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(57)【要約】
【課題】電池の電圧変化に基づいて高い信頼性のもとに
電池の内部短絡の有無を検査することのできる電池の内
部短絡検査方法を提供する。
【解決手段】複数の電池１１０ｓ、１１０ａ～１１０ｅ
の一方の電極を互いに同極同士で電気的に接続するとと
もに、それら複数の電池の一つを基準としてこの基準と
する電池１１０ｓとそれ以外の電池１１０ａ～１１０ｅ
との互いに開放された他方の電極間での電圧差を測定し
、この測定した電圧差に基づいて基準とする電池１１０
ｓ以外の電池１１０ａ～１１０ｅの内部短絡の有無を検
査する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極と負極とを有する電池の内部短絡の有無を検査する電池の内部短絡検査方法であっ
て、
　複数の電池の一方の電極を互いに同極同士で電気的に接続するとともに、該複数の電池
の一つを基準とし、基準とする電池と基準とする電池以外の電池との互いに開放された他
方の電極間での電圧もしくは電流を計測し、該計測した電圧もしくは電流に基づいて前記
基準とする電池以外の電池の内部短絡の有無を検査する
　ことを特徴とする電池の内部短絡検査方法。
【請求項２】
　前記計測の対象が前記電圧であり、前記基準とする電池と基準とする電池以外の電池と
の間での電圧差に対して許容できる内部短絡の度合いを判定するための判定値を設け、前
記計測した電圧差が該判定値を超える電池を不良品として判別する
　請求項１に記載の電池の内部短絡検査方法。
【請求項３】
　前記電圧差を単位時間当たりの電圧変化量として計測する
　請求項２に記載の電池の内部短絡検査方法。
【請求項４】
　前記計測の対象が前記電流であるとともに、前記基準とする電池を含めて同極同士で電
気的に接続する複数の電池が３個以上の電池からなって、前記基準とする電池以外の２個
以上の電池に対する前記検査を同時実行するものであり、前記計測した電流の方向を検出
し、前記基準とする電池の電流の方向と異なる方向に電流が流れる電池を不良品として判
別する
　請求項１に記載の電池の内部短絡検査方法。
【請求項５】
　前記基準とする電池の電流の方向と異なる方向に流れる電流に対して許容できる内部短
絡の度合いを判定するための判定値を設け、前記基準とする電池の電流方向と異なる方向
に電流が流れてかつ、該電流値が前記判定値を超える電池を不良品として判別する
　請求項４に記載の電池の内部短絡検査方法。
【請求項６】
　前記基準とする電池を含めて同極同士で電気的に接続する複数の電池は同一仕様の二次
電池であり、前記検査に先立ち、全ての電池を同一ＳＯＣになるまで充電する
　請求項１～５のいずれか一項に記載の電池の内部短絡検査方法。
【請求項７】
　前記基準とする電池を含めて同極同士で電気的に接続する複数の電池として同一ロット
にて生産された電池を用いる
　請求項１～６のいずれか一項に記載の電池の内部短絡検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池内部での微小短絡の有無を検査する電池の内部短絡検査方法に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　上記検査対象とする電池、例えばマンガン乾電池やアルカリ乾電池等の一次電池をはじ
め、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池やリチウムイオン電池等の二次電池（蓄
電池）に代表される密閉型電池は、通信機器やＯＡ機器といったポータブル機器用の電源
として幅広く用いられている。また、特にニッケル水素電池やリチウムイオン電池等の二
次電池は、電気自動車用電池、ハイブリッド自動車用電池、あるいは夜間電力貯蔵用電池
としても用いられており、より大容量、高出力であるとともに、長期間の放置でも容量低
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下や内部抵抗の上昇が少ないなどの特性が要求されている。
【０００３】
　そして、これらの電池の多くは、正極と負極とをセパレータにより隔離してこれらを渦
巻き状に捲回した、あるいは正極と負極とを隔離するようにセパレータを配して積層した
電極群を金属製もしくは樹脂製のケースに挿入後、ケース内に電解液を注入し、封口板で
ケースの上部を密閉することによって製造される。
【０００４】
　このようにして製造される電池は、正極、負極の電極間が非常に薄いセパレータによっ
て隔離されているため、電極群を作成する際に、電極の切断面のバリや活物質の脱落物な
どがセパレータを突き破って電極間を微小短絡させることがある。また、活物質材料の製
造工程中に金属不純物や電池製造設備の金属摩耗くずなどが正極に混入した場合には、充
電時に正極の電位によってそれらが電気化学的に溶解され、電解液中を拡散して負極に到
達し、負極の電位でデンドライト析出して電極間を微小短絡させることがある。このよう
に正極、負極が内部で微小短絡した電池は、充電後しばらく放置すると放電容量が大きく
低下してしまうため、製造段階でこのような電池を選別する必要がある。また、ニッケル
水素蓄電池やリチウムイオン蓄電池は通常、数セル～数十セル、多い場合には数百セルを
直列に接続した組電池で使用されることが多く、その組電池中に１セルでも内部短絡した
電池が含まれていた場合には、放置によって１セルだけ放電容量が下がったり、電圧が下
がったりするため、使用中に１セルだけ過放電や逆充電の状態になることがあり、電池の
安定性という点からも好ましくない。
【０００５】
　そこで従来は、例えば特許文献１に見られるように、初回充電前の二次電池の電極間に
電流を通電し、通電中、並びに開放後の電極間の電圧の経時変化をそれぞれ計測すること
で二次電池内部の微小短絡の有無を検出するようにしている。すなわち、電極間が内部短
絡していない場合は、通電により電圧が上昇または下降し、開放後に若干復元する。一方
、電極間が内部短絡している場合は、通電された電流の一部が短絡部分を通過するため、
電圧の変化速度が遅くなり、内部短絡の程度が大きい場合には電圧が一定値から変化しな
くなる。また、電流を通電させたのちに電極を開放した場合には、短絡部を通じて放電す
るため、経時的に電圧が最初の値へと復元していく。このように、電圧の経時変化を計測
することにより、電池の内部短絡の有無を判別するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－２８６９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、こうした電圧の経時変化を計測する際には、電池の出力電圧に合わせて計測
器（電圧計）のレンジを設定する必要がある。このため、電池の電圧に比べて相対的に微
小な電圧の経時変化を計測するには、その計測精度の低下が免れない。また、上記各電池
は、短絡電流とは別に自己放電電流を発しており、特にリチウム電池にあっては、自己放
電が小さいものの時間あたりの電圧変化も小さいため、この自己放電も考慮して内部短絡
の有無を検査する必要がある。このような実情から、電圧の経時変化に基づいて電池の内
部短絡の有無を正確に判別することは困難であり、その検査にかかる信頼性も自ずと低い
ものとなる。
【０００８】
　本発明は、こうした実情に鑑みてなされたものであり、電池の電圧もしくは電流の計測
に基づいて高い信頼性のもとに電池の内部短絡の有無を検査することのできる電池の内部
短絡検査方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、正極と負極とを有する電池の内部
短絡の有無を検査する電池の内部短絡検査方法であって、複数の電池の一方の電極を互い
に同極同士で電気的に接続するとともに、該複数の電池の一つを基準とし、基準とする電
池と基準とする電池以外の電池との互いに開放された他方の電極間での電圧もしくは電流
を計測し、該計測した電圧もしくは電流に基づいて前記基準とする電池以外の電池の内部
短絡の有無を検査することを要旨とする。
【００１０】
　前述のように、電池に生じる内部短絡に起因する電圧変化は通常、電池の出力電圧に比
べて相対的に微小なものとなる。また、電池自体の自己放電による電圧の低下も生じるた
め、これを除外してこの内部短絡による電圧変化、すなわち電圧の低下を検査する必要が
ある。この点、上記検査方法によるように、正極と負極とを有する複数の電池の一方を同
極同士で電気的に接続する、すなわち検査対象とする電池の一方の電極を並列に接続して
基準とする電池とそれ以外の電池との互いに開放された他方の電極間での電圧もしくは電
流を測定すれば、検査対象とする電池自体の電圧及び自己放電が相殺され、電池の内部短
絡に起因する電圧変化もしくは電流変化のみを計測することができるようになる。これに
より、計測器（電圧計、電流計）により電池の内部短絡の有無を検査する上で、同計測器
のレンジを内部短絡に起因して変化する電圧もしくは電流に合わせて設定することができ
、ひいては、複数の電池の内部短絡の有無を高い信頼性のもとに検査することができるよ
うになる。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の電池の内部短絡検査方法において、前記計
測の対象が前記電圧であり、前記基準とする電池と基準とする電池以外の電池との間での
電圧差に対して許容できる内部短絡の度合いを判定するための判定値を設け、前記計測し
た電圧差が該判定値を超える電池を不良品として判別することを要旨とする。
【００１２】
　電池に内部短絡が生じた場合は、その度合いに応じて電池の電圧が低下するようになる
。すなわち、内部短絡の度合いが軽度であるほど電池の電圧低下は小さく、内部短絡の度
合いが重度であるほど電池の電圧低下は大きくなる。一方、電池に内部短絡が生じていな
い場合には、自己放電による電圧低下しか生じないため同電池の電圧低下は微小なものと
なる。そこで例えば、内部短絡が生じていない電池（良品）を上記基準とする電池とし、
この電池と内部短絡が生じている電池との電圧差を測定するようにすれば、これら電池間
の電圧差は自ずと拡大されるようになる。このため、同検査方法によるように、この電圧
差に対して上記判定値を設け、計測した電圧差がこの判定値を超える電池を許容できない
内部短絡の生じた不良品として判別するようにすれば、こうした不良品の判別を簡便に行
うことができるようになる。なお、これら電圧差は時間とともに拡大されるため、電池の
初回充電後、所定の時間を置いたのちに検査することで、その検査精度をさらに高めるこ
とができるようにもなる。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の電池の内部短絡検査方法において
、前記電圧差を単位時間当たりの電圧変化量として計測することを要旨とする。
　上述のように、電池に内部短絡が生じた場合にはこの電池の短絡部を通じた放電が起こ
るため、電池の出力電圧も経時的に低下するようになる。そして、この電圧の単位時間あ
たりの変化量は、電池の内部短絡の度合いが大きいほど大きくなり、電池の内部短絡の度
合いが小さいほど、また内部短絡が生じていない場合ほど小さくなる。このため、同検査
方法によるように、上記電圧差を単位時間当たりの電圧変化量として測定することとすれ
ば電池の内部短絡の有無をより的確に判別することができるようになる。なお、この場合
にも、内部短絡が生じた電池と内部短絡が生じていない電池との電圧差は時間とともに拡
大されることから、微小な内部短絡を検査する上では、単位とする時間を長くとるほどそ
の検査精度を高めることができるようになる。
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【００１４】
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の電池の内部短絡検査方法において、前記計
測の対象が前記電流であるとともに、前記基準とする電池を含めて同極同士で電気的に接
続する複数の電池が３個以上の電池からなって前記基準とする電池以外の２個以上の電池
に対する前記検査を同時実行するものであり、記計測した電流の方向を検出し、前記基準
とする電池の電流の方向と異なる方向に電流が流れる電池を不良品として判別することを
要旨とする。
【００１５】
　基準とする電池と検査対象とする複数の電池との間で流れる各電流は、内部短絡に起因
して相対的に電圧が低下した電池とその他の電池との電圧差によって、内部短絡の生じた
電池に向かって流れ込むようになるために、基準とする電池を流れる電流の方向と内部短
絡の生じている電池を流れる電流の方向とが異なるようになる。これにより、検査対象と
する電池を流れる電流の方向のみに基づいて電池の内部短絡の有無を検査することができ
るようになり、ひいては、電池の内部短絡の検査をより容易に行うことができるようにな
る。
【００１６】
　また、上記方法によれば、２個以上の電池を同時に検査対象とすることができ、特に、
こうした２個以上の電池を同時に検査対象として上記検査を同時実行することで、その検
査効率が大幅に高められ、ひいては、こうした検査を含む電池の生産性も向上されるよう
になる。
【００１７】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の電池の内部短絡検査方法において、前記基
準とする電池の電流の方向と異なる方向に流れる電流に対して許容できる内部短絡の度合
いを判定するための判定値を設け、前記基準とする電池の電流方向と異なる方向に電流が
流れてかつ、該電流値が前記判定値を超える電池を不良品として判別することを要旨とす
る。
【００１８】
　各電池を流れる電流値は、各電池間の電圧差に応じて変化するものであり、各電池間の
電圧差が大きいほどこれに比例して大きくなる一方、各電池間の電圧差が小さいほどこれ
に比例して小さくなる。そして、各電池を流れる電流は、各電池のうち最も電圧の低い単
電池に向かって流れるものであり、上記検査対象とする電池に内部短絡が生じていない場
合であっても、検査対象とする電池のうち最も電圧の小さい電池に向かって微小な電流が
流れ込むことも生じ得る。この点、上記方法によるように、基準とする電池の電流方向と
異なる方向に電流が流れてかつ、その電流値が上記判定値を超える電池のみを不良品とし
て判定することとすれば、例えば「良品」を「不良品」として誤判定することもなく、各
電池間を流れる電流に基づいて電池の内部短絡の有無を検査する上で、その検査精度をさ
らに高めることができるようにもなる。
【００１９】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～５のいずれか一項に記載の電池の内部短絡検査方
法において、前記基準とする電池を含めて同極同士で電気的に接続する複数の電池は同一
仕様の二次電池であり、前記検査に先立ち、全ての電池を同一ＳＯＣになるまで充電する
ことを要旨とする。
【００２０】
　一般に、二次電池はＳＯＣ（充電状態：標準容量に対する充電量の割合）に応じてその
電池の出力電圧も異なるようになる。そこでこの検査方法のように、電池の内部短絡検査
に先立って全ての電池を同一のＳＯＣにしておくこととすれば、検査対象とする電池を同
一の条件のもとに検査することができるようになり、ひいては電池の内部短絡の検査精度
を高めることができるようになる。
【００２１】
　請求項７に記載の発明は、請求項１～６のいずれか一項に記載の電池の内部短絡検査方
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法において、前記基準とする電池を含めて同極同士で電気的に接続する複数の電池として
同一ロットにて生産された電池を用いることを要旨とする。
【００２２】
　上記検査対象とする電池は、同一の仕様のものであっても少なからず個体差が生じるこ
とがある。この点、同検査方法によるように、検査対象とする電池を同一ロットで生産さ
れた電池とすれば、これら電池間の個体差を最小とすることができ、これら電池間の内部
短絡に起因する電圧差のみをより高い精度のもとに測定することができるようになる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明にかかる電池の内部短絡検査方法によれば、計測器（電圧計、電流計）により電
池の内部短絡の有無を検査する上で、複数の電池の内部短絡の有無を高い信頼性のもとに
検査することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明にかかる電池の内部短絡検査方法の各実施の形態において検査の対象とす
る角形密閉式電池を側面方向から見た部分断面図。
【図２】第１の実施の形態にかかる内部短絡検査方法について、その検査回路の構成例を
示すブロック図。
【図３】同実施の形態にかかる内部短絡検査方法による検査態様を示すグラフ。
【図４】第２の実施の形態にかかる内部短絡検査方法について、その検査回路の構成例を
示すブロック図。
【図５】同実施の形態にかかる内部短絡検査方法による検査態様を示すグラフ。
【図６】電池の内部短絡検査方法の他の例について、その検査回路の構成例を示すブロッ
ク図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
（第１の実施の形態）
　以下、本発明にかかる電池の内部短絡検査方法の第１の実施の形態について図１～図３
を参照して説明する。
【００２６】
　本実施の形態において検査対象とする電池は、複数のニッケル水素蓄電池（単電池）を
電気的に直列接続することによって構成される角形の密閉式電池である。本実施の形態で
はまず、こうした角形密閉式電池を組み立てたのちに、同角形密閉式電池を構成する各単
電池に対し同一の条件のもとに活性化処理を実施する。そして、内部短絡検査に先立ち、
この活性化された各単電池を同一のＳＯＣ（充電状態：標準容量に対する充電量の割合）
になるまで充電し、このＳＯＣが同一となった各単電池に対して内部短絡検査を実施する
。
【００２７】
　ここで、本実施の形態において検査対象とする上記角形密閉式電池は、図１に側方から
見た一部断面構造を示すように、例えばニッケル水素蓄電池からなる単電池１１０を構成
する電槽１３０を隔壁１２０を介して複数連結したものが同じく角形の一体電槽１００に
収容された状態で、各電槽１３０の上面開口が蓋体２００により一体に封止されている。
そして、これら各電槽１３０内には、正極板と負極板とがセパレータを介して積層された
極板群１４０とその両側に接合された集電板１５０、１６０とからなる発電要素が電解液
とともに収容されている。ここで、上記極板群１４０の正極板及び負極板は互いに反対側
の側部に突出されることで正極板及び負極板のリード部１４１ａ、１４１ｂが構成され、
これらリード部１４１ａ、１４１ｂの側端縁にそれぞれ上記集電板１５０、１６０が接合
されている。また、上記隔壁１２０の上部には各電槽１３０の接続に用いられる貫通孔１
７０が形成されており、これら集電板１５０、１６０の上部に突設されている接続突部１
５１、１６１同士がこの貫通孔１７０を介してスポット溶接により接続されることによっ
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て、各々隣接する電槽１３０が電気的に直列に接続される。なお、上記貫通孔１７０のう
ち、両端の電槽１３０の各々外側に位置するもの、すなわち一体電槽１００の端側壁上方
の貫通孔１７０には正極または負極の接続端子ＴＭが装着されている。そして、それら接
続端子ＴＭと集電板１５０または１６０の接続突部１５１または１６１とがスポット溶接
により接続されることによって、こうして直列接続された電槽１３０、すなわち複数の単
電池１１０の総出力がこれら接続端子ＴＭから取り出される。
【００２８】
　次に、このようなニッケル水素蓄電池を製造する各工程について、その一例を説明する
。この製造工程は、大きくは、正極板、負極板、セパレータ及び電解液をケースに封入し
て電池を組み立てる組立工程（第１工程）と、この組み立てられた電池を活性化させるべ
く所定の条件のもとに充放電を行う第２工程～第４工程からなる。
【００２９】
　まず、電池の組立工程（第１工程）においては、正極板や負極板、セパレータ、集電板
１５０及び１６０等を有して構成される単電池を一体電槽１００内で電気的に直列接続す
る（ここでは各接続突部１５１、１６１同士を仮接続）。次いで、各電槽内に水酸化カリ
ウムを主成分とするアルカリ水溶液（電解液）を所定量注入したのちに、蓋体２００で一
体電槽１００の開口を封止することによって、複数の単電池（ニッケル水素蓄電池）から
なる例えば定格容量「６．５Ａｈ」の角形密閉式電池の組み立てが完了する。
【００３０】
　次に、このようにして組み立てられたニッケル水素蓄電池に対し、各電極を活性化させ
るべく活性化工程を行う。
　この活性化処理では、上記組み立てられた角形密閉式電池に対し、まず「０．０５～０
．２Ｃ（１Ｃ＝電池の定格容量／１時間）」の範囲内の電流で上記組み立てられた電池を
ＳＯＣ（充電状態）が「１０～３０％」になるまで充電することによって、正極に含まれ
ているコバルトを酸化させるとともに、過放電時の転極を防止する放電リザーブを負極に
形成する（第２工程）。そして、この第２工程を経た電池を「０．２～１Ｃ」の範囲内の
電流で過充電したのちに、ＳＯＣが「１０％」以下になるまで放電することで正極中の活
物質を活性化させる（第３工程）。さらに、「０．２～５Ｃ」の範囲内の電流でＳＯＣが
「６０～９５％」になるまで充電したのちに、電池の電圧が「０．７０～１．０５Ｖ」に
なるまで放電を行う充放電サイクルを複数回繰り返すとともに、この充放電サイクル時に
「３０～６０℃」の冷媒によって電池を冷却することにより、負極中の活物質を活性化す
る（第４工程）。
【００３１】
　そして、上記第４工程において、最後の充放電サイクルで各単電池の電圧が「１．０Ｖ
」となるように調整し、角形密閉式電池の活性化処理を終了する。
　本実施の形態では、このように内部短絡検査の対象とする単電池１１０を同一ロットで
組み立てることとし、この組み立てられた単電池１１０に対して同一の活性化処理を施し
、内部短絡検査に先立ち同一のＳＯＣ（「１．０Ｖ」）とする。これにより、各単電池１
１０の内部短絡を検査する上で、検査対象とする各単電池１１０の内部短絡を同一の条件
のもとに検査することができるようになり、ひいては各単電池１１０の内部短絡の検査精
度を高めることができるようになる。
【００３２】
　次に、このような角形密閉式電池を対象に実施される内部短絡の検査方法について説明
する。
　まず、上記製造された角形密閉式電池を構成する各単電池１１０のうち、電池の内部短
絡検査に際して基準となる単電池１１０を選定する。この基準となる単電池１１０の選定
に際しては、まず、上記製造された角形密閉式電池を構成する複数の各単電池１１０のう
ち任意の単電池１１０を選び、その単電池１１０が良品であるか否か、すなわち内部短絡
が生じているか否かを判定する。なお、この判定も含め、以降の内部短絡検査に際しては
、上記仮接続した各接続突部１５１、１６１間の電気的接続が一旦解除される。
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【００３３】
　この良品判定では、上記選定された任意の単電池１１０に対して一定の電流を通電し、
通電中の電圧の経時変化を計測する。そして、この計測される電圧値の経時変化が上記通
電される電流の供給量に相関する場合には、この計測対象とされた単電池１１０を良品と
判定し、この電池を基準電池１１０ｓとする。一方、上記計測される電圧の経時変化が、
通電される電流の供給量を下回る場合には、この計測対象とされた電池に内部短絡が生じ
ていると判定し、さらに他の単電池１１０を選定して、同じく内部短絡の有無を計測する
。
【００３４】
　このようにして良品、すなわち内部短絡検査の実施に際して基準となる電池の判定が終
了すると、次に、この良品と判定された電池１１０ｓを基準として内部短絡検査を行う。
　この内部短絡検査に際しては、図２に示すように、まず、上記良品と判定された基準電
池１１０ｓの負極と未検査の単電池１１０ａ～１１０ｅの各負極とを、すなわち同極同士
をリード線３００によって互いに電気的に接続する。そして、基準電池１１０ｓの正極と
未検査の各単電池１１０ａ～１１０ｅの正極との間に、これら基準電池１１０ｓと未検査
の各単電池１１０ａ～１１０ｅとの各電圧差を計測すべく電圧計ＶＭ１～ＶＭ５をリード
線３０１～３０５によって接続する。
【００３５】
　このようにして、基準電池１１０ｓと未検査の各単電池１１０ａ～１１０ｅとの同極同
士が電気的に接続された内部短絡検査の検査回路が構成される。なお、本実施の形態にお
いては、これら基準電池１１０ｓと未検査の各単電池１１０ａ～１１０ｅとの導通状態を
切り替え可能とすべく、上記各電圧計ＶＭ１～ＶＭ５と未検査の各単電池１１０ａ～１１
０ｅの正極との間にオン／オフ動作を切り替え可能なスイッチＳｗ１～Ｓｗ５を設ける。
これにより、これら各スイッチＳｗ１～Ｓｗ５のオン／オフ動作に応じて、基準電池１１
０ｓと未検査の各単電池１１０ａ～１１０ｅとの電圧差Ｖｓａ～Ｖｓｅが電圧計ＶＭ１～
ＶＭ５を通じて各別に計測されるようになる。また、これら各電圧計ＶＭ１～ＶＭ５には
、その計測値を一括して取り組む検査装置ＴＭＧ１が接続されており、この検査装置ＴＭ
Ｇ１にて各電圧計ＶＭ１～ＶＭ５の計測値が一括管理される。なお、各単電池１１０ａ～
１１０ｅに生じうる内部短絡に起因する電圧変化は、通常、各単電池１１０ａ～１１０ｅ
の電圧（「１．０Ｖ」）よりも相対的に微小であることに鑑み、本実施の形態では、こう
した内部短絡に起因して変化する各電圧差Ｖｓａ～Ｖｓｅを確実に検出すべく、各電圧計
ＶＭ１～ＶＭ５の計測レンジを例えば数ｍＶ～数十ｍＶ程度の範囲で設定する。
【００３６】
　次に、こうして構成された検査回路によって未検査の単電池１１０ａ～１１０ｅの内部
短絡の有無を検査する。この検査では、まず、各スイッチＳｗ１～Ｓｗ５のオン／オフ状
態が、検査装置ＴＭＧ１を通じてスイッチＳｗ１から順に例えば５秒毎に一時的にオン状
態とされることによって、オン状態とされたスイッチＳｗ１～Ｓｗ５に応じて電圧計ＶＭ
１～ＶＭ５により各電圧差Ｖｓａ～Ｖｓｅが計測され、これら計測されたＶｓａ～Ｖｓｅ
の値が検査装置ＴＭＧ１に取り込まれる。
【００３７】
　すなわち、まず、内部短絡検査の開始直後にスイッチＳｗ１のみがオン状態とされるこ
とにより、基準電池１１０ｓと未検査の単電池１１０ａとの電圧差Ｖｓａが計測される。
こうして基準電池１１０ｓと未検査の単電池１１０ａとの電圧差Ｖｓａの計測が終了する
とスイッチＳｗ１が再びオフ状態に維持される。次に、内部短絡検査の開始から５秒経過
時にスイッチＳｗ２のみがオン状態にされることにより、基準電池１１０ｓと未検査の単
電池１１０ｂとの電圧差Ｖｓｂが計測され、再びスイッチＳｗ２がオフ状態に維持される
。
【００３８】
　その後は、同じく内部短絡検査の開始から１０秒、１５秒、２０秒の経過時に応じて、
スイッチＳｗ３～スイッチＳｗ５が順に一時的にオン状態とされることによって、その際
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の基準電池１１０ｓと未検査の各単電池１１０ｃ～１１０ｅとの各電圧差Ｖｓｃ、Ｖｓｄ
、Ｖｓｅが順に計測される。このようにして、内部短絡検査の開始から５秒毎の各電圧差
Ｖｓａ～Ｖｓｅの値が計測され、これらの値が検査装置ＴＭＧ１に取り込まれる。
【００３９】
　次に、こうして計測される各電圧差Ｖｓａ～Ｖｓｅの計測結果に基づき検査装置ＴＭＧ
１を通じて実行される内部短絡の検査態様について図３を参照して説明する。なお、図３
において、直線Ｌ０は、単電池１１０に内部短絡が生じた場合において、この内部短絡に
伴う電池の電圧低下の推移を示したものあり、本実施の形態では、この直線Ｌ０を基準電
池１１０ｓとの間での電圧差に対して許容できる内部短絡の度合い、すなわち不良品か否
かを判定する判定値として用いる。
【００４０】
　図３に一例を示すように、上記検査を通じて５秒毎に計測された各計測値は、基準電池
１１０ｓと各単電池１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｄ、１１０ｅとの各電圧差Ｖｓａ、Ｖｓ
ｂ、Ｖｓｄ、Ｖｓｅの値が、いずれも「０ｍＶ」となっている。これにより、これら各単
電池１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｄ、１１０ｅは良品、すなわち内部短絡が生じていない
と判定された基準電池１１０ｓと同等の電圧を出力しているものと判断することができ、
基準電池１１０ｓと同じく良品と判定することができる。また、これら各単電池は、内部
短絡とは別途に自己放電による電圧低下が生じる場合があるものの、本実施の形態では、
各単電池の同極同士を接続することで得られる各電圧差に基づいて内部短絡の有無を判定
するようにしていることにより、この自己放電が相殺された値を検出することができる。
このため、同図３に示すように、これら良品と判定された各単電池１１０ａ、１１０ｂ、
１１０ｄ、１１０ｅとの各電圧差Ｖｓａ、Ｖｓｂ、Ｖｓｄ、Ｖｓｅの値は、全て「０ｍＶ
」となっており、このことからも、本実施の形態にかかる内部短絡検査方法によれば、検
査対象とする単電池の自己放電が相殺された値が計測されていることが確認できる。
【００４１】
　一方、検査開始後１０秒後に計測された基準電池１１０ｓと単電池１１０ｃとの電圧差
Ｖｓｃの値は、この図３の例では「１１ｍＶ」となっている。すなわち、本内部短絡検査
に先立ち、一旦「１．０Ｖ」まで充電された単電池１１０ｃの電圧が、次第に低下し、内
部短絡検査の開始から１０秒経過時において、少なくとも「１１ｍＶ」の電圧低下が発生
していることになる。これにより、この単電池１１０ｃは、それ自身の自己放電以外に起
因する電圧の低下、すなわち内部短絡が生じているものと判定することができる。
【００４２】
　しかも、同図３に示されるように、内部短絡検査の開始から１０秒経過した時点におい
て、基準電池１１０ｓと単電池１１０ｃとの電圧差Ｖｓｃの値「１１ｍＶ」は、内部短絡
の基準となる直線Ｌ０を上回っている。これにより本実施の形態の検査では、この単電池
１１０ｃは、その内部短絡の度合いが基準電池１１０ｓに対して許容されうる内部短絡の
度合いを超えた「不良品」として判定される。
【００４３】
　以上説明したように、本実施の形態にかかる電池の内部短絡検査方法によれば、以下の
ような効果が得られるようになる。
　（１）良品と判定された基準電池１１０ｓと検査対象とする複数の単電池１１０ａ～１
１０ｅとを互いに同極同士で電気的に接続するとともに、互いに開放された他方の電極は
各々電圧計ＶＭ１～ＶＭ５を介して基準電池１１０ｓと接続し、各々計測される電圧差Ｖ
ｓａ～Ｖｓｅに基づいて内部短絡の有無を検査することとした。このため、検査対象とす
る各単電池１１０ａ～１１０ｅ自身の出力電圧（「１．０Ｖ」）及び自己放電が除外され
、上記内部短絡に起因する比較的微少な電圧変化のみがそれら各電圧差Ｖｓａ～Ｖｓｅと
して計測されるようになる。これにより、こうした微小な電圧変化に応じて電圧計ＶＭ１
～ＶＭ５の計測レンジを設定することができるようになり、ひいては、複数の電池の内部
短絡の有無を高い信頼性のもとに検査することができるようになる。
【００４４】
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　（２）内部短絡検査に先立ち、検査対象とする各単電池１１０ａ～１１０ｅを全て同一
の条件、すなわち、（イ）同一の活性化処理を施すとともに、（ロ）同一のＳＯＣ（「１
Ｖ」）に統一することとした。これにより、基準電池１１０ｓと各単電池１１０ａ～１１
０ｅとの各電圧差Ｖｓａ～Ｖｓｅに基づき内部短絡の有無を検査する上で、これら単電池
間の個体差を最小とすることができ、ひいては電池の内部短絡の検査精度を高めることが
できるようになる。
【００４５】
　（３）基準電池１１０ｓと内部短絡の検査対象とする各単電池１１０ａ～１１０ｅとの
各電圧差Ｖｓａ～Ｖｓｅを計測するに際し、これら基準電池１１０ｓと単電池１１０ａ～
１１０ｅとの導通状態を切り替え可能なスイッチＳｗ１～Ｓｗ５を設けることとした。こ
のため、電圧計ＶＭ１～ＶＭ５を通じて各電圧差Ｖｓａ～Ｖｓｅを計測するタイミングを
任意に設定することができる。これにより、各電圧差Ｖｓａ～Ｖｓｅの推移、ひいては、
単電池１１０ａ～１１０ｅの内部短絡に起因する電圧の低下を個別に、かつ任意の時点で
検出することができるようになる。これにより、基準電池１１０ｓと各単電池１１０ａ～
１１０ｅとの各電圧差Ｖｓａ～Ｖｓｅに基づき内部短絡の有無を検査する上で、各単電池
１１０ａ～１１０ｅ毎にそれらの内部短絡の有無を高い精度のもとに検査することができ
るようになる。
（第２の実施の形態）
　以下、本発明を具体化した第２の実施の形態を図４、図５を参照して説明する。なお、
この第２の実施の形態では、基準電池１１０ｓと単電池１１０ａ～１１０ｅとの間を流れ
る各電流Ｉｓａ～Ｉｓｅを同時に検出すべく、各電池１１０ｓ、１１０ａ～１１０ｅ間の
通電状態を同時に切り替え可能な治具４００を用いている。
【００４６】
　図４は、先の図２に対応する図として、この第２の実施形態にかかる電池の内部短絡検
査方法に用いられる検査回路を示したものである。
　すなわちこの図４に示すように、良品と判定された基準電池１１０ｓの正極と未検査の
単電池１１０ａ～１１０ｅの各正極との間に、これら基準電池１１０ｓと未検査の各単電
池１１０ａ～１１０ｅとの各電圧差によって流れる電流Ｉｓａ～Ｉｓｅを計測すべく電流
計ＡＭ１～ＡＭ５をリード線３０１～３０５によって接続する。なお、本実施の形態では
、電流計ＡＭ１～ＡＭ５を、各単電池１１０ａ～１１０ｅの正極側に接続し、それら各単
電池１１０ａ～１１０ｅの正極の電圧と基準電池１１０ｓの正極の電圧との電圧差に基づ
く電流を計測する。すなわち、基準電池１１０ｓ及び未検査の単電池１１０ａ～１１０ｅ
の各負極側に、上記通電状態を同時に切り替え可能な治具４００が取り付けられる。こう
して治具４００によって各電池１１０ｓ、１１０ａ～１１０ｅが導通状態とされることに
より、基準電池１１０ｓと各単電池１１０ａ～１１０ｅとの間にそれらの電圧差に応じた
電流Ｉｓａ～Ｉｓｅが流れることとなる。そして、これら導通状態とされた各電池１１０
ａ～１１０ｅのいずれかに内部短絡が生じている場合には、内部短絡に起因してその電圧
が低下することとなり、このために相対的に電圧が低くなる単電池へと電流が流れること
となる。そこで、本実施の形態では、こうした各電池１１０ｓ、１１０ａ～１１０ｅ間を
流れる電流Ｉｓ、Ｉｓａ～Ｉｓｅの方向及びその値を検出することによって電池の内部短
絡の有無を検査することとする。なお、本実施の形態においては、これら電流Ｉｓａ～Ｉ
ｓｅを、各電流計ＡＭ１～ＡＭ５によって同時に計測するようにしている。
【００４７】
　また、本実施の形態において、上記各電流計ＡＭ１～ＡＭ５には、その計測値を一括し
て取り込む検査装置ＴＭＧ２が接続されており、この検査装置ＴＭＧ２にて各電流計ＡＭ
１～ＡＭ５の計測値が一括管理される。なお、各単電池１１０ａ～１１０ｅに生じうる内
部短絡に起因する電圧変化は、通常、各単電池１１０ａ～１１０ｅの電圧（「１．０Ｖ」
）よりも相対的に微小であり、こうした電圧変化に応じて流れる電流も微小である。そこ
で、本実施の形態においても、こうした内部短絡に起因して変化する各電流Ｉｓａ～Ｉｓ
ｅを確実に検出すべく、各電流計ＡＭ１～ＡＭ５の計測レンジを例えば数μＡ程度の範囲
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で低く設定している。
【００４８】
　次に、こうして構成された検査回路によって計測される電池１１０ｓ、１１０ａ～１１
０ｅを流れる電流Ｉｓ、Ｉｓａ～Ｉｓｅの推移について図５を参照して説明する。なお、
この図５では、上記治具４００が基準電池１１０ｓ及び未検査の単電池１１０ａ～１１０
ｅの各負極に取り付けられてから５秒経過時、１５秒経過時、２５秒経過時における各電
流Ｉｓａ～Ｉｓｅの推移を示したものである。
【００４９】
　この図５に示されるように、まず、治具４００が取付けられてから５秒経過時に計測さ
れた基準電池１１０ｓと単電池１１０ａ～１１０ｅとの間を流れる各電流Ｉｓａ、Ｉｓｂ
、Ｉｓｄ、Ｉｓｅの値は、いずれも約「＋０．５μＡ」となっている。これに対し、単電
池１１０ｃを流れる電流は約「－１．８μＡ」となっている。すなわち、内部短絡検査に
先立ち、一旦「１．０Ｖ」まで充電された単電池１１０ｃの電圧がその他の電池１１０ｓ
、１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｄ、１１０ｅの電圧よりも相対的に低下し、それら電池１
１０ｓ、１１０ａ～１１０ｅからこの単電池１１０ｃに電流が流れ込んでいることが確認
できる。このため、基準電池１１０ｓを流れる電流Ｉｓの方向と単電池１１０ｃを流れる
電流Ｉｓｃとを流れる電流の方向とが異なるようになる。また、こうした電流Ｉｓｃの値
（「－１．８μＡ」）は、電流Ｉｓａ、Ｉｓｂ、Ｉｓｃ、Ｉｓｅの値（「＋０．５μＡ」
）とは大きく乖離したものともなっている。
【００５０】
　一方、計測開始後、１５秒経過時に計測された基準電池１１０ｓと単電池１１０ａ、１
１０ｂ、１１０ｄ、１１０ｅとの間を流れる各電流Ｉｓａ、Ｉｓｂ、Ｉｓｄ、Ｉｓｅの値
はいずれも約「＋０．５μＡ」となっている。これに対し、基準電池１１０ｓと単電池１
１０ｃとの間を流れる電流Ｉｓｃの値は約「－１．７５μＡ」となっている。このため、
検査開始後から１５秒経過時においても、電流Ｉｓｃの方向がその他の各電流Ｉｓａ、Ｉ
ｓｂ、Ｉｓｄ、Ｉｓｅの方向とは相反する関係にあり、また、こうした電流Ｉｓｃの値（
「－１．７５μＡ」）は、電流Ｉｓａ、Ｉｓｂ、Ｉｓｃ、Ｉｓｅの値（「＋０．５μＡ」
）とは大きく乖離したものともなっている。
【００５１】
　また一方、さらに、計測開始後、２５秒経過時に計測された基準電池１１０ｓと単電池
１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｄ、１１０ｅとの間を流れる各電流Ｉｓａ、Ｉｓｂ、Ｉｓｄ
、Ｉｓｅの値も同じく約「＋０．５μＡ」となっている。これに対し、基準電池１１０ｓ
と単電池１１０ｃとの間を流れる電流Ｉｓｃの値は約「－１．６μＡ」となっている。こ
のため、検査開始後から２５秒経過時においても、電流Ｉｓｃの方向がその他の各電流Ｉ
ｓａ、Ｉｓｂ、Ｉｓｄ、Ｉｓｅの方向とは相反する関係にあり、また、こうした電流Ｉｓ
ｃの値（「－１．６μＡ」）は、電流Ｉｓａ、Ｉｓｂ、Ｉｓｃ、Ｉｓｅの値（「＋０．５
μＡ」）とは大きく乖離したものともなっている。
【００５２】
　このように、単電池１１０ｃを流れる電流Ｉｓｃの方向は、単電池１１０ｃの内部短絡
に起因して、その他の単電池１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｄ、１１０ｅを流れる電流Ｉｓ
ａ、Ｉｓｂ、Ｉｓｄ、Ｉｓｅの方向とは異なるものとなっており、またそれらの乖離も大
きくなっている。また、図５に示されるように、内部短絡が生じているとみられる単電池
１１０ｃを流れる電流Ｉｓｃは、計測開始からそれぞれ５秒、１５秒、２５秒が経過した
時点において、「－１．８μＡ」、「－１．７５μＡ」、「－１．６μＡ」と次第に「０
μＡ」に近づく態様で推移している。この結果、内部短絡が生じている電池を流れる電流
と内部短絡が生じていない電池を流れる電流との乖離は、電池が導通状態にされた後、５
秒程度で最大となっている。そこで、本実施の形態では、電池１１０ｓ、１１０ａ～１１
０ｅが導通状態とされてから５秒経過時に計測される電流値に基づいて各単電池１１０ａ
～１１０ｅの内部短絡の有無を検査することとする。
【００５３】
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　次に、上記のように構成された検査回路によって未検査の単電池１１０ａ～１１０ｅの
内部短絡の有無を検査する方法について説明する。
　この検査では、まず、上記治具４００が基準電池１１０ｓ及び未検査の単電池１１０ａ
～１１０ｅの各負極に取り付けられる。これによって電流計ＡＭ１～ＡＭ５により各電流
Ｉｓａ～Ｉｓｅが計測され、これらの各電流Ｉｓａ～Ｉｓｅの値が検査装置ＴＭＧ２に取
り込まれる。
【００５４】
　具体的には、上記治具４００が基準電池１１０ｓ及び未検査の単電池１１０ａ～１１０
ｅの各負極に取り付けられた後、例えば５秒経過時における各電流Ｉｓａ～Ｉｓｅの値が
各単電池１１０ａ～１１０ｅの内部短絡の有無の判定のために抽出される。ここでの例で
は、図５に例示したように、例えば検査開始後５秒経過時に計測された基準電池１１０ｓ
と単電池１１０ａ～１１０ｅとの間を流れる各電流Ｉｓａ、Ｉｓｂ、Ｉｓｄ、Ｉｓｅの値
は、いずれも約「＋０．５μＡ」となっている。これに対し、単電池１１０ｃを流れる電
流は約「－１．８μＡ」となっている。そしてこれにより、同図５からも明らかなように
、基準電池１１０ｓと単電池１１０ｃとの間を流れる電流の方向が、基準電池１１０ｓと
各単電池１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｄ、１１０ｅとの間を流れる電流Ｉｓａ、Ｉｓｂ、
Ｉｓｃ、Ｉｓｅの方向と相反するようになる。すなわち、基準電池１１０ｓを流れる電流
Ｉｓの方向と単電池１１０ｃを流れる電流Ｉｓｃの方向とが異なるようになる。また、こ
うした電流Ｉｓｃの値（「－１．８μＡ」）は、電流Ｉｓａ、Ｉｓｂ、Ｉｓｃ、Ｉｓｅの
値（「＋０．５μＡ」）とは大きく乖離したものともなっている。このため、上記検査装
置ＴＭＧ２では、こうした電流Ｉｓｃの方向、あるいはその大きさや乖離の度合いから、
単電池１１０ｃを、その内部短絡の度合いが許容されうる度合いを超えた「不良品」とし
て判定する。
【００５５】
　以上説明したように、第２の実施形態にかかる電池の内部短絡検査方法によれば、以下
のような効果が得られるようになる。
　（１）良品と判定された基準電池１１０ｓと検査対象とする複数の単電池１１０ａ～１
１０ｅとを互いに同極同士で電気的に接続するとともに、互いに開放された他方の電極は
各々電流計ＡＭ１～ＡＭ５を介して基準電池１１０ｓと接続し、各々計測される電流Ｉｓ
ａ～Ｉｓｅの方向あるいはその値に基づいて内部短絡の有無を検査することとした。これ
により、検査対象とする各単電池１１０ａ～１１０ｅ自身の出力電圧（「１．０Ｖ」）及
び自己放電が除外され、複数の電池の内部短絡の有無が高い信頼性のもとに判別されるよ
うになる。
【００５６】
　（２）また、このように基準電池１１０ｓと検査対象とする複数の単電池１１０ａ～１
１０ｅとの間に流れる電流は、内部短絡に起因して相対的に電圧が低下した単電池１１０
ｃとその他の各単電池１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｄ、１１０ｅとの電圧差により、内部
短絡の生じた単電池１１０ｃに向かう態様で各電流Ｉｓａ～Ｉｓｅが流れることとなる。
このため、検査対象とする各単電池１１０ａ～１１０ｅのうち内部短絡の生じた単電池１
１０ｃを流れる電流Ｉｓｃの方向のみが、基準電池１１０ｓを流れる電流Ｉｓの方向と異
なるようになる。これにより、各単電池１１０ａ～１１０ｅを流れる電流の方向のみに基
づいて各単電池１１０ａ～１１０ｅの内部短絡の有無を判別することができるようにもな
る。
【００５７】
　（３）基準電池１１０ｓと内部短絡の検査対象とする各単電池１１０ａ～１１０ｅとの
間を流れる電流Ｉｓａ～Ｉｓｅを計測するに際し、これら基準電池１１０ｓと各単電池１
１０ａ～１１０ｅとの導通状態を同時に切り替え可能な治具４００を用いることとした。
このため、この治具４００が取り付けられることによって、基準電池１１０ｓと各単電池
１１０ａ～１１０ｅとが導通状態となり、これに応じて各電流計ＡＭ１～ＡＭ５により各
電流Ｉｓａ～Ｉｓｅが同時に計測されるようになる。これにより、基準電池１１０ｓと各
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単電池１１０ａ～１１０ｅとの間を流れる電流の方向あるいはその大きさに基づき電池の
内部短絡の有無を検査する上で、こうした２個以上の電池を同時に検査対象として上記検
査を同時実行することで、その検査効率が大幅に高められ、ひいては、こうした検査を含
む電池の生産性も向上されるようになる。
（他の実施の形態）
　なお、上記各実施の形態は、以下のように変更して実施することもできる。
【００５８】
　・上記第１の実施の形態では、各電圧差Ｖｓａ～Ｖｓｅの計測に際し、スイッチＳｗ１
～Ｓｗ５のオン／オフ状態をＳｗ１から順に一つのスイッチのみを例えば５秒毎にオン状
態とすることとした。これに限らず、基準電池１１０ｓとの電圧差を計測する単電池１１
０ａ～１１０ｅの選択は任意であり、スイッチＳｗ１～Ｓｗ５のうち複数のスイッチを同
時にオン状態とすることとしてもよい。また、各電圧差Ｖｓａ～Ｖｓｅを計測するタイミ
ングは任意であり、５秒の間隔に限定されるものでもない。
【００５９】
　・上記第１の実施の形態では、図３に示したように、基準電池１１０ｓと各単電池１１
０ａ～１１０ｅとの電圧差Ｖｓａ～Ｖｓｅの計測回数をそれぞれ一回とした。これに限ら
ず、基準電池１１０ｓと各単電池１１０ａ～１１０ｅとの電圧差Ｖｓａ～Ｖｓｅをそれぞ
れ複数回計測するようにしてもよい。
【００６０】
　・上記第１の実施の形態では、基準電池１１０ｓと検査対象とする単電池１１０ａ～１
１０ｅとの間での電圧差Ｖｓａ～Ｖｓｅに対して許容できる内部短絡を判定するための判
定値として直線Ｌ０を用いることとしたが、上記判定値はこの直線Ｌ０に限定されるもの
ではない。また、こうした判定値を用いることなく、基準電池１１０ｓと検査対象とする
単電池１１０ａ～１１０ｅとの間で電圧差が生じた場合に、これを「不良品」として判定
するようにしてもよい。
【００６１】
　・上記各実施の形態では、便宜上、「不良品」として判定される単電池を一つとして説
明したが、内部短絡の生じている電池が複数個あったとしても上記方法による検査を行う
ことは可能である。例えば、上記第１の実施の形態では、基準電池１１０ｓとの電圧差Ｖ
ｓｃが判定値を超えた単電池１１０ｃを「不良品」として判定することとしたが、基準電
池１１０ｓとの電圧差が判定値を超える単電池が複数ある場合にはそれらを「不良品」と
して判定するようにしてもよい。また、上記第２の実施の形態では、一度の検査で不良品
として判別可能な単電池の数は一つではあるが、一回目の検査で「不良品」として判定さ
れた単電池を検査対象から外したのちに、再度、各単電池間に流れる電流を計測し、各々
計測された電流のうち電流の方向が異なる一つの単電池を「不良品」として判定すること
となる。また、こうした検査を繰り返し実行するようにしてもよい。
【００６２】
　・上記第２の実施の形態では、内部短絡の有無を判定する値として、検査開始から例え
ば５秒経過時における各電流Ｉｓａ～Ｉｓｅの値を用いることとしたが、各電流Ｉｓａ～
Ｉｓｅの方向のみに基づき内部短絡の有無を検査する上では、このような条件に限定され
るものではない。
【００６３】
　・上記第２の実施の形態では、各単電池１１０ａ～１１０ｅを流れる電流の方向に基づ
いて内部短絡の有無を検査することとした。ここで、各電池１１０ｓ、１１０ａ～１１０
ｅ間に流れる電流Ｉｓａ～Ｉｓｅの大きさは、各電池１１０ｓ、１１０ａ～１１０ｅ間の
相対的な電圧差に応じて変化するものである。そして、基準電池１１０ｓを流れる電流の
方向と異なる方向に流れる電流の値は、各電池１１０ｓ、１１０ａ～１１０ｅ間の電圧差
が大きいほどこれに比例して大きくなる。一方、各単電池１１０ａ～１１０ｅを流れる電
流Ｉｓａ～Ｉｓｅは、これら各単電池１１０ａ～１１０ｅのうち最も電圧の低い単電池に
向かって流れるものであり、たとえ各単電池１１０ａ～１１０ｅのいずれにも許容できな
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いような内部短絡が生じていない場合であっても、各単電池１１０ａ～１１０ｅのうち最
も電圧の低い単電池に向かって電流が流れ込むことが懸念される。そこで、基準電池１１
０ｓを流れる電流Ｉｓと異なる方向に流れる電流に対して許容できる内部短絡の度合いを
判定するための判定値を設け、基準電池１１０ｓを流れる電流Ｉｓと異なる方向に電流が
流れて、かつ、その電流値が上記判定値を超える単電池を「不良品」として判別すること
としてもよい。これにより、検査対象とする各単電池１１０ａ～１１０ｅのいずれにも内
部短絡が生じていない場合に、「良品」が「不良品」として誤判別されるような事態を回
避することができるようになり、ひいては、各単電池１１０ａ～１１０ｅの内部短絡の有
無をより高い精度のもとに検査することができるようになる。
【００６４】
　・上記第２の実施の形態では、電流計ＡＭ１～ＡＭ５の端子を各単電池１１０ａ～１１
０ｅの正極側に接続することとした。これに限らず、各単電池１１０ａ～１１０ｅ間を流
れる電流の方向あるいはその値に基づき電池の内部短絡の有無を検査するものであればよ
く、電流計ＡＭ１～ＡＭ５を各単電池１１０ａ～１１０ｅの負極側に接続するようにして
もよい。
【００６５】
　・上記第２の実施の形態では、基準電池１１０ｓと各単電池１１０ａ～１１０ｅとの間
の電流Ｉｓａ～Ｉｓｅを計測することとしたが、基準電池１１０ｓを用いず、検査対象と
する複数の電池を同極同士で互いに電気的に接続したときにそれら各電池間の電圧差に起
因する電流の方向あるいは電流値を計測して内部短絡の有無を検査するようにしてもよい
。すなわち、先の図４に対応する図として例えば図６に示すように、各単電池１１０ａ～
１１０ｅを互いに同極同士で電気的に接続するとともに、それら複数の電池の互いに開放
された他方の電極間を流れる電流を計測する。そして、この計測した電流の方向を検出し
、この検出された電流のうち異なる方向に電流が流れる電池を不良品として判別する。ま
たあるいは、この異なる方向に流れる電流に対して許容できる内部短絡の度合いを判定す
るための判定値を設け、前記異なる方向に流れる電流の値がこの判定値を超える電池を不
良品として判別する。このように同極同士が接続された電池間を流れる電流の方向や大き
さは、それら各電池の相対的な電圧差に応じたものであり、内部短絡の生じていない相対
的に電圧の高い単電池から内部短絡に起因して相対的に電圧が低下した単電池に向かって
電流が流れ込むようになる。このため、検査対象とする各電池間を流れる電流の方向に基
づいて電池の内部短絡の有無を検査する上では、予め「良品」と判定された基準とする電
池を用いることなく同検査を実施することも可能であり、こうした検査を含む電池の生産
性もより向上されるようになる。
【００６６】
　・上記各実施の形態では、基準とする電池と検査対象とする電池との検査回路として、
図２あるいは図４に示す検査回路を用いることとしたが、基準とする電池と検査対象とす
る電池との一方の電極同士を電気的に接続するとともに、これらの開放された他方の電極
間での電圧差を計測可能な回路構成であればよく、これらに限定されるものではない。
【００６７】
　・上記各実施の形態では、活性化処理を経て、電池の電圧が「１．０Ｖ」とされた直後
に内部短絡の有無を検査することとしたが、基準とする電池と内部短絡が生じた電池との
電圧差をさらに拡大させる上では、ＳＯＣが「１．０Ｖ」とされた電池を一定時間放置し
たのちに電池の内部短絡の有無を検査するようにしてもよい。
【００６８】
　・上記各実施の形態では、電池の内部短絡検査に先立ち、電池の電圧を「１．０Ｖ」に
なるまで充電することとしたが、予め設定する電池の電圧値は、この値に限定されるもの
ではない。
【００６９】
　・上記各実施の形態では、検査対象とする電池として５個の電池を用いることとした。
これに限らず、基準とする電池と検査対象とする電池との電圧差に基づき電池の内部短絡
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。
【００７０】
　・上記各実施の形態では、内部短絡検査の対象として、同一の工程で製造された電池を
用いることとしたが、基準とする電池と検査対象とする電池との電圧差に基づき電池の内
部短絡の有無を検査する上では、同一の仕様あるいは同一の電圧を有する電池であればよ
く、これに限定されるものではない。
【００７１】
　・上記各実施の形態では、基準電池１１０ｓとして予め検査された良品を用いることと
した。これに限らず、基準とされる電池は、不良品を含めて、どのような電池を基準とし
てもよく、要は、基準とされる電池の一方の電極と検査対象とする電池の一方の電極とを
同極同士で接続し、基準とされる電池と検査対象とする電池との互いに開放された他方の
電極間の電圧差に基づき電池の内部短絡の有無を検査するものであればよい。
【００７２】
　・上記各実施の形態では、内部短絡検査の対象として、角形密閉式電池を構成するニッ
ケル水素蓄電池（単電池）を用いることとした。これに限らず、上記構成される角形密閉
式電池、あるいは、ニッケルカドミウム電池、リチウムイオン電池等の二次電池やマンガ
ン乾電池やアルカリ乾電池等の一次電池であってもよい。
【００７３】
　以下に、この明細書中に記載された事項から把握される技術思想に基づいて追記する。
　（イ）正極と負極とを有する電池の内部短絡の有無を検査する電池の内部短絡検査方法
であって、複数の電池の一方の電極を互いに同極同士で電気的に接続するとともに、それ
ら複数の電池の互いに開放された他方の電極間を流れる電流を計測し、この計測した電流
に基づいて電池の内部短絡の有無を検査することを特徴とする電池の内部短絡検査方法。
【００７４】
　（ロ）同極同士で電気的に接続する複数の電池が３個以上の電池からなり、前記３個以
上の電池に対する前記検査を同時実行するものであって、前記計測した電流の方向を検出
し、この検出された電流のうち異なる方向に電流が流れる電池を不良品として判別する（
イ）に記載の電池の内部短絡検査方法。
【００７５】
　（ハ）前記異なる方向に流れる電流に対して許容できる内部短絡の度合いを判定するた
めの判定値を設け、前記異なる方向に流れる電流の値が前記判定値を超える電池を不良品
として判別する（ロ）に記載の電池の内部短絡検査方法。
【００７６】
　上述のように、同極同士が接続された電池間を流れる電流の方向や大きさは、それら各
電池の相対的な電圧差に応じたものであり、内部短絡の生じていない相対的に電圧の高い
単電池から内部短絡に起因して相対的に電圧が低下した単電池に向かって電流が流れ込む
ようになる。このため、検査対象とする各電池間を流れる電流の方向に基づいて電池の内
部短絡の有無を検査する上では、予め「良品」と判定された基準とする電池を用いること
なく同検査を実施することも可能であり、こうした検査を含む電池の生産性もより向上さ
れるようになる。
【符号の説明】
【００７７】
　１００…一体電槽、１１０、１１０ａ～１１０ｅ…単電池、１１０ｓ…基準電池、１２
０…隔壁、１３０…電槽、１４０…極板群、１４１ａ…リード部、１５０、１６０…集電
板、１５１、１６１…接続突部、１７０…貫通孔、２００…蓋体、３００、３０１～３０
５…リード線、４００…直列治具、Ｓｗ１～Ｓｗ５…スイッチ、ＴＭＧ１、ＴＭＧ２…検
査装置、ＴＭ…接続端子、ＡＭ１～ＡＭ５…電流計、ＶＭ１～ＶＭ５…電圧計。



(16) JP 2010-231948 A 2010.10.14

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(17) JP 2010-231948 A 2010.10.14

【図５】 【図６】



(18) JP 2010-231948 A 2010.10.14

フロントページの続き

(72)発明者  井樋　雄一
            静岡県湖西市岡崎２０番地　パナソニックＥＶエナジー　株式会社内
Ｆターム(参考) 5H024 BB11  BB13  HH04  HH10 
　　　　 　　  5H028 BB10  BB12  BB15  HH10 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

