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(57)【要約】
【課題】　平板状の被測定物に生じる体積変化の分布を
測定可能な装置を提供する。
【解決手段】　圧力測定装置１０は、平板状の被測定物
を表裏面から挟持する一対の固定部材２，１２と、固定
部材１２の内側面に設けられているとともに、被測定物
と固定部材１２の間に生じる圧力分布を検出する圧力セ
ンサ８を備えている。圧力測定装置１０は、被測定物と
固定部材１２の間に生じる圧力分布を検出することによ
り、被測定物に生じた体積変化の分布を測定することが
できる。
【選択図】　図１



(2) JP 2010-32492 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平板状の被測定物を表裏面から挟持する一対の固定部材と、
　一対の固定部材の内側面の少なくとも一方に設けられているとともに、前記被測定物と
固定部材の間に生じる圧力分布を検出する圧力センサと、
　を備えていることを特徴とする圧力測定装置。
【請求項２】
　前記被測定物が蓄電素子の単セルであり、
　その単セルを充放電する充放電装置をさらに備えていることを特徴とする請求項１に記
載の圧力測定装置。
【請求項３】
　前記蓄電素子が二次電池であり、
　前記圧力センサが、少なくとも単セルの負極側に位置する固定部材に設けられているこ
とを特徴とする請求項２の圧力測定装置。
【請求項４】
　前記一対の固定部材を収容するとともに、電解質を貯留可能な電解質槽を備えているこ
とを特徴とする請求項２又は３に記載の圧力測定装置。
【請求項５】
　前記充放電装置による充電前に前記圧力センサによって測定された圧力分布と、前記充
放電装置による充電後に前記圧力センサによって測定された圧力分布との差分の分布を計
算する圧力分布計算装置をさらに備えていることを特徴とする請求項２から４のいずれか
１項に記載の圧力測定装置。
【請求項６】
　被測定物の厚み分布を測定する厚み測定装置であって、
　請求項１から５のいずれか１項に記載の圧力測定装置と、
　前記一対の固定部材間の相対的な位置を検出する変位センサと、
　備えていることを特徴とする厚み測定装置。
【請求項７】
　前記変位センサを少なくとも３つ以上備えており、
　任意の２つの変位センサの測定位置を結ぶ直線からオフセットされた位置に、少なくと
も１つの変位センサが配置されていることを特徴とする請求項６に記載の厚み測定装置。
【請求項８】
　前記変位センサによって測定された被測定物の全体的な厚みのデータと、前記圧力セン
サによって測定された圧力分布のデータに基づいて、被測定物の厚み分布を計算する厚み
分布計算装置をさらに備えていることを特徴とする請求項６又は７の厚み測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は圧力測定装置に関する。特に、平板状の被測定物の体積変化を測定するために
用いられる圧力測定装置に関する。本発明はまた、その圧力測定装置を利用した厚み測定
装置にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　平板状の被測定物の特性を測定する技術が特許文献１に開示されている。特許文献１に
は、リチウムイオン二次電池の単セル（正極板とセパレータと負極板の積層体）の電気化
学特性を測定する装置が開示されている。その装置は、平板状の単セルを表裏面から挟持
する一対の固定部材を備えている。一対の固定部材の一方には溝が形成されている。その
溝内に単セルと電解液を収容した後、一対の固定部材によって単セルと電解液を密封する
。単セルの電気化学特性を知るために充放電に伴う体積変化を測定する場合、固定部材を
貫通する孔を形成し、ピストンや変位センサを用いて単セルの体積変化を測定する。すな
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わち、単セルが膨張すると溝内の圧力が上昇し、単セルが収縮すると溝内の圧力が低下す
るという現象を利用して単セルの体積変化を測定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１４７５１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えばリチウムイオン二次電池は、充放電に伴って単セル内の体積が変化する。このと
き、単セル内に充放電特性のばらつきが存在すれば、単セルに生じる体積変化にもばらつ
きが生じる。従って、単セル内の充放電特性が均一なリチウムイオン二次電池を得るため
には、単セル内に生じる体積変化の分布を測定することが必要となる。
　特許文献１の装置は、被測定物（単セル）全体の体積変化を測定することができる。換
言すると、被測定物の平均的な体積変化を測定することができる。しかしながら、平板状
の被測定物に生じた体積変化の分布を測定することができない。そのことから、特許文献
１の装置を用いても、単セル内の充放電特性が均一か否かを確認することは不可能といえ
る。
　本発明は、上記の課題を解決するものであり、平板状の被測定物に生じる体積変化の分
布を測定可能な装置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】
【０００５】
　本明細書に開示する圧力測定装置は、平板状の被測定物を表裏面から挟持する一対の固
定部材と、一対の固定部材の内側面の少なくとも一方に設けられているとともに、被測定
物と固定部材の間に生じる圧力分布を検出する平板状の圧力センサを備えている。なお、
「一対の固定部材が平板状の被測定物を表裏面から挟持する」とは、被測定物と固定部材
の間に生じる圧力に係わらず一対の固定部材間の相対的な位置が変化しない形態、及び、
被測定物と固定部材の間に生じる圧力に応じて一対の固定部材間の相対的な位置が変化す
る形態の双方を含む。また、一対の固定部材間の相対的な位置が変化する形態の場合、固
定部材の自重だけで被測定部材を挟持してもよいし、固定部材を被測定物に対して付勢す
る部品を使用してもよい。
【０００６】
　平板状の被測定物の一部が体積変化すると、対応する位置の被測定物と固定部材の間の
圧力が変化する。上記圧力測定装置では、固定部材の内側面に圧力分布を検出する圧力セ
ンサが設けられているので、被測定物に生じた体積変化の程度を位置毎に測定することが
できる。すなわち、平板上の被測定物に生じた体積変化の分布を測定することができる。
なお、以下の説明で「圧力分布」という場合、圧力センサによって測定された「被測定物
と固定部材の間に生じる圧力分布」のことをいう。
【０００７】
　本明細書で開示する圧力測定装置では、被測定物が蓄電素子の単セルであってもよい。
その場合、その単セルを充放電する充放電装置をさらに備えていることが好ましい。
　蓄電素子の単セルを充放電すると、単セルを構成している電極板に体積変化が生じる。
単セルを構成している電極板に局所的な異常（配合の不均一や、異物の混入等）が存在す
ると、単セルに生じる体積変化も局所的に相違する。この圧力測定装置によると、充放電
に伴って電極板に生じた体積変化の分布を測定することができ、電極板に存在する局所的
な異常を検出することが可能となる。なお、「蓄電素子の単セル」とは、電解質を介して
対向する一対の電極板のことをいう。
【０００８】
　蓄電素子が二次電池の場合、圧力センサが、少なくとも単セルの負極側に位置する固定
部材に設けられていることが好ましい。
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　二次電池の場合、充放電に伴って、正極板の体積変化よりも負極板の体積変化の方が顕
著に現れることが多い。圧力センサが単セルの負極側に位置する固定部材に設けられてい
れば、単セルに生じた体積変化の分布を感度よく測定することができる。
【０００９】
　被測定物が蓄電素子の単セルの場合、圧力測定装置は、一対の固定部材を収容するとと
もに、蓄電素子の電解質を貯留可能な電解質槽をさらに備えていることが好ましい。
　蓄電素子では、イオンが電解質を介して一対の電極間を移動する。そのため、一対の電
極間に電解質を保持させる必要がある。例えば、単セルをフィルム材等で覆い、そのフィ
ルム材内に電解質を封入しなくてはいけない。単セルと圧力センサの間にフィルム材等が
存在すると、そのフィルム材等によって、単セルと固定部材の間に生じた圧力変化の検出
感度が低下することがある。それに対して、上記した電解質槽を備えていれば、単セルを
フィルム材等で覆う必要がなくなり、蓄電素子の単セルと固定部材の間に生じた圧力をよ
り正確に検出することができる。
【００１０】
　被測定物が蓄電素子の単セルの場合、圧力測定装置は、充放電装置による充電前に圧力
センサによって測定された圧力分布と、充放電装置による充電後に圧力センサによって測
定された圧力分布との差分の分布を計算する圧力分布計算装置をさらに備えていることが
好ましい。
　単セルに凹凸が存在すると、単セルを充電していないにも係わらず、単セルと固定部材
の間に圧力分布が存在する。充電後の単セルと固定部材の間の圧力分布のみでは、その圧
力分布が充電による単セルの体積変化によって生じたものか、単セルに固有の凹凸による
ものかの判断ができない。上記圧力分布計算装置を備えていれば、充電に伴う単セルの体
積変化の分布を正確に測定することができる。
【００１１】
　本明細書は、被測定物の厚み分布を測定する厚み測定装置も開示する。その厚み測定装
置は、上記した圧力測定装置と、一対の固定部材間の相対的な位置を検出する変位センサ
を備えている。
　上記の厚み測定装置では、固定部材と被測定物の間の圧力分布に加えて、その被測定物
を挟持している一対の固定部材間の距離を、同時に測定することができる。固定部材と被
測定物の間の圧力分布は、被測定物の各位置における厚みを相対的に示す。一対の固定部
材間の距離は、被測定物の平均的な厚みを絶対的に示す。従って、これらの測定値が得ら
れれば、被測定物の厚み分布を定量的に求めることができる。これにより、例えば被測定
物に生じた局所的な体積変化を、定量的に把握することができる。
【００１２】
　厚み測定装置は、上記変位センサを少なくとも３つ以上備えており、任意の２つの変位
センサの測定位置を結ぶ直線からオフセットされた位置に、少なくとも１つの変位センサ
が配置されていることが好ましい。すなわち、全ての変位センサが、同一直線上に配置さ
れていないことが好ましい。
　上記の厚み測定装置では、一対の固定部材間の相対的な傾きを測定することができる。
これにより、一対の固定部材間の距離が全面に亘って一定であると仮定する場合よりも、
被測定物の厚み分布をより正確に算出することが可能となる。
【００１３】
　厚み測定装置は、変位センサによって測定された被測定物の全体的な厚みのデータと、
圧力センサによって測定された圧力分布のデータに基づいて、被測定物の厚み分布を計算
する厚み分布計算装置をさらに備えていることが好ましい。
　上記したように、固定部材と被測定物の間の圧力分布と、その被測定物を挟持している
一対の固定部材間の距離が判明すれば、被測定物の厚み分布を求めることができる。すな
わち、一対の固定部材間の距離に、測定された圧力分布を重ね合わせれば、被測定物の厚
み分布を得ることができる。上記厚み分布計算装置を備えていれば、例えば被測定物に生
じた局所的な体積変化を、容易に検出することができる。
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【発明の効果】
【００１４】
　本発明によると、平板状の被測定物に生じた体積変化の分布を測定可能な装置を得るこ
とができる。また、本発明によると、平板状の被測定物の体積変化の分布を定量的に測定
可能な装置を得ることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】圧力測定装置の基本構造を示す。
【図２】単セルの体積変化の分布を測定する例（実施例１）を説明する図を示す。
【図３】単セルの体積変化の分布を測定する方法のフローチャートを示す。
【図４】単セルの初回充電前の圧力分布を示す。
【図５】単セルの初回充電後の圧力分布を示す。
【図６】単セルの初回充電前後の体積変化の分布を示す。
【図７】単セルの体積変化の分布を測定する例（実施例２）を説明する図を示す。
【図８】実施例３の厚み測定装置の外観を示す。
【図９】実施例４の厚み測定装置の外観を示す。
【図１０】単セルの厚み分布を説明する図を示す。
【図１１】単セルの体積変化の実体値の分布を測定する方法のフローチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１に、圧力測定装置１０の基本構造を示す。図１は、圧力測定装置１０の基本構造を
説明するための図であり、圧力測定装置１０の構造の全てを図示するものではない。
　図１に示すように、圧力測定装置１０は、一対の固定部材２，１２を備えている。一対
の固定部材２，１２の間には、被測定物が挟持される。固定部材１２の内側面に、被測定
物と固定部材１２の間に生じる圧力分布を検出することができる圧力センサ８が設けられ
ている。圧力センサ８として、例えば、感圧導電性変換方式の圧力センサ、静電容量方式
の圧力センサ、圧電式の圧力センサ、ひずみ式の圧力センサ等を使用することができる。
　上記構造を備えていれば、平板状の被測定物に生じる体積変化の分布を測定することが
できる。以下に説明する圧力測定装置１０の特徴は、必須の構成ではないが、被測定物に
生じる体積変化の分布を測定するために好適である。
【００１７】
　固定部材２，１２の内側面は平坦である。固定部材１２はガイド６に沿って移動するこ
とができるので、様々な厚みの被測定物を挟持しやすい。なお、固定部材２，１２は、被
測定物に圧力をかけた状態で、被測定物を挟持することができる。固定部材２，１２が被
測定物に圧力をかけた状態で、ガイド６と固定部材１２を固定してもよい。あるいは、固
定部材２，１２が被測定物に圧力をかけた状態で、固定部材２と固定部材１２が相対移動
可能であってもよい。固定部材２，１２が相対移動可能であれば、被測定物に体積変化が
生じても、固定部材２，１２と被測定物の間の圧力が変化しない。なお、ばね等の部品を
採用して、固定部材２，１２から被測定物に加えられる圧力を調整してもよい。固定部材
１２の重量を調節して、固定部材２，１２から被測定物に加えられる圧力を調整してもよ
い。また、ガイド６は省略することもできる。
【００１８】
　固定部材２，１２が金属の場合、圧力センサ８は、絶縁性を有していることが好ましい
。また、図１に示すように、固定部材２の表面側に絶縁膜４を設けることが好ましい。被
測定物が導電性を有していても、被測定物と固定部材２，１２を絶縁することができる。
なお、「絶縁性を有する圧力センサ」とは、圧力センサそのものが絶縁性の材料で製造さ
れている形態の他、導電性を有する圧力センサを絶縁性の材料で被覆する形態も含む。
【００１９】
　圧力測定装置１０を利用して、様々な被測定物の体積変化の分布を測定することができ
る。図２に示すように、被測定物が蓄電素子の単セル４０の場合、圧力測定装置１０は充
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放電装置２０を備えていることが好ましい。単セル４０の充放電特性を、単セル４０の体
積変化の分布として捉えることができる。なお、蓄電素子の具体例として、リチウムイオ
ン二次電池、ニッケル水素二次電池、固体ポリマー二次電池等の二次電池、一次電池、及
びキャパシタ等が挙げられる。
【００２０】
　図２には、被測定物の例として、リチウムイオン二次電池の単セル４０を示している。
単セル４０は、正極２８とセパレータ３０と負極３６が順に積層されている。そして、圧
力センサ８が負極３６側の固定部材１２に設けられている。リチウムイオン二次電池の単
セル４０の場合、充放電に伴い、負極３６が顕著に体積変化することが多い。そのため、
圧力センサ８を負極３６側だけに設ければ、単セル４０の体積変化の分布を十分に測定す
ることができる。しかしながら、圧力センサ８を正極２８側の固定部材２に設けてもよい
し、圧力センサ８を固定部材２，１２の双方に設けてもよい。いずれの場合も、単セル４
０の体積変化の分布を十分に測定することができる。
【００２１】
　図２に示すように、圧力測定装置１０は電解質槽１４を備えている。後述するように、
電解質槽１４は必須の構成ではないが、電解質槽１４槽を備えていると、固定部材２，１
２に単セル４０を挟持させた後に、単セル４０を電解液１６内に浸漬することができる。
【００２２】
　圧力測定装置１０は、圧力分布計算装置２２を備えている。圧力分布計算装置２２も必
須の構成ではないが、圧力分布計算装置２２を備えていると、充電前に圧力センサ８によ
って測定された圧力分布と充電後に圧力センサ８によって測定された圧力分布の差分を計
算することができる。充電に伴う単セル４０の体積変化の分布を正確に測定することがで
きる。
　より正確にいうと、圧力分布計算装置２２は、以下の計算をすることができる
（１）単セル４０を初回充電する前（単セル４０を固定部材２，１２に設置したとき）に
測定された圧力分布と、単セル４０を初回充電した後に測定された圧力分布の差を計算す
る。
（２）単セル４０を初回充電する前に測定された圧力分布と、単セル４０を既定の回数充
放電したときの充電後の圧力分布の差を計算する。
（３）単セル４０を既定の回数充放電したときの充電前後の圧力分布の差を計算する。
【００２３】
　単セル４０を充放電しているときに、圧力分布を連続的に測定してもよい。その場合、
圧力分布計算装置２２に代えて、充電前に圧力センサ８によって測定された圧力分布と、
充放電中に圧力センサ８によって連続的に測定される圧力分布の差を、リアルタイムに計
算する圧力分布計算装置を採用することが好ましい。
【実施例１】
【００２４】
　図２を参照し、単セル４０の体積変化の分布を測定する例を詳細に説明する。なお、図
２では、図１に示しているガイド６の図示を省略している。
　図２に示すように、圧力測定装置１０は、単セル４０を充放電する充放電装置２０と、
圧力センサ８によって測定された圧力分布を記憶・処理する圧力分布計算装置２２と、固
定部材２，１２を収容するとともに、電解質を貯留することができる電解質槽１４を備え
ている。電解質槽１４内に、電解液１６が貯留されている。固定部材２，１２は、単セル
４０を挟持した状態で電解液１６内に配置されている。
【００２５】
　ここで、単セル４０について説明する。
　単セル４０は、正極２８とセパレータ３０と負極３６が積層された積層体である。正極
２８は、正極集電板２６と、正極集電板２６の両面に形成されている正極活物質２４を備
えている。負極３６は、負極集電板３４と、負極集電板３４の両面に形成されている負極
活物質３２を備えている。セパレータ３０は、多孔質であり、内部に電解液１６が含浸さ
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れている。そのため、正極２８と負極３６は、電解液１６を介して対向しているといえる
。正極２８と負極３６の間を、イオンが移動することができる。なお、正極活物質２４は
、正極集電板２６の片面にだけ形成されていてもよい。同様に、負極活物質３２は、負極
集電板３４の片面にだけ形成されていてもよい。正極活物質２４と負極活物質３２が、セ
パレータ３０を介して対向していればよい。
　負極３６の負極活物質３２は、圧力センサ８を介して固定部材１２に対向している。上
記したように、圧力センサ８が絶縁性を有しているので、負極３６と固定部材１２が絶縁
される。また、正極２８の正極活物質２４は、絶縁膜４に接触し、固定部材２に直接接し
ていない。正極２８と固定部材２が絶縁される。その結果、単セル４０と固定部材２，１
２が絶縁される。
【００２６】
　図２に示すように、電解質槽１４内にリチウム（Ｌｉ）を材料とする参照極１８が配置
されている。参照極１８が配置されているので、負極３６の特性と正極２８の特性を別々
に測定することもできる。参照極１８は、単セル４０に接していないので、負極３６ある
いは正極２８と短絡することはない。なお、参照極１８は、電解液１６に接してさえいれ
ば、任意の位置に配置することができる。また、参照極１８の数も任意である。
　参照極１８は、配線２０ａを介して充放電装置２０に接続されている。正極集電板２６
は、配線２０ｂを介して充放電装置２０に接続されている。負極集電板３４は、配線２０
ｃを介して充放電装置２０に接続されている。また、圧力センサ８は、配線２２ａを介し
て圧力分布計算装置２２に接続されている。圧力センサ８で検出された圧力分布は、圧力
分布計算装置２２に入力される。
【００２７】
　図２では、固定部材２，１２の全体が電解液１６内に配置されている。少なくとも単セ
ル４０が電解液１６中に位置していればよく、必ずしも固定部材２，１２の全体を電解液
１６内に配置する必要はない。また、必ずしも単セル４０が電解液１６中に位置していな
くてもよい。正極２８と負極３６の間をイオンが移動可能であればよく、例えば予めセパ
レータ３０に電解液を含浸させた後に、大気中で充放電を行ってもよい。
【００２８】
　図３を参照し、単セル４０の体積変化の分布を測定する方法について説明する。図３は
、体積変化の分布を測定するフローチャートを示している。
　まず、圧力測定装置１０に単セル４０を設置する（Ｓ１）。このときに、負極集電板３
４と正極集電板２６を、充放電装置２０に接続する。また、圧力センサ８を、圧力分布計
算装置２２に接続する。次に、単セル４０を充電する前に、単セル４０と固定部材１２の
間に生じる圧力分布を測定する（Ｓ２）。この測定では、単セル４０を初回充電する前の
圧力分布を測定する。この測定によって、単セル４０に固有の凹凸による圧力分布を測定
することができる。圧力分布の測定結果は、圧力分布計算装置２２に入力される。
【００２９】
　次に、単セル４０を充電する（Ｓ３）。充電の完了後、今回の充電によって、充放電回
数が既定の測定対象回数に達しているか否かを判定する（Ｓ４）。充放電回数が測定対象
回数に達していれば（Ｓ４：ＹＥＳ）、単セル４０と固定部材１２の間に生じる圧力分布
を測定する（Ｓ５）。この測定対象回数には、例えば１回、１００回、５００回、１００
０回、２０００回、・・・といった回数が設定されている。それにより、１回目（初回）
の充電後の圧力分布、１００回目の充電後の圧力分布、５００回目の充電後の圧力分布、
１０００回の充電後の圧力分布、・・・が測定されるようになっている。圧力分布の測定
結果は、圧力分布計算装置２２に入力される。
　次に、圧力分布計算装置２２が、Ｓ２工程で測定された充電前の圧力分布とＳ５工程で
測定された充電後の圧力分布の差分の分布を計算する（Ｓ６）。例えば、先のＳ５工程で
初回充電後の圧力分布が測定されていれば、ここでは初回充電の前後で測定された圧力分
布の差が計算される。それにより、初回充電の前後で単セル４０に生じた体積変化の分布
を測定することができる。その後、単セル４０を放電する（Ｓ７）。単セル４０の放電完
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了後、前記した測定対象回数の全てについて測定が完了していれば（Ｓ８：ＹＥＳ）、測
定を終了する。測定対象回数の全てについて測定が完了していなければ（Ｓ８：ＮＯ）、
Ｓ３工程に戻って単セル４０を再度充電する。
【００３０】
　単セル４０を充電した後、単セル４０の充放電回数が測定対象回数に達していなければ
（Ｓ４：ＮＯ）、単セル４０の放電が直ちに行われる（Ｓ７）。この場合、充電後の圧力
分布の測定は行われない。単セル４０の放電が行われた後、Ｓ３工程に戻り（Ｓ８：ＮＯ
）、単セル４０を再度充電する（Ｓ３）。それにより、充放電回数が測定対象回数に達す
るまで、単セル４０の充放電を繰り返す。すなわち、充放電回数が測定対象回数に達する
まで（Ｓ３），（Ｓ４：ＮＯ），（Ｓ７），（Ｓ８：ＮＯ）の工程を繰り返す。
【００３１】
　Ｓ７工程とＳ８工程の間に、単セル４０と固定部材１２の間に生じる圧力分布を測定す
る工程を追加してもよい。単セル４０を既定の測定対象回数だけ充放電したときの放電前
後の圧力分布の差分の分布を計算することができる。
【００３２】
　図４～６を参照し、単セル４０の体積変化の分布を測定した測定例について説明する。
ここでは、単セル４０の初回充電前の圧力分布（Ｓ２工程）と、単セル４０の初回充電後
の圧力分布（Ｓ５工程）から、単セル４０の体積変化の分布を測定した例について説明す
る。図４は単セル４０を固定部材２，１２に設置したとき（初回充電前）における圧力分
布を示し、図５は単セル４０の初回充電後における圧力分布を示している。図６は単セル
４０の初回充電前後における体積変化の分布を示している。なお、符号８ａは圧力分布の
測定範囲を示しており、符号５０は単セル４０と固定部材１２の間に生じた圧力分布を示
す等圧線である。
　図４に示すように、単セル４０を充放電しなくても、単セル４０と固定部材１２の間に
は圧力分布が生じる。すなわち、図４は、単セル４０に固有の凹凸を示している。
　図５に示すように、単セル４０の初回充電後の圧力分布は、図４の圧力分布よりも複雑
になっている。図５の圧力分布は、単セル４０に固有の凹凸と、単セル４０の充電による
体積変化の分布が重畳した分布である。そのため、図５は、単セル４０の充電による体積
変化の分布を正確に示すものではない。
　そこで、圧力分布計算装置２２を利用して、図４の圧力分布と図５の圧力分布の差分の
分布を計算する。図６は、図４の圧力分布と図５の圧力分布の差分の分布を示している。
図６の圧力分布は、単セル４０に固有の凹凸に起因する圧力分布が除去されている。その
ため、図６は、単セル４０の初回充電後の体積変化の分布を示しているといえる。
【００３３】
　上記の説明では、単セル４０の初回充電前後の体積変化の分布を測定する方法について
説明した。単セル４０を初回充電する前の圧力分布と、単セル４０の充放電を測定対象回
数だけ繰り返したときの充電後の圧力分布を利用して、単セル４０を測定対象回数だけ充
放電したときの初回充電前に対する体積変化の分布を測定することもできる。また、単セ
ル４０の充放電を測定対象回数だけ繰り返したときの充電前後の圧力分布を利用して、単
セル４０の充放電を測定対象回数だけ繰り返したときの充電前後の体積変化の分布を測定
することもできる。あるいは、単セル４０を初回充電する前の圧力分布と、単セル４０の
充放電中の圧力分布の連続的な変化を利用して、単セル４０の充放電中の体積変化の分布
をリアルタイムに測定することもできる。
【実施例２】
【００３４】
　図７を参照し、単セル４０の体積変化の分布を測定する別の例を説明する。
　図７に示すように、単セル４０はフィルム６０内に密封されている。そして、フィルム
６０には、単セル４０とともに電解液６２が密封されている。なお、単セル４０のうち、
負極集電板３４の一部と正極集電板２６の一部は、フィルム６０から突出している。そし
て、負極集電板３４と充放電装置２０が、フィルム６０の外で接続されている。また、正
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極集電板２６と充放電装置２０も、フィルム６０の外で接続されている。
　本実施例では、単セル４０と電解液６２が予めフィルム６０内に密封されている。その
ため、図２のように電解質槽１４を必要としない。
【００３５】
　また、単セル４０がフィルム６０で覆われているので、固定部材２に設けている絶縁膜
４を省略することもできる。同様に、圧力センサ８が絶縁性を有していなくてもよい。す
なわち、圧力測定装置１０から、単セル４０と固定部材２，１２を絶縁するための部材を
省略することができる。
　なお、フィルム６０の内部に参照極を配置してもよい。第１実施例と同様に、負極３６
の特性と正極２８の特性を別々に測定することができる。
【実施例３】
【００３６】
　図８は、圧力測定装置１０を使用した厚み測定装置１００の外観を示す。なお、圧力測
定装置１０の詳細については、説明を省略する。
　厚み測定装置１００では、圧力測定装置１０にガイド６（図１を参照）が設けられてい
ない。単セル４０は、固定部材１２の自重によって、固定部材２，１２間に挟持されてい
る。換言すると、単セル４０には、固定部材１２の自重分だけの圧力が加えられている。
厚み測定装置１００は、圧力測定装置１０に加え、変位センサ７４（７４ａ～７４ｃ）と
、変位量計算装置７０と、厚み量計算装置８０を有している。夫々の変位センサ７４は、
配線７２を介して変位量計算装置７０に接続されている。変位量計算装置７０は、配線８
２によって厚み量計算装置８０に接続されている。また、圧力分布計算装置２２も、配線
７８によって厚み量計算装置８０に接続されている。なお、図示は省略するが、厚み測定
装置１００では、圧力センサ８（図１を参照）が固定部材２に取付けられている。
【００３７】
　複数の変位センサ７４を有することによって、固定部材２，１２間の隙間を複数個所に
おいて測定することができる。図８に示すように、変位センサ７４ｂは、変位センサ７４
ａの測定位置と変位センサ７４ｃの測定位置を結ぶ直線７６からオフセットされた位置に
設けられている。そのため、固定部材１２の固定部材２に対する傾きを、平面的に捉える
ことができる。なお、変位センサとして、レーザ三角測量式の変位センサ、レーザトップ
ラ式の変位センサ、レーザ共焦点式の変位センサ、渦電流式の変位センサ、超音波式の変
位センサ、差動トランス式の変位センサ、静電容量式の変位センサ等を使用することがで
きる。
【００３８】
　ここで、固定部材１２と固定部材２の間の傾きについて説明する。図９は、図８のIX-I
X線に沿った断面において、単セル４０の一部が膨張している状態を示す。２点鎖線で示
す単セル４０と固定部材１２は、単セル４０が膨張していない状態を示している。実線で
示す単セル４０ａと固定部材１２ａは、単セル４０が膨張している状態を示している。
　図９に示すように、単セル４０が膨張すると、固定部材１２と固定部材２の間の相対的
な位置が変化する。両者の相対的な位置の変化は、変位センサ７４によって、固定部材１
２の変位量として検出される。そのときに、固定部材１２と固定部材２の間の相対的な傾
きが変化すると、変位センサ７４ａ，７４ｃの変位量が異なる。変位センサ７４ａ，７４
ｃの変位量を変位量計算装置７０で計算することにより、固定部材１２と固定部材２の間
の相対的な傾きを検出することができる。なお、固定部材１２から単セル４０に加えられ
る全体的な圧力は、単セル４０が膨張する前と変わらない。そのため、充放電を繰り返し
ている間、常に、固定部材２，１２と単セル４０の間の全体的な圧力を一定に保つことが
できる。
【００３９】
　厚み測定装置１００の他の利点を説明する。
　上記したように、厚み測定装置１００では、固定部材２と固定部材１２が拘束されてい
ない。そのため、例えば環境温度が変化して固定部材２、１２の体積が変化しても、固定
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部材２、１２と単セル４０の間の圧力に影響を及ぼさない。すなわち、固定部材２、１２
の体積変化が単セル４０の体積変化として検出されることを抑制することができる。単セ
ル４０の体積変化の分布をより正確に検出することができる。
　厚み測定装置１００は、固定部材２、１２間の厚み変化を測定することにより、単セル
４０の厚み変化を実測することができる。すなわち、単セル４０の実際の厚み変化を位置
毎に測定することができる。
【００４０】
　上記したように、単セル４０が体積変化すると、固定部材１２と固定部材２の間の相対
的な位置が変化する。そのため、単セル４０の体積変化が大きい部位の圧力と、小さい部
位の圧力を、圧力センサ８で区別しにくい。そのため、固定部材１２と固定部材２の傾き
によって、圧力センサ８の検出値を補正する。すなわち、体積変化が大きい部位の圧力セ
ンサ８の値を大きく補正し、体積変化が小さい部位の圧力センサ８の値を小さく補正する
。その結果、単セル４０の体積変化を位置毎により精度よく検出することができる。
【００４１】
　図１０を参照し、単セル４０の体積変化（厚み変化）の分布を測定する方について説明
する。図１０は、体積変化の分布を測定するフローチャートを示している。
　まず、厚み測定装置１００に単セル４０を設置する（Ｓ１１）。次に、単セル４０と固
定部材１２の間に生じる圧力分布を測定する（Ｓ１２）。Ｓ１１とＳ１２の工程は、実施
例１で説明したＳ１とＳ２の工程と実質的に等しい。厚み測定装置１００では、工程Ｓ１
１の後に、各変位センサ７４ａ～７４ｃの値を、変位量計算装置７０に入力する（Ｓ１３
）。工程Ｓ１３によって、固定部材１２と固定部材２の初期状態の傾きを測定することが
できる。なお、各変位センサ７４ａ～７４ｃの値を変位量計算装置７０入力した後に、変
位センサ７４ａ～７４ｃ値を「ゼロ」に初期化してもよい。
【００４２】
　工程Ｓ１２、Ｓ１３に続いて、単セル４０を所定回数充放電する（Ｓ１４）。次に、単
セル４０の充電前の圧力分布と充電後の圧力分布の差分の分布を計算する（Ｓ１５）。Ｓ
１４とＳ１５の工程は、実施例１で説明した工程Ｓ３～Ｓ８に実質的に等しい。厚み測定
装置１００では、充電前後の圧力分布に加え、充電前後の各変位センサ７４の値の差分の
値を計算する（Ｓ１６）。次に、変位量計算装置７０は、各変位センサ７４の値を利用し
て、充電後の固定部材１２の傾きの変化を計算する（Ｓ１７）。単セル４０の体積変化に
部分的な差異が存在すると、充電後の固定部材１２の傾きが変化する。次に、工程Ｓ１７
で得られた傾きを利用して、位置係数を決定する（Ｓ１８）。位置係数は、傾きの変化に
応じて、単セル４０の位置毎に決定される。すなわち、単セル４０の体積変化が大きい部
分には、大きな位置係数を与え、単セル４０の体積変化が小さい部分には、小さな位置係
数が与えられる。
【００４３】
　次に、工程Ｓ１５で得られた単セル４０の圧力分布結果を、位置係数で修正する。その
結果、単セル４０の位置毎の厚み変化率が計算される（Ｓ１９）。すなわち、単セル４０
の位置毎の相対的な体積変化が計算される。厚み測定装置１００では、工程Ｓ１６の結果
を利用して、各変位センサ７４の値の平均値を算出する。すなわち、単セル４０の全体の
厚み変化量を計算する（Ｓ２０）。次に、工程Ｓ１９で得られた単セル４０の位置毎の厚
み変化率と、工程Ｓ２０で得られた単セル４０の全体の厚み変化量を利用して、単セル４
０の位置毎の厚み変化量を計算する（Ｓ２１）。以上の工程によって、単セル４０の位置
毎の厚み変化量を定量的に測定することができる。
【実施例４】
【００４４】
　図１１は、厚み測定装置１００ａの外観を示す。厚み測定装置１００ａでは、変位セン
サ７４の本体が固定部材２に固定されている。変位センサ７４のセンサ部は、固定部材２
には接触しないで、固定部材１２にだけ接触している。変位センサ７４を位置決めするた
めの拘束アーム等を省略することができる。
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【００４５】
　上記実施例３、４では、電解液を貯留するための構造の図示を省略している。実施例１
で説明したように、固定部材２，１２を収容する電解質槽１４（図１を参照）を使用して
もよいし、実施例２で説明したように、単セル４０を密封するフィルム６０（図７を参照
）を使用してもよい。
【００４６】
　以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を
限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々
に変形、変更したものが含まれる。
【００４７】
　また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによっ
て技術的有用性を発揮するものであり、出願時の請求項に記載の組合せに限定されるもの
ではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数の目的を同時に達成し得るも
のであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
【符号の説明】
【００４８】
２：固定部材
８：圧力センサ
１０：圧力測定装置
１２：固定部材
１４：電解質槽
２０：充放電装置
２２：圧力分布計算装置
４０：単セル（被測定物）
７０：変位量計算装置
７４：変位センサ
８０：厚み量計算装置
１００：厚み測定装置
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