が負極板より突出していると、その突出部からリチウムが析出しショートして発
火するおそれがある。そのため、正極板と負極板間はショートしないように段差Ｌが保た
れていなければならない。
【００１４】
しかしながら、このようなリチウムイオンポリマー電池を、従来の巻きずれ検査装置１０
０で検査した場合、次のような問題が生じる。
【００１５】
まず、リチウムイオンポリマー電池をＸ線管１０１に十分近づけて拡大透視による検査を
行うと、Ｘ線ビーム１０２の広がり角が無視できないため、リチウムイオンポリマー電池
内に平行に積層される複数の電極板の層のうちの一部を除いて多くの部分がＸ線ビーム１
０２とのなす角が大きくなり、Ｘ線Ｉ．Ｉ．１０３に投影され透視拡大された（一部を除
いた）各電極板の透過像に広がりが生じて重なりあい、正極板と負極板の段差ＬＸを正確
に測定することが出来ないという問題がある。
【００１６】
本発明は、上記課題を鑑みてなされたもので、その目的は、複数の平面板が平行に積層さ
れてなる電池の各平面板の位置ずれを正確に検出することができる電池検査装置を提供す
ることにある。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　以上の課題を解決するために請求項１記載の発明は、一辺が約３０ｍｍ乃至６０ｍｍの
略平面状の正極板と負極板とが約０．３ｍｍの間隔で交互に積層されてなる電池にＸ線を
照射し、前記正極板と負極板とがなす位置ずれを検査する電池検査装置であって、Ｘ線焦
点が０．０５ｍｍ以上１ｍｍ以下であるＸ線源と、前記Ｘ線焦点から４００ｍｍ以上１０
００ｍｍ以下離れた検査位置に前記正極板と負極板の積層面に沿って前記Ｘ線焦点から放
射されるＸ線ビームを照射するように前記電池を搬送して位置決めする搬送手段と、前記
搬送手段により位置決めされた前記電池から３００ｍｍ以内に配置され前記電池を透過し
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た前記Ｘ線ビームを検出するシンチレータと２次元半導体センサアレイを備えるＸ線検出
器と、前記Ｘ線検出器の出力である前記電池の透過画像を取得し前記正極板と負極板の段
差を算出し、前記段差が所定の範囲にない場合は当該電池を不良品として判定する画像処
理手段と、前記画像処理手段で不良品を判定された当該電池を排除する排除手段とを有す
ることを要旨とする。
【００１８】
本発明によれば、この構成により、電極板（正極板と負極板の総称）の層がＸ線ビームの
中心軸と平行に沿うようにＸ線焦点から十分離れた検査位置（４００ｍｍ以上）に電池の
位置決めを行い、この電池の検査位置から３００ｍｍ以内に設置されるＸ線検出器でこの
電池の透過画像を得ることで、全ての電極板に対してＸ線ビームの傾斜が少ないため、電
極板の像の広がり（ボケ）が小さく、広がりが重なり合うことなく正極板と負極板の段差
Ｌを正確に測定することができる。また、Ｘ線源としてＸ線焦点寸法が大きいＸ線管を用
いることで、Ｘ線焦点から十分離した電池に対しても十分なＸ線量が得られ、検査が可能
になる。また、Ｘ線検出器を電池に接近させて小さな拡大率で撮影することでＸ線焦点寸
法が大きくてもこれによる電極板の像の広がりは十分小さく問題が無い。また、シンチレ
ータと２次元半導体光センサアレイよりなるＸ線検出器を用いていることで、小さな拡大
率でも十分な分解能で透過画像を得ることができ段差Ｌを正確に測定できる。画像処理に
より段差Ｌを測定し、Ｌが所定範囲にあるか判定することにより、平面状の正極板と負極
板とが交互に積層されてなる電池の電極板の位置ずれの判定を可能とする。
【００１９】
上記課題を解決するために、請求項２記載の本発明は、請求項１記載の発明において、搬
送手段は、正極板と負極板が長方形である電池に対し、この長方形の一方向の辺に沿って
Ｘ線ビームを照射して検査した後、この電池の他方向の辺に沿ってＸ線ビームを照射して
検査することを要旨とする。
【００２０】
本発明によれば、この構成により、一方向から検査された電池を搬送手段で９０°回転あ
るいは搬送しなおして他方向からも検査することで、長方形の正極板と負極板からなる電
池の縦方向と横方向の位置ずれを検査することが可能になる。
【００２１】
上記課題を解決するために、請求項３記載の本発明は、請求項１あるいは２記載の発明に
おいて、検査位置に搬送して位置決めされた電池に対し、積層面の垂直方向に圧力を加え
る２つの平面板を有するプレス手段を有することを要旨とする。
【００２２】
本発明によれば、この構成により、交互に層をなす略平面状の正極板と負極板を有する電
池で層に反りがある場合には、プレス手段で層の両面から垂直に挟み込んで加圧し反りを
矯正することで、層の平面からのずれを平面に矯正した状態で透過画像を得ることができ
るので、反りのある電池であっても検査が可能になる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の実施の形態に係る電池検査装置１の構成を示す図である。　電池検査装
置１は、Ｘ線ビーム２０を出力するＸ線管１０と、受光したＸ線ビーム２０を透過画像と
して２次元の分解能で検出するＸ線検出器４０と、検出された透過画像を処理する画像処
理装置５０とを備えており、Ｘ線管１０とＸ線検出器４０の間には、テーブル７０が設け
られ、このテーブル７０には回転板が設置されており、この回転板の上に図示していない
搬送機構によりリチウムイオンポリマー電池６０が搬送されて載せられている。
【００２４】
Ｘ線管１０とＸ線検出器４０との距離ＦＤＤ(focus to detector distance)は、約７００
ｍｍとし、Ｘ線管１０とリチウムイオンポリマー電池６０との距離ＦＯＤ（Focus to obj
ect distance）は、約６００ｍｍとする。
【００２５】



(5) JP 4128397 B2 2008.7.30

10

20

30

40

50

ここで、Ｘ線管１０は、Ｘ線焦点Ｆの寸法が０．１ｍｍのＸ線管を用いる。このＸ線管１
０の管電圧は１００ｋＶ、管電流は０．５ｍＡである。
【００２６】
Ｘ線検出器４０は、通常のテレビカメラなどに用いられる２次元半導体光センサアレイ（
ＣＣＤセンサ）の表面にＸ線を可視光に変換するシンチレータ薄膜を貼り付けたものを用
いる。検出エリア寸法は、約１５×２０ｍｍ、素子マトリクスは４８０×６４０である。
１素子の寸法は約３０×３０μｍとなり十分な分解能が得られる。
【００２７】
なお、Ｘ線検出器４０は、シンチレータ薄膜をファイバプレートを介して貼り付けたもの
でもよく、また、シンチレータ薄膜としてファイバシンチレータを用いたものでもよい。
【００２８】
画像処理装置５０は、一般的なパーソナルコンピュータであり、Ｘ線検出器４０で撮影さ
れた透過画像を取り込み、撮影された積層の位置ずれを自動判定し、判定結果に応じて、
図示していない排除機構に指令を出力して不良品を排除するプログラムを予め記憶してい
る。また、テーブル７０上に設けられる回転板を回転させる制御プログラムも記憶してい
る。
【００２９】
なお、その他、Ｘ線管１０に高電圧を供給する高圧発生器や、管電圧・管電流を制御する
Ｘ線制御器、又はＸ線コリメータやＸ線遮蔽箱等の説明及び図示は本実施の形態では省略
する。
【００３０】
図２に被検体であるリチウムイオンポリマー電池６０の概念図を示す。図２（ａ）は、リ
チウムイオンポリマー電池６０を上面から見た上面図であり、図２（ｂ）は、リチウムイ
オンポリマー電池６０のＣ－Ｃ断面図である。また、図２（ｃ）は、Ｃ－Ｃ断面図の一部
を拡大した拡大断面図である。
【００３１】
図２（ａ）～（ｃ）に示すように、リチウムイオンポリマー電池６０は、約３０×６０ｍ
ｍの正極板６１と、この正極板より数ｍｍ大きい負極板６２が交互に１０層重ねられてお
り、１層が約０．３ｍｍ、全体は約３ｍｍの厚みを有する電池である。
【００３２】
正極板６１と負極板６２の間には、薄い樹脂製のセパレータ（図示せず）が挟み込まれて
おり、電極板（正極板６１と負極板６２の総称とする。）の全体は、アルミとポリプロピ
レン多層のラミネートフィルムからなるケース６６に収納され、電極板の間隙はゲル状電
解液６５で充填されている。
【００３３】
また、各正極板６１には、正極リード６３が接続され、正極リードは１本に束ねられて外
部に取り出されている。負極板６２も同様に、各負極板６２に負極リード６４が接続され
、この負極リードは１本に束ねられて外部に取り出されている。
【００３４】
次に、本発明の電池検査装置１の作用を、図２及び図３を参照して説明する。図３は、リ
チウムイオンポリマー電池の良品・不良品を判定するフローチャートである。
【００３５】
まずステップＳ１０で、搬送機構によりリチウムイオンポリマー電池（以下、単に電池と
いう。）６０が、電池検査装置１の所定の検査位置であるテーブル７０の上に配置決めさ
れて配置される。電池６０の長手方向（ここでは図２（ａ）に示すＡ方向）がＸ線ビーム
２０に沿って配置されたことを、画像処理装置５０の制御部（以下、単に制御部という。
）が確認するとステップＳ２０に進む。
【００３６】
ステップＳ２０で、制御部はＸ線管１０にＸ線ビーム２０の出力開始を指示する。Ｘ線管
１０からＸ線ビーム２０が出力されると、Ｘ線ビーム２０は電池６０に照射され、透過し
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たＸ線ビーム２０がＸ線検出器４０で撮影される。
【００３７】
ステップＳ３０で、Ｘ線検出器４０で撮影された透過画像Ａは、画像処理装置５０に内蔵
される画像用メモリに保存される。
【００３８】
ステップＳ４０で、制御部は、テーブル７０上の回転板を回転させて、電池６０の方向を
９０°回転させて、図２（ａ）に示すように、Ｘ線ビーム２０の照射方向をＢ方向に切り
換える。続いて、ステップＳ２０～Ｓ３０と同様に、Ｘ線管１０からＸ線ビーム２０の出
力が開始され、電池６０を透過したＸ線ビーム２０がＸ線検出器４０で撮影される。
【００３９】
ステップＳ５０で、Ｘ線検出器４０で撮影された透過画像Ｂは、画像処理装置５０に内蔵
される画像用メモリに保存される。
【００４０】
次にステップＳ６０で、画像用メモリに保存した透過画像Ａを読み込むが、透過画像Ａは
拡大断面図（図２（Ｃ））と同様の画像となる。この透過画像Ａから正極板６１と負極板
６２の板端座標を算出する。ここで、図２（ｃ）に示すように、負極板６２の板端座標を
ＰＡＮ（１）（添字（１）は、積層される負極板のうち、上層から第１段目の層を示して
いる。）とし、正極板６１の板端座標をＰＡＰ（１）とする。
【００４１】
ステップＳ７０で、算出された負極板の板端座標ＰＡＮ（１）から正極板の板端座標ＰＡ

Ｐ（１）を減算して、板端距離ＬＡＬを算出する。
[数式１]　ＬＡＬ（１）＝ＰＡＮ（１）－ＰＡＰ（１）

同様に、第２段目の負極板の板端座標ＰＡＮ（２）から正極板の板端座標ＰＡＰ（１）を
減算して、板端距離ＬＡＲを算出する。
[数式２]　ＬＡＲ（１）＝ＰＡＮ（２）－ＰＡＰ（１）

なお以降、繰り返し[数式１]、[数式２]の計算を行うことで、Ａ方向に関する負極板６２
と正極板６１の段差Ｌを算出する。
【００４２】
次に、ステップＳ８０で、予めメモリに記憶されている基準段差Ｌ０、許容ずれΔ０とス
テップＳ７０で算出された段差ＬＡＬ（１）及び段差ＬＡＲ（１）を比較して、位置ずれ
自動判定を行う。判定の結果、｜ＬＡＬ（１～ｎ）－Ｌ０｜＜＝Δ０、かつ、｜ＬＡＲ（

１～ｎ）－Ｌ０｜＜＝Δ０のときは、正常と判定してステップＳ９０に進み、それ以外の
ときは、不良品と判定して、排除機構に何番面の電池６０が不良品であるか指示を送信す
る。ここで基準段差Ｌ０は、電極板が均等に配置されたときの板端距離であり、正極板６
１と負極板６２の大きさは十分正確であるのでＡ方向の他端を測定せずに１端側の測定の
みでずれ（式の左辺に相当）が測定でき許容ずれΔ０と比較して判定することが可能とな
る。
【００４３】
ステップＳ９０では、ステップＳ８０においてＡ方向の位置ずれは無いと判定された電池
６０であり、さらにＢ方向の位置ずれを検査する。ステップＳ９０、Ｓ１００、Ｓ１１０
では透過画像ＢについてそれぞれＳ６０、Ｓ７０、Ｓ８０と同様の処理を行い、不良品と
判定した場合は、排除機構に何番面の電池６０が不良品であるか指示を送る。
【００４４】
次に、図２（ｃ）を参照して、撮影された電極板像の広がり（ボケ）具合について考察す
る。
【００４５】
まず、電池６０を構成する積層された層面は、Ｘ線ビーム２０の中心軸と平行になるよう
に配置されており、このとき両端の電極板が最もＸ線ビーム２０と非平行となり、層のＸ
線ビーム２０方向の長さを６０ｍｍとしてＸ線検出器４０に投影した場合、この投影され
た像の両端では約０．１５ｍｍの非平行ボケが生じる（１．５／６００×６０）（式（１
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））。なお、Ｘ線焦点Ｆの寸法による焦点ボケは、約０．０１４ｍｍとなる（０．１×１
００／７００）（式（２））。
非平行ボケ　＝　電池半厚／ＦＯＤ×層長さ　・・・　式（１）
焦点ボケ　＝　焦点サイズ×（ＦＤＤ－ＦＯＤ）／ＦＤＤ　・・・式（２）
しかし、層の間隔は０．３ｍｍであり、このボケは層間隔０．３ｍｍよりも十分小さいた
め、正極板６１と負極板６２の段差Ｌが明確に識別できることが明らかである。
【００４６】
次に、透過画像ノイズについて考察する。まず概略として画像ノイズは、１画像収集時間
中に１画素あたりで検出するＸ線フォトン数で決まる。上記実施の形態の場合は、従来と
比べて、Ｘ線焦点Ｆから見た１画素あたりの立体角が小さくなっている（１／数十）。そ
の代わり、大きなＸ線焦点Ｆを持つＸ線管１０を採用しているのでＸ線出力は大きくなり
（数十倍）、総合してＸ線フォトン数は同等となるので、従来と同じ画像収集時間で同等
のノイズの画像が得られる。
【００４７】
本実施の形態に記載の検査方法において、さらに別の設定で撮影を行う場合は、ＦＯＤは
４００～１０００ｍｍの範囲内に検査位置を設け、かつ、Ｘ線焦点Ｆの寸法を０．０５～
１ｍｍに設定すれば、鮮明で分解能の高い透過画像を撮影することができる。ＦＯＤを４
００ｍｍ以上とすれば非平行ボケは式（１）より、０．２３ｍｍ以下となり、ぎりぎり可
の範囲である。
【００４８】
なお、ＦＯＤが１０００ｍｍ以上の場合や、Ｘ線焦点Ｆの寸法が０．０５ｍｍ以下の場合
は、Ｘ線検出器４０に到達するＸ線量が減り、検査時間がかかったり装置が大型化する。
【００４９】
また、ＦＯＤが４００ｍｍ以下の場合や、Ｘ線焦点Ｆの寸法が１ｍｍ以上の場合は、Ｘ線
検出器４０に投影される透過画像のボケが大きくなり検査の品質が低下する。
【００５０】
また、Ｘ線検出器４０は、なるべく被検体６０に近く設置した方がよいが、これは離れて
設置すると焦点ボケが大きくなることと、装置が大型になるためである。（ＦＤＤ－ＦＯ
Ｄ）を３００ｍｍ、ＦＯＤを１０００ｍｍとすると式（１）より、焦点ボケは０．０１２
～０．２３ｍｍとなり、概略として（ＦＤＤ－ＦＯＤ）は３００ｍｍ以下に設定すれば間
違いないことがわかる。
【００５１】
したがって、本発明の実施の形態によれば、リチウムイオンポリマー電池６０を構成する
平行に積層された層の平面方向とＸ線ビーム２０の中心軸とを平行に配置し、かつＸ線管
１０から所定距離だけ離すことで、Ｘ線管１０から出力された直後の発散ビームが、リチ
ウムイオンポリマー電池６０に到達するときには略平行ビームとなり、一様な平行Ｘ線ビ
ーム２０がリチウムイオンポリマー電池６０の層に対して平行に照射されるので、各層の
透過画像がＸ線検出器４０上で重なるのを防止することができる。
【００５２】
また、従来装置で使用していたマイクロフォーカスＸ線管でなく、Ｘ線焦点が０．０５～
１ｍｍと大きなＸ線管を用いているので、Ｘ線出力が大きくとれ、Ｘ線管１０とリチウム
イオンポリマー電池６０を離して配置しても、鮮明な透過画像を得ることができる。
【００５３】
また、本実施の形態においては、Ｘ線検出器４０をリチウムイオンポリマー電池６０に接
近させて配置し、リチウムイオンポリマー電池６０を小さい拡大率で撮影しているので、
たとえ大きいＸ線焦点Ｆを使用しても、焦点サイズに起因するＸ線検出器４０に投影され
る層像の広がり（ボケ）は、層間隔よりも十分小さくなるので、正極板６１と負極板６２
の段差Ｌを正確に測定することができる。
【００５４】
（本実施の形態の変形例）
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本実施の形態では、テーブル７０上の回転板で電池６０の方向を変え照射方向をＡ，Ｂで
切り替えているが、必ずしも回転板の回転を用いなくともよい。例えば搬送機構で載せ換
えることもできれば、Ｘ線管１０、テーブル７０、Ｘ線検出器４０をＡ，Ｂ方向用でそれ
ぞれ２組用意し、搬送機構でＡ用、Ｂ用と順次搬送させてＡ方向、Ｂ方向を検査するよう
にすることもできる。
【００５５】
近年、電解液の量を増やすために電極板をメッシュ状にして、よりエネルギー密度を高め
る試みがされている。このようなメッシュ状の電極板は反りが大きく、この反りによりＸ
線検出器４０上に投影される透過画像に電極板のボケが発生するので、反りの大きさによ
り正確な検査を行うことができない場合がある。
【００５６】
そこで、図４に示すプレス機構７１を電池検査装置に備えることで、電極板に生じた反り
を抑制しながら正確に位置ずれ検査を行う。
このプレス機構７１は、２つの平面板７２ａ，７２ｂとが平行に配置され、この平面板７
２ａ，７２ｂ間に電池６０が配置される構造からなる。
【００５７】
このプレス機構７１を用いて検査を行う場合は、平面板７２ａ，７２ｂ間に電池６０を配
置し、平面板７２ａ，７２ｂ間を縮める方向に垂直な圧力を加えて、電池６０の電極板が
平らになるように加圧することで矯正する。加圧による電極板の矯正状態は、逐次モニタ
で監視しておき、平行に矯正されたことを確認してから、Ｘ線ビーム２０の照射及び透過
画像の撮影を順次行うことで、反りが無い状態のＸ線透視検査を行うことができる。
【００５８】
また更に変形例として、図５に示す巻き型電池８０を検査する場合を説明する。図５は、
巻き型電池８０の概念図である。図５に示すように、巻き型電池８０は、正極板８１と負
極板８３をセパレータ（図示せず）を介して交互になるように巻き付けた後、一方向に圧
縮して製造されるものであり、左右端を除けば電極板層は平行平面の層になる。そこで、
平行平面の層ができるので、このような巻き型電池に対しても本発明の電池検査装置で電
極板のずれの検査が可能である。
【００５９】
更に、この巻き型電池の検査にプレス機構７１を適用することもできる。プレス機構７１
の平面板７２ａ，７２ｂ間にこの巻き型電池８０を配置し、電極板層に対して垂直に圧力
を加えて巻き型電池８０の電極板の歪みが平らになるように矯正する。この状態でＸ線ビ
ーム２０を照射してＸ線透過画像の収集を順次行うことで、歪みの無いＸ線透視検査を行
うことができる。
【００６０】
【発明の効果】
本発明によれば、複数の平面板が平行に積層されてなる型の電池に対して、正極板と負極
板の位置ずれの検査が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る電池検査装置の構成を示す図である。
【図２】被検体であるリチウムイオンポリマー電池の概念図である。
【図３】本発明の電池検査装置を適用して行う電池の良品・不良品判定工程を示すフロー
チャートである。
【図４】本発明の変形例として、電池検査装置に備えられるプレス機構の具体的な構成を
示す図である。
【図５】被検体である他の電池の一例を示す概念図である。
【図６】従来の巻きずれ検査装置の構成を示す図である。
【図７】被検体であるリチウムイオン電池の概念図である。
【符号の説明】
１ 　　電池検査装置
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１０　Ｘ線管
２０　Ｘ線ビーム
４０　Ｘ線検出器
５０　画像処理装置
６０　被検体（リチウムイオンポリマー電池）
６１　正極板
６２　負極板
６３　正極リード
６４　負極リード
６５　ゲル状電解液
６６　ケース
７０　テーブル
７１　プレス機構
７２ａ　上面板
７２ｂ　下面板
８０　巻き型電池
８１　正極板
８３　負極板
８５　ケース
１００　従来の巻きずれ検査装置
１０１　Ｘ線管
１０２　Ｘ線ビーム
１０３　Ｘ線Ｉ．Ｉ．
１０４　テレビカメラ
１０５　画像処理装置
１０６　被検体（リチウムイオン電池）
１２０　ケース
１２１　正極板
１２２　負極板
１２３　セパレータ
１２４　電解液
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