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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】活物質層が割れ難い蓄電素子を提供する。
【解決手段】第一の電極２１を含む長尺な第一の部材、
及び第二の電極２２を含む第二の部材２６を有する電極
体を備え、第一の部材は、一対の平坦部２３３と該一対
の平坦部２３３の第一方向の一方側の端部同士を接続す
るターン部２３４とを含む折り返し部を有し、第二の部
材は、少なくとも一対の平坦部の間に配置され、ターン
部は、折り返し部２３において第二の部材が接触する領
域の第一方向の一方側の端縁の位置である基準位置より
一方側の部位であり、ターン部２３４の長さ寸法であっ
て第一の部材の長尺方向に沿った長さ寸法は、第二の部
材の基準位置での厚さ寸法を直径とする半円弧に沿って
配置される場合の第一の部材の長さ寸法より大きい。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活物質層を有する第一の電極を含む長尺な第一の部材と、前記第一の電極と極性の異な
る第二の電極を含む第二の部材と、を有する電極体を備え、
　前記第一の部材は、平行若しくは略平行な一対の平坦部と、前記一対の平坦部の第一方
向の一方側の端部同士を接続するターン部と、を含む折り返し部を有し、
　前記第二の部材は、少なくとも前記折り返し部の一対の平坦部の間に配置され、
　前記ターン部は、前記折り返し部において前記第二の部材が接触する領域の前記第一方
向の一方側の端縁の位置である基準位置より一方側の部位であり、
　前記ターン部の長さ寸法であって前記第一の部材の長尺方向に沿った長さ寸法は、前記
一対の平坦部の各平坦部が並ぶ第二方向における前記第二の部材の前記基準位置での寸法
を直径とする半円弧に沿って配置される場合の第一の部材の長さ寸法より大きい、蓄電素
子。
【請求項２】
　前記第二の部材は、前記第二方向における各平坦部の外側において前記折り返し部と接
触する領域の前記第一方向の一方側の端縁位置が前記第一方向における前記基準位置と同
じ又は該基準位置より他方側となるように前記平坦部と対向して配置され、
　前記ターン部は、前記第二方向において、該ターン部の一部が、前記一対の平坦部のう
ちの一方の平坦部と該一方の平坦部に対して外側から対向する前記第二の部材との境界面
方向に広がる第一の基準面、及び前記一対の平坦部のうちの他方の平坦部と該他方の平坦
部に対して外側から対向する前記第二の部材との境界面方向に広がる第二の基準面の少な
くとも一方の基準面を越えるように湾曲している、請求項１に記載の蓄電素子。
【請求項３】
　前記第一方向において前記ターン部と外側から当接する当接部材を備える、請求項１又
は２に記載の蓄電素子。
【請求項４】
　前記第一の部材は、前記第一方向における一方側を開放するように折り返された第一の
折り返し部と、前記第一方向における他方側を開放するように折り返された第二の折り返
し部とが交互に配置されるつづら折り状態であり、
　前記第二方向において隣り合う前記ターン部同士は、非接触である、請求項１～３のい
ずれか１項に記載の蓄電素子。
【請求項５】
　前記第二の部材に含まれるセパレータであって、前記第一の部材と前記第二の電極との
間に配置されるセパレータを備え、
　前記第一の部材の前記ターン部において、前記活物質層は、前記セパレータに覆われて
おらず露出している、請求項１～４のいずれか１項に記載の蓄電素子。
【請求項６】
　活物質層を有する第一の電極を含む長尺な第一の部材と、前記第一の電極と極性の異な
る第二の電極を含む第二の部材と、を有する電極体を備え、
　前記第一の部材は、平行若しくは略平行な一対の平坦部と、前記一対の平坦部の第一方
向の一方側の端部同士を接続するターン部と、を含む折り返し部を有し、
　前記第二の部材は、少なくとも前記折り返し部の一対の平坦部の間に配置され、
　前記ターン部は、前記折り返し部において前記第二の部材が接触する領域の前記第一方
向の一方側の端縁の位置である基準位置より一方側の部位であり、前記一対の平坦部のう
ちの一方の平坦部と該一方の平坦部に対して外側から対向する前記第二の部材との境界面
方向に広がる第一の基準面、及び前記一対の平坦部のうちの他方の平坦部と該他方の平坦
部に対して外側から対向する前記第二の部材との境界面方向に広がる第二の基準面の少な
くとも一方の基準面を該ターン部の一部が前記一対の平坦部の各平坦部が並ぶ第二方向に
おいて越えるように湾曲している、蓄電素子。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、折り返された第一の電極の間に枚葉状の第二の電極が配置された電極体を備
える蓄電素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、負極電極板及び正極電極板の一方の電極板がつづら折り状に積層されている
リチウムイオン二次電池（以下、単に「電池」と称する）が知られている（特許文献１参
照）。具体的に、この電池は、図１７に示すように、負極電極板１０１と、正極電極板１
０４と、両電極板１０１、１０４間に挿入されたセパレータ１０７とが、交互に積層され
て構成された電極積層体である。
【０００３】
　負極電極板１０１は、両面でセパレータ１０７と密着しており、長手方向に所定間隔で
交互に折り畳まれてつづら折り状に積層された長尺の可撓性材料からなる電極板（長尺電
極板と称する）である。負極の長尺電極板１０１は、銅箔１０２の両面に形成された負極
活物質層１０３をもつ。
【０００４】
　セパレータ１０７は、長尺の絶縁膜からなり、その厚さ方向に電荷の移動が可能な電池
用セパレータである。このセパレータ１０７は、負極の長尺電極板１０１の両面に接して
折り畳まれている。具体的に、セパレータ１０７は、長尺電極板１０１の銅箔１０２のう
ち、負極活物質層１０３の形成されている部分を両面から包み込んでいる。即ち、長尺電
極板１０１とその両面を包むセパレータ１０７とは一体化して一体長尺物１０８を形成し
ている。
【０００５】
　正極電極板１０４は、両面でセパレータ１０７に密着しており、多数の互いに独立した
短冊形状の電極板（短冊状電極板と称する）である。正極の各短冊状電極板１０４は、ア
ルミニウム箔１０５の両面に形成された正極活物質層１０６をもつ。
【０００６】
　そして、長尺電極板１０１とセパレータ１０７とからなる一体長尺物１０８に対し、そ
の両側から多数の短冊状電極板１０４が交互に積層されて電池１００が構成されている。
即ち、一枚の一体長尺物１０８と多数の短冊状電極板１０４との積層に際し、一体長尺物
１０８はつづら折りに折り畳まれ、その間に短冊状電極板１０４が両側から挿入されて一
体長尺物１０８に挟持された構造を電池１００は持っている。
【０００７】
　以上の電池１００では、一体長尺物１０８が、折り返し部において短冊状電極板１０４
のエッジ（端縁角部）を基点に内側に折れ曲がるような力が加わった状態で折り畳まれて
いると、前記折り返し部位における短冊状電極板１０４のエッジ（端縁角部）と当接する
部位（図１７の符号１０９参照）やその近傍において負極活物質層１０３に割れが生じる
場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１４－１０３０８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、本実施形態は、第一の電極を含む部材の折り返し部において、第二の電極を含
む部材と接触する領域の端縁を基点に折れ曲がるような力が加わることに起因する第一の
電極の活物質層が割れ難い蓄電素子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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【００１０】
　本実施形態の蓄電素子は、
　活物質層を有する第一の電極を含む長尺な第一の部材と、前記第一の電極と極性の異な
る第二の電極を含む第二の部材と、を有する電極体を備え、
　前記第一の部材は、平行若しくは略平行な一対の平坦部と、前記一対の平坦部の第一方
向の一方側の端部同士を接続するターン部と、を含む折り返し部を有し、
　前記第二の部材は、少なくとも前記折り返し部の一対の平坦部の間に配置され、
　前記ターン部は、前記折り返し部において前記第二の部材が接触する領域の前記第一方
向の一方側の端縁の位置である基準位置より一方側の部位であり、
　前記ターン部の長さ寸法であって前記第一の部材の長尺方向に沿った長さ寸法は、前記
一対の平坦部の各平坦部が並ぶ第二方向における前記第二の部材の前記基準位置での寸法
を直径とする半円弧に沿って配置される場合の第一の部材の長さ寸法より大きい。
【００１１】
　このように、ターン部の長さ寸法が第二の部材の第二方向における寸法を直径とする半
円弧に沿って配置される場合の第一の部材の長さ寸法（例えば、図１０のα参照）より大
きいことで、第一の部材の基準位置を基点としてターン部の内側に折れ曲がるような力が
第一の部材に加わらない若しくは加わり難くなる。このため、第一の部材が第二の部材と
の接触する領域の端縁を基点にターン部の内側に向けて折れ曲がるような力（例えば、図
１３の矢印参照）が加わることに起因する第一の電極の活物質層の割れの発生が抑えられ
る。
【００１２】
　前記蓄電素子では、
　前記第二の部材は、前記第二方向における各平坦部の外側において前記折り返し部と接
触する領域の前記第一方向の一方側の端縁位置が前記第一方向における前記基準位置と同
じ又は該基準位置より他方側となるように前記平坦部と対向して配置され、
　前記ターン部は、前記第二方向において、該ターン部の一部が、前記一対の平坦部のう
ちの一方の平坦部と該一方の平坦部に対して外側から対向する前記第二の部材との境界面
方向に広がる第一の基準面、及び前記一対の平坦部のうちの他方の平坦部と該他方の平坦
部に対して外側から対向する前記第二の部材との境界面方向に広がる第二の基準面の少な
くとも一方の基準面を越えるように湾曲していてもよい。
【００１３】
　かかる構成によれば、平坦部の外側にある第二の部材が平坦部に沿って基準位置よりも
第一方向の一方側に移動しようとしたときに、第二方向において基準面（第一の基準面又
は第二の基準面）を越えているターン部に当接することで第二の部材の前記移動が妨げら
れるため、第二の部材の第一方向の一方側への位置ずれが抑えられる。
【００１４】
　また、前記蓄電素子では、
　前記第一方向において前記ターン部と外側から当接する当接部材を備えてもよい。
【００１５】
　かかる構成によれば、当接部材によってターン部の第一方向への延びが規制されること
で、第一の部材が第二の部材との接触する領域の端縁を基点にターン部の内側に向けて折
れ曲がるような力が加わることをより確実に抑制できる。
【００１６】
　また、前記蓄電素子では、
　前記第一の部材は、前記第一方向における一方側を開放するように折り返された第一の
折り返し部と、前記第一方向における他方側を開放するように折り返された第二の折り返
し部とが交互に配置されるつづら折り状態であり、
　前記第二方向において隣り合う前記ターン部同士は、非接触であってもよい。
【００１７】
　かかる構成によれば、第一の部材が第二の部材との接触する領域の端縁を基点にターン
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部の内側に折れ曲がるような力が隣のターン部から加わる、即ち、隣のターン部に押圧さ
れることで該押圧に起因する力が加わるのを防ぐことができる。
【００１８】
　前記蓄電素子では、
　前記第二の部材に含まれるセパレータであって、前記第一の部材と前記第二の電極との
間に配置されるセパレータを備え、
　前記第一の部材の前記ターン部において、前記活物質層は、前記セパレータに覆われて
おらず露出してもよい。
【００１９】
　活物質層がセパレータに覆われていない部位を基点に折れ曲がるような力が加わると、
該部位での活物質層の割れの発生が顕著になる。しかし、上記構成によれば、第一部材の
ターン部において活物質層が露出しているが、第一の部材の基準位置を基点としてターン
部の内側に折れ曲がるような力が第一の部材に加わらない若しくは加わり難いため、基準
位置及びその近傍での活物質層の割れの発生が抑えられる。
【００２０】
　また、本実施形態の蓄電素子は、
　活物質層を有する第一の電極を含む長尺な第一の部材と、前記第一の電極と極性の異な
る第二の電極を含む第二の部材と、を有する電極体を備え、
　前記第一の部材は、平行若しくは略平行な一対の平坦部と、前記一対の平坦部の第一方
向の一方側の端部同士を接続するターン部と、を含む折り返し部を有し、
　前記第二の部材は、少なくとも前記折り返し部の一対の平坦部の間に配置され、
　前記ターン部は、前記折り返し部において前記第二の部材が接触する領域の前記第一方
向の一方側の端縁の位置である基準位置より一方側の部位であり、前記一対の平坦部のう
ちの一方の平坦部と該一方の平坦部に対して外側から対向する前記第二の部材との境界面
方向に広がる第一の基準面、及び前記一対の平坦部のうちの他方の平坦部と該他方の平坦
部に対して外側から対向する前記第二の部材との境界面方向に広がる第二の基準面の少な
くとも一方の基準面を該ターン部の一部が前記一対の平坦部の各平坦部が並ぶ第二方向に
おいて越えるように湾曲している。
【００２１】
　かかる構成によれば、少なくともターン部が基準面（第一の基準面及び第二の基準面の
少なくとも一方）を越える側の基準位置においては、第一の部材の基準位置を基点として
ターン部の内側に折れ曲がるような力が第一の部材に加わらない若しくは加わり難くなる
ため、第一の部材が第二の部材との接触する領域の端縁を基点にターン部の内側に向けて
折れ曲がるような力（例えば、図１３の矢印参照）が加わることに起因する第一の電極の
活物質層の割れの発生が抑えられる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上より、本実施形態によれば、第一の電極を含む部材の折り返し部において、第二の
電極を含む部材と接触する領域の端縁を基点に折れ曲がるような力が加わることに起因す
る第一の電極の活物質層が割れ難い蓄電素子を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本実施形態に係る蓄電素子の斜視図である。
【図２】図２は、前記蓄電素子の分解斜視図である。
【図３】図３は、図１のＩＩＩ－ＩＩＩ位置における断面図である。
【図４】図４は、図１のＩＶ－ＩＶ位置における断面図である。
【図５】図５は、電極体を説明するための斜視図である。
【図６】図６は、図５のＶＩ－ＶＩ位置における断面模式図である。
【図７】図７は、負極の構成を説明するための図である。
【図８】図８は、つづら折り状態の負極の構成を説明するための斜視図である。
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【図９】図９は、折り返し部を説明するための斜視図である。
【図１０】図１０は、電極体のターン部を説明するための断面模式図である。
【図１１】図１１は、正極及びセパレータを含む枚葉状部材の構成を説明するための図で
ある。
【図１２】図１２は、正極及びセパレータを含む枚葉状部材の構成を説明するための図で
ある。
【図１３】図１３は、ターン部に加わる力を説明するための模式図である。
【図１４】図１４は、他実施形態に係る電極体の構成を示す模式図である。
【図１５】図１５は、他実施形態に係る電極体の構成を示す模式図である。
【図１６】図１６は、前記蓄電素子を備える蓄電装置の斜視図である。
【図１７】図１７は、従来の電池の積層構成を模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明に係る蓄電素子の一実施形態について、図１～図１３を参照しつつ説明す
る。蓄電素子には、一次電池、二次電池、キャパシタ等がある。本実施形態では、蓄電素
子の一例として、充放電可能な二次電池について説明する。尚、本実施形態の各構成部材
（各構成要素）の名称は、本実施形態におけるものであり、背景技術における各構成部材
（各構成要素）の名称と異なる場合がある。
【００２５】
　本実施形態の蓄電素子は、非水電解質二次電池である。より詳しくは、蓄電素子は、リ
チウムイオンの移動に伴って生じる電子移動を利用したリチウムイオン二次電池である。
この種の蓄電素子は、電気エネルギーを供給する。蓄電素子は、単一又は複数で使用され
る。具体的に、蓄電素子は、要求される出力及び要求される電圧が小さいときには、単一
で使用される。一方、蓄電素子は、要求される出力及び要求される電圧の少なくとも一方
が大きいときには、他の蓄電素子と組み合わされて蓄電装置に用いられる。前記蓄電装置
では、該蓄電装置に用いられる蓄電素子が電気エネルギーを供給する。
【００２６】
　蓄電素子は、図１～図５に示すように、第一の電極２１を含む長尺な第一の部材と、第
一の電極２１と極性の異なる第二の電極２２を含む第二の部材２６と、を有する電極体２
を備える。また、蓄電素子１は、電極体２を収容するケース３と、少なくとも一部が外部
に露出した状態でケース３に取り付けられる外部端子４と、電極体２と外部端子４とを接
続する集電体５と、を備える。また、蓄電素子１は、電極体２とケース３との間に配置さ
れる絶縁部材（当接部材）６等も備える。また、各図においては、構造を示すために、電
極体２を構成する電極等の厚さを誇張して表す等、電極体２の構成を模式的に表している
。
【００２７】
　本実施形態の電極体２は、負極２１を含む第一の部材と、正極２２及びセパレータ２５
を含む第二の部材２６と、を有する。即ち、本実施形態の電極体２では、第一の電極が負
極２１であり、第二の電極が正極２２であり、第一の部材が負極２１のみを含む。
【００２８】
　負極２１は、図５～図８に示すように、金属箔２１１と、金属箔２１１の両面のそれぞ
れに重ねられる負極活物質層２１２と、を有する。即ち、負極２１は、一つの金属箔２１
１と一対の負極活物質層２１２とを有する。本実施形態の金属箔２１１は、例えば、銅箔
である。この負極２１は、長尺な帯状であり、折り返し部２３を有する（図８参照）。こ
の折り返し部２３の間には、第二の部材２６が配置されている。
【００２９】
　負極活物質層２１２は、負極活物質と、バインダーと、を有する。
【００３０】
　負極活物質は、例えば、グラファイト、難黒鉛化炭素、及び易黒鉛化炭素などの炭素材
、又は、ケイ素（Ｓｉ）及び錫（Ｓｎ）などのリチウムイオンと合金化反応を生じる材料
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である。本実施形態の負極活物質は、グラファイトである。
【００３１】
　負極活物質層２１２に用いられるバインダーは、例えば、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶ
ｄＦ）、エチレンとビニルアルコールとの共重合体、ポリメタクリル酸メチル、ポリエチ
レンオキサイド、ポリプロピレンオキサイド、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、
ポリメタクリル酸、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）である。本実施形態のバインダー
は、ポリフッ化ビニリデンである。
【００３２】
　負極活物質層２１２は、ケッチェンブラック（登録商標）、アセチレンブラック、黒鉛
等の導電助剤をさらに有してもよい。本実施形態の負極活物質層２１２は、導電助剤を有
していない。
【００３３】
　折り返し部２３は、図９に示すように、谷折り側の面である第一の面２３１及び山折り
側の面（即ち、第一の面２３１と反対側の面）である第二の面２３２をそれぞれ有し且つ
第一の面２３１同士を対向させた一対の平坦部２３３と、一対の平坦部２３３の端部同士
を接続するターン部２３４と、を含む。本実施形態の負極２１は、ターン部２３４を反対
に向けた状態で隣り合う折り返し部２３同士がその一部（平坦部２３３）を共通させた状
態で連続するつづら折り状態（蛇腹状）である。即ち、図８において、一つの折り返し部
（第一折り返し部）２３Ａに着目したときに、第一折り返し部２３Ａと、その隣（図８に
おける後ろ側）の折り返し部（第二折り返し部）２３Ｂとでは、第一折り返し部２３Ａの
ターン部２３４Ａと、第二折り返し部２３Ｂのターン部２３４Ｂとの間の平坦部２３３Ａ
、２３３Ｂを共通させている。
【００３４】
　この場合、第一折り返し部２３Ａに着目したときの平坦部２３３Ａでは、第一折り返し
部２３Ａにおける谷折り面側の面が第一の面２３１Ａであり、その反対側の面（山折り側
の面）が第二の面２３２Ａである。一方、第二折り返し部２３Ｂに着目したときの平坦部
２３３Ｂ（第一折り返し部２３Ａの平坦部２３３Ａと共通させた平坦部２３３Ｂ）では、
第二折り返し部２３Ｂにおける谷折り面側の面が第一の面２３１Ｂであり、その反対側の
面（山折り側の面）が第二の面２３２Ｂである。即ち、第一折り返し部２３Ａと第二折り
返し部２３Ｂとで共通させている平坦部２３３Ａ、２３３Ｂでは、第一折り返し部２３Ａ
に着目したときと、第二折り返し部２３Ｂに着目したときとで、第一の面（折り返し部２
３において向かい合う面）２３１と第二の面（折り返し部において反対方向を向く面）２
３２とが逆になる。
【００３５】
　図５～図７に戻り、具体的には、負極２１では、帯状の負極２１が長尺方向において所
定間隔で交互に折り返されることによって、平坦部２３３とターン部２３４とが交互に形
成されている。即ち、長尺な負極２１が、図７に示す長手方向に所定間隔で交互に設定さ
れた山折り線２１Ａの位置と谷折り線２１Ｂの位置とで山折りと谷折りとが交互に繰り返
されることによって、つづら折り状態となる。これにより、負極２１は、複数の平坦部２
３３と複数のターン部２３４とを有し、複数の平坦部２３３のそれぞれは、平行若しくは
略平行に並び、複数のターン部２３４のそれぞれは、隣り合う平坦部２３３の前記長尺方
向の一端側の端部同士と他端側の端部同士とを交互に接続している。
【００３６】
　以下では、平坦部２３３が並ぶ方向を直交座標系におけるＸ軸方向（第二方向）とし、
平坦部２３３に対してターン部２３４が配置されている方向（図８における左右方向）を
直交座標系におけるＹ軸方向（第一方向）とし、ターン部２３４のターン軸Ｓの延びる方
向（図８参照）を直交座標系のＺ軸方向とする。
【００３７】
　複数の平坦部２３３のそれぞれは、図７～図９に示す通り、矩形状の平坦部本体２３３
１と、平坦部本体２３３１の矩形状の輪郭を構成する一辺から突出する（本実施形態の例
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では、Ｚ軸方向の端縁からＺ軸方向に延びる）負極タブ２３３２と、を有する。本実施形
態の平坦部２３３は、折り返し部２３における第二の部材２６と接触している部位である
。この平坦部２３３の平坦部本体２３３１は、Ｙ軸方向に長い矩形状である。平坦部本体
２３３１では、金属箔２１１の両面が負極タブ２３３２側の端部を残して負極活物質層２
１２に覆われ、負極タブ２３３２では、金属箔２１１が露出している。即ち、負極タブ２
３３２は、負極活物質層２１２を有しない。
【００３８】
　つづら折り状態の負極２１において、各平坦部２３３の負極タブ２３３２は、Ｘ軸方向
から見て重なっている。本実施形態の負極２１では、各負極タブ２３３２は、平坦部本体
２３３１のＺ軸方向の一方（図９における上側）の端縁におけるＹ軸方向の一方（図９に
おける右側）の端部からＺ軸方向に延びている。この複数の平坦部本体２３３１のそれぞ
れから延びている負極タブ２３３２は、束ねられ、集電体５を介して外部端子４と接続さ
れている（図３参照）。本実施形態の負極タブ２３３２の束は、集電体５に溶接されてい
る。
【００３９】
　複数のターン部２３４のそれぞれは、つづら折り状態の負極２１において、Ｚ軸方向に
延びるターン軸Ｓ（図８参照）周りで帯状の負極２１が旋回（方向転換）している部位で
ある。本実施形態のターン部２３４は、折り返し部２３において第二の部材２６が接触す
る領域のＸ軸方向の端縁の位置である基準位置Ｂより外側の部位である（図１０参照）。
このターン部２３４においても、金属箔２１１の両面が負極タブ２３３２側の端部を残し
て負極活物質層２１２に覆われている。具体的には、以下の通りである。尚、各ターン部
２３４の構成は同じであるため、一つの折り返し部２３に着目して説明する。
【００４０】
　図１０に示すように、ターン部２３４が接続する一対の平坦部２３３のうちの一方（図
１０における上側）の平坦部２３３Ａと該一方の平坦部２３３Ａに対して外側（図１０に
おける上側）から対向する第二の部材２６との境界面方向に広がる仮想面を、第一の基準
面Ｒ１とし、他方（図１０における下側）の平坦部２３３Ｂと該他方の平坦部２３３Ｂに
対して外側（図１０における下側）から対向する第二の部材２６との境界面方向に広がる
仮想面を、第二の基準面Ｒ２とする。この場合、ターン部２３４は、Ｘ軸方向において、
該ターン部２３４の一部が少なくとも一方の基準面Ｒ１、Ｒ２を越えるように湾曲してい
る。本実施形態のターン部２３４は、Ｘ軸方向において、第一の基準面Ｒ１と、第二の基
準面Ｒ２との両方を越えるように湾曲している。このターン部２３４の長さ寸法であって
負極２１の長尺方向に沿った長さ寸法（一方の平坦部２３３Ａとターン部２３４との境界
（基準位置Ｂ）から、他方の平坦部２３３Ｂとターン部２３４との境界（基準位置Ｂ）ま
での長さ寸法）は、第二の部材２６の厚さ寸法（Ｘ軸方向の寸法）を直径とする半円弧に
沿って配置される場合の負極２１（図１０において二点鎖線で示す部位α参照）の長さ寸
法より大きい。ここで、「半円弧に沿って配置される場合の負極２１」とは、負極２１が
半円弧に沿って配置されていると仮定するものであり、実際に負極２１が半円弧に沿って
配置されていることを意味するものではない。
【００４１】
　本実施形態の電極体２では、Ｘ軸方向に隣り合うターン部２３４同士は、非接触である
が、接触してもよい。
【００４２】
　このような形状を有する各ターン部２３４に対し、Ｙ軸方向の外側から絶縁部材６が当
接している。これにより、各ターン部２３４の湾曲形状が維持される、即ち、各ターン部
２３４がＹ軸方向に延びる（図１０において二点鎖線で示す部位β参照）ことが防がれる
。尚、本実施形態の各ターン部２３４は、Ｙ軸方向に延びた状態（図１０の二点鎖線で示
す部位β参照）から絶縁部材６によって平坦部２３３側に押圧されることで形成されてい
る。
【００４３】
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　本実施形態の第一の部材は、上述のように、負極２１のみを含んでいる。このため、第
一の部材（負極２１）の活物質層（負極活物質層２１２）は、第二の部材２６に対して露
出している。即ち、本実施形態の電極体２では、各平坦部２３３の負極活物質層２１２及
び各ターン部２３４の負極活物質層２１２は、第二の部材２６に対して露出した状態であ
る。
【００４４】
　正極２２は、図５、図６、図１１、及び図１２にも示すように、金属箔２２１と、金属
箔２２１の両面のそれぞれに重ねられる正極活物質層２２２と、を有する。即ち、正極２
２は、一つの金属箔２２１と一対の正極活物質層２２２とを有する。本実施形態の金属箔
２２１は、例えば、アルミニウム箔である。この正極２２は、つづら折り状態の負極２１
において、Ｘ軸方向に隣り合う平坦部２３３間のそれぞれに配置されている。このため、
本実施形態の電極体２は、複数の正極２２を有している。
【００４５】
　正極活物質層２２２は、正極活物質と、バインダーと、を有する。
【００４６】
　本実施形態の正極活物質は、例えば、リチウム金属酸化物である。具体的に、正極活物
質は、例えば、ＬｉａＭｅｂＯｃ（Ｍｅは、１又は２以上の遷移金属を表す）によって表
される複合酸化物（ＬｉａＣｏｙＯ２、ＬｉａＮｉｘＯ２、ＬｉａＭｎｚＯ４、ＬｉａＮ
ｉｘＣｏｙＭｎｚＯ２等）、ＬｉａＭｅｂ（ＸＯｃ）ｄ（Ｍｅは、１又は２以上の遷移金
属を表し、Ｘは例えばＰ、Ｓｉ、Ｂ、Ｖを表す）によって表されるポリアニオン化合物（
ＬｉａＦｅｂＰＯ４、ＬｉａＭｎｂＰＯ４、ＬｉａＭｎｂＳｉＯ４、ＬｉａＣｏｂＰＯ４

Ｆ等）である。本実施形態の正極活物質は、ＬｉＮｉ１／３Ｃｏ１／３Ｍｎ１／３Ｏ２で
ある。
【００４７】
　正極活物質層２２２に用いられるバインダーは、負極活物質層２１２に用いられたバイ
ンダーと同様のものである。本実施形態のバインダーは、ポリフッ化ビニリデンである。
【００４８】
　正極活物質層２２２は、ケッチェンブラック（登録商標）、アセチレンブラック、黒鉛
等の導電助剤をさらに有してもよい。本実施形態の正極活物質層２２２は、導電助剤とし
てアセチレンブラックを有する。
【００４９】
　具体的に、複数の正極２２のそれぞれは、矩形状の正極本体２２３と、正極本体２２３
の矩形状の輪郭を構成する一辺から突出する（本実施形態の例では、Ｚ軸方向の端縁から
Ｚ軸方向に延びる）正極タブ２２４と、を有する。本実施形態の正極本体２２３は、Ｙ軸
方向に長い矩形状である。正極本体２２３では、金属箔２２１の両面が正極タブ２２４側
の端部を残して正極活物質層２２２に覆われ、正極タブ２２４では、金属箔２２１が露出
している。即ち、正極タブ２２４は、正極活物質層２２２を有しない。
【００５０】
　正極本体２２３における正極活物質層２２２は、Ｘ軸方向に対向する（詳しくは、セパ
レータ２５を介して対向する）平坦部２３３の負極活物質層２１２よりＹ－Ｚ面（Ｙ軸と
Ｚ軸とを含む平面）方向において小さい。即ち、正極本体２２３の正極活物質層２２２は
、全域において平坦部２３３の負極活物質層２１２と対向し、平坦部２３３の負極活物質
層２１２は、周縁部を除いた領域において正極本体２２３の正極活物質層２２２と対向す
る。
【００５１】
　電極体２において、各正極２２の正極タブ２２４は、Ｘ軸方向から見て重なっている。
本実施形態の正極２２では、各正極タブ２２４は、正極本体２２３のＺ軸方向の一方（図
５における上側）の端縁におけるＹ軸方向の他方（平坦部本体２３３１に対する負極タブ
２３３２の位置とは反対側：図５における左側）の端部からＺ軸方向に延びている。この
複数の正極本体２２３のそれぞれから延びている正極タブ２２４は、束ねられ、集電体５
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を介して外部端子４と接続されている。本実施形態の正極タブ２２４の束は、負極タブ２
３３２の束と同様に、集電体５に溶接されている（図３参照）。
【００５２】
　セパレータ２５は、絶縁性を有する部材であり、負極２１と正極２２との間に配置され
る。これにより、電極体２において、負極２１と正極２２とが互いに絶縁される。また、
セパレータ２５は、ケース３内において、電解液を保持する。これにより、蓄電素子１の
充放電時において、セパレータ２５を挟んで対向する負極２１と正極２２との間を、リチ
ウムイオンが移動可能となる。
【００５３】
　このセパレータ２５は、帯状であり、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、セルロ
ース、ポリアミドなどの多孔質膜によって構成される。本実施形態のセパレータ２５は、
ＳｉＯ２粒子、Ａｌ２Ｏ３粒子、ベーマイト（アルミナ水和物）等の無機粒子を含んだ無
機層を、多孔質膜によって形成された基材の上に設けることで形成されている。本実施形
態のセパレータ２５の基材は、例えば、ポリエチレンによって形成される。
【００５４】
　本実施形態のセパレータ２５は、正極２２を覆っている。具体的に、セパレータ２５は
、正極本体２２３全体をＸ軸方向に挟み込むように覆っている。このセパレータ２５は、
図５、図１１及び図１２に示すように、矩形状のものを、間に正極２２を挟み込むように
して長尺方向の中央部で折り返し、折目部位を除いた三辺（各縁部）を接合（接着、溶着
等）されている。このとき、正極タブ２２４は、折り返されたセパレータ２５から突出し
（図５参照）、前記接合は、正極タブ２２４を避けて行われている。
【００５５】
　この正極２２を挟み込んだ状態のセパレータ２５は、Ｘ軸方向から見て矩形状であり、
Ｚ軸方向の寸法は、負極２１の平坦部２３３の寸法より大きく、Ｙ軸方向の寸法も、平坦
部２３３の寸法より大きい。上述のように、本実施形態の電極体２では、正極２２と、こ
の正極２２を挟み込んだ状態のセパレータ２５とが、第二の部材２６を構成している。
【００５６】
　第二の部材２６は、図１０に示すように、Ｘ軸方向に隣り合う平坦部２３３間のそれぞ
れと、Ｘ軸方向における最も外側の平坦部２３３の外側と、に配置される。これにより、
正極２２が、負極２１の平坦部２３３の各面と対向した状態となる。
【００５７】
　図１～図４に戻り、ケース３は、開口を有するケース本体３１と、ケース本体３１の開
口を塞ぐ（閉じる）蓋板３２と、を有する。このケース３では、ケース本体３１と蓋板３
２とによって内部空間が画定される。ケース３は、この内部空間に、電極体２と共に電解
液を収容する。
【００５８】
　この電解液は、非水溶液系電解液である。詳しくは、電解液は、有機溶媒に電解質塩を
溶解させることによって得られる。有機溶媒は、例えば、プロピレンカーボネート及びエ
チレンカーボネートなどの環状炭酸エステル類、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボ
ネート、及びエチルメチルカーボネートなどの鎖状カーボネート類である。電解質塩は、
ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＢＦ４、及びＬｉＰＦ６等である。本実施形態の電解液は、エチレン
カーボネート、ジメチルカーボネート、及びエチルメチルカーボネートを、エチレンカー
ボネート：ジメチルカーボネート：エチルメチルカーボネート＝３：２：５の割合で調整
した混合溶媒に、１ｍｏｌ／ＬのＬｉＰＦ６を溶解させたものである。
【００５９】
　ケース３は、上記の電解液に耐性を有する金属によって形成される。本実施形態のケー
ス３は、例えば、アルミニウム、又は、アルミニウム合金等のアルミニウム系金属材料に
よって形成される。
【００６０】
　ケース本体３１は、板状の閉塞部３１１と、閉塞部３１１の周縁に接続される筒状の胴



(11) JP 2019-53823 A 2019.4.4

10

20

30

40

50

部（周壁）３１２と、を備える。
【００６１】
　閉塞部３１１は、ケース本体３１が開口を上に向けた姿勢で配置されたときにケース本
体３１の下端に位置する（即ち、前記開口が上を向いたときのケース本体３１の底壁部と
なる）部位である。本実施形態の閉塞部３１１は、矩形状である。
【００６２】
　胴部３１２は、角筒形状、より詳しくは、偏平な角筒形状を有する。胴部３１２は、閉
塞部３１１の周縁における長辺から延びる一対の長壁部３１３と、閉塞部３１１の周縁に
おける短辺から延びる一対の短壁部３１４とを有する。短壁部３１４が一対の長壁部３１
３の対応（詳しくは、Ｘ軸方向に対向）する端部同士をそれぞれ接続することによって、
角筒状の胴部３１２が形成される。
【００６３】
　以上のように、ケース本体３１は、開口方向（Ｚ軸方向）における一方の端部が塞がれ
た角筒形状（即ち、有底角筒形状）を有する。このケース本体３１には、負極２１の各平
坦部２３３が長壁部３１３と平行（略平行）となる（即ち、各ターン部２３４が短壁部３
１４と対向する）ように、電極体２が収容される（図４参照）。
【００６４】
　蓋板３２は、ケース本体３１の開口を塞ぐ部材である。この蓋板３２の輪郭形状は、ケ
ース本体３１の開口周縁部３１０（図２参照）に対応した形状である。即ち、蓋板３２は
、Ｙ軸方向に長い矩形状の板材である。
【００６５】
　外部端子４は、他の蓄電素子の外部端子又は外部機器等と電気的に接続される部位であ
る。このため、外部端子４は、導電性を有する部材によって形成される。また、外部端子
４は、溶接性の高い金属材料によって形成される。例えば、正極の外部端子４は、アルミ
ニウム又はアルミニウム合金等のアルミニウム系金属材料によって形成され、負極の外部
端子４は、銅又は銅合金等の銅系金属材料によって形成される。本実施形態の外部端子４
は、少なくとも一部がケース３の外部に露出した状態で蓋板３２に取り付けられる。
【００６６】
　絶縁部材６は、絶縁性を有する樹脂によって形成されている。具体的に、絶縁部材６は
、所定の形状に裁断された絶縁性を有するシート状の部材を折り曲げることによって蓋板
３２側が開口した袋状に形成されている（図２参照）。本実施形態の絶縁部材６は、ケー
ス本体３１に沿った形の袋状である。この袋状の絶縁部材６には、負極２１の各平坦部２
３３及び第二の部材２６が絶縁部材６における長壁部３１３と対応する部位（Ｘ軸方向に
対向する壁状の部位）と略平行となり、各ターン部２３４が絶縁部材６における短壁部３
１４と対応する部位（Ｙ軸方向に対向する壁状の部位）と対向するように、電極体２が収
容される。このとき、収容前の電極体２の各ターン部２３４は、Ｙ軸方向に延びた状態（
図１０の二点鎖線で示す部位β）であるが、袋状の絶縁部材６に収容されることで各ター
ン部２３４が絶縁部材６によって内側（平坦部２３３側）に押され、Ｘ軸方向において第
一の基準面Ｒ１及び第二の基準面Ｒ２を越えるように湾曲する。そして、絶縁部材６がＸ
軸方向において第一の基準面Ｒ１及び第二の基準面Ｒ２を越えるように湾曲している各タ
ーン部２３４に対して外側から当接（押圧）し続けることで、該ターン部２３４の湾曲状
態が維持される。
【００６７】
　以上の蓄電素子１のように、ターン部２３４の長さ寸法が第二の部材２６のＸ軸方向の
寸法（厚さ寸法）を直径とする半円弧に沿って配置される場合の負極２１の長さ寸法（図
１０のα参照）より大きくすることで、負極２１の基準位置Ｂ（負極２１における第二の
部材２６が接触している領域のＸ軸方向の端縁位置）を基点としてターン部２３４の内側
に折れ曲がるような力（図１３の矢印参照）が負極２１に加わらない若しくは加わり難く
なる。詳しくは、以下の通りである。
【００６８】



(12) JP 2019-53823 A 2019.4.4

10

20

30

40

50

　つづら折り状態の電極（本実施形態の例では負極２１）の折り返し部間に枚葉状の電極
（本実施形態の例では正極２２）が配置されている電極体等では、つづら折りに折り畳む
際の電極に加わるテンションや、折り返し部間に配置された枚葉状の電極の折目（折り返
し部の折目）への押し付け状態等によって、つづら折りされている電極の平坦部とターン
部との境界においてターン部の内側に折れ曲がるような力が生じ易い。そこで、本実施形
態の電極体２では、ターン部２３４の長さ寸法を、第二の部材２６の厚さ寸法を直径とす
る半円弧に沿った負極２１（図１０の二点鎖線で示す部位α）の長さ寸法より大きくする
ことで、負極２１の基準位置Ｂ又はその近傍における前記ターン部２３４の内側に折れ曲
がるような力の発生を防いでいる。
【００６９】
　このため、本実施形態の蓄電素子１では、負極２１が第二の部材２６の端縁Ｃ又はその
近傍を基点にターン部２３４の内側に向けて折れ曲がることに起因する負極活物質層２１
２の割れの発生が抑えられる。
【００７０】
　本実施形態の蓄電素子１では、Ｘ軸方向においてその一部が第一の基準面Ｒ１と第二の
基準面Ｒ２との両方の基準面を越えるように、各ターン部２３４が湾曲している。
【００７１】
　このため、平坦部２３３と隣接する第二の部材２６が該平坦部２３３に沿って基準位置
Ｂよりもターン部２３４側に移動しようとしたときに、Ｘ軸方向において各基準面（第一
の基準面Ｒ１、第二の基準面Ｒ２）を越えているターン部２３４に当接することで、第二
の部材２６の前記移動が妨げられる。このため、第二の部材２６のターン部２３４側への
位置ずれが抑えられる。
【００７２】
　また、本実施形態の蓄電素子１は、Ｙ軸方向においてターン部２３４と外側から当接す
る絶縁部材（当接部材）６を備えている。このため、絶縁部材６によってターン部２３４
のＹ軸方向への延び（図１０の波線参照）が規制され、これにより、負極２１が基準位置
（第二の部材２６との接触する領域のＹ軸方向の端縁）を基点にターン部２３４の内側に
向けて折れ曲がるような力が加わることをより確実に抑制できる。しかも、ターン部２３
４のＹ軸方向への延びが規制されることで、Ｘ軸方向においてその一部が基準面（第一の
基準面Ｒ１、第二の基準面Ｒ２）を越えた状態のターン部２３４の湾曲状態が維持され、
その結果、第二の部材２６のターン部２３４側への位置ずれがより確実に抑えられる。
【００７３】
　また、本実施形態の蓄電素子１では、電極体２においてＸ軸方向に隣り合うターン部２
３４同士が非接触であるため、負極２１の基準位置Ｂを基点にターン部２３４の内側に折
れ曲がるような力が隣のターン部２３４から加わることを防ぐことができる。即ち、隣の
ターン部２３４に押圧されることで該押圧に起因する力が加わるのを防ぐことができる。
【００７４】
　Ｘ軸方向に隣り合うターン部同士が別部材（非連続）であれば、隣り合うターン部同士
が接触しても、互いに離れる方向に逃げ易く、応力の影響が小さいが、本実施形態のよう
に、つづら折り状態の負極２１、即ち、複数のターン部２３４が平坦部２３３を介して繋
がっているような一つの部材で負極２１が構成されている場合には、隣り合うターン部２
３４同士の接触に起因する応力の影響が大きくなる。このため、本実施形態の電極体２で
は、Ｘ軸方向に隣り合うターン部２３４同士を接触させないことで、前記接触に起因する
応力の発生を抑えている。
【００７５】
　また、本実施形態の負極２１のターン部２３４では、負極活物質層２１２がセパレータ
２５に覆われておらず露出している。このように、負極活物質層２１２がセパレータ２５
に覆われていない部位を基点に折れ曲がるような力が加わると、該部位での負極活物質層
２１の割れの発生が顕著になる。
【００７６】
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　本実施形態の蓄電素子１においても、負極２１のターン部２３４において負極活物質層
２１２が露出している。しかし、本実施形態の蓄電素子１では、負極２１の基準位置を基
点としてターン部２３４の内側に折れ曲がるような力が該負極２１に加わらない若しくは
加わり難いため、基準位置及びその近傍での負極活物質層２１２の割れの発生が効果的に
抑えられる。
【００７７】
　尚、本発明の蓄電素子は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸
脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。例えば、ある実施形態の
構成に他の実施形態の構成を追加することができ、また、ある実施形態の構成の一部を他
の実施形態の構成に置き換えることができる。さらに、ある実施形態の構成の一部を削除
することができる。
【００７８】
　上記実施形態の蓄電素子１では、ターン部２３４の長さ寸法が、Ｘ軸方向における第二
の部材２６の基準位置Ｂでの寸法を直径とする半円弧αに沿って配置される場合の負極２
１の長さ寸法より大きいが、この構成に限定されない。例えば、ターン部２３４の長さ寸
法がＸ軸方向における第二の部材２６の基準位置Ｂでの寸法を直径とする半円弧αに沿っ
て配置される場合の負極２１の長さ寸法より小さくても、Ｘ軸方向においてその一部が第
一の基準面Ｒ１及び第二の基準面Ｒ２の少なくとも一方の基準面を越えるように、ターン
部２３４が湾曲していればよい。かかる構成によれば、少なくともターン部２３４が基準
面（第一の基準面Ｒ１及び第二の基準面Ｒ２の少なくとも一方）を越える側の基準位置Ｂ
においては、負極２１の基準位置Ｂを基点としてターン部２３４の内側に折れ曲がるよう
な力が該負極２１に加わらない若しくは加わり難くなる。このため、負極２１が第二の部
材２６との接触する領域の端縁を基点にターン部２３４の内側に向けて折れ曲がるような
力（例えば、図１３の矢印参照）が加わることに起因する負極２１の負極活物質層２１２
の割れの発生が抑えられる。
【００７９】
　上記実施形態の蓄電素子１では、第二の部材２６がセパレータ２５を含んでいるが、こ
の構成に限定されない。第一の部材がセパレータ２５を含む、即ち、第一の部材が、負極
２１とセパレータ２５とを含んでもよい。この場合、長尺なセパレータ２５が長尺な負極
２１を挟み込む。また、第一の部材と第二の部材２６との両方が、セパレータ２５を含ん
でもよい。つまり、長尺な電極に沿ってセパレータ２５が配置される場合には、該セパレ
ータ２５は、第一の部材に含まれ、矩形状の電極に沿ってセパレータ２５が配置される場
合には、該セパレータ２５は、第二の部材に含まれる。
【００８０】
　上記実施形態の蓄電素子１では、セパレータ２５において基材の片面に無機粒子層が形
成されていたが、この構成に限定されない。セパレータ２５において基材の両面に無機粒
子層が形成されてもよい。また、負極活物質層２１２の表面又は正極活物質層２２２の表
面に、無機粒子を含んだ無機粒子層が形成されていてもよい。このとき、長尺な電極に沿
って無機粒子層が配置される場合には、該無機粒子層は、第一の部材に含まれ、矩形状の
電極に沿って無機粒子層が配置される場合には、該無機粒子層は、第二の部材に含まれる
。
【００８１】
　上記実施形態の蓄電素子１では、ターン部２３４のＹ軸方向への延びが絶縁部材６によ
って規制されているが、この構成に限定されない。例えば、電極体２の周囲に絶縁性を有
するテープ等が巻き付けられることにより、ターン部２３４のＹ軸方向への延びが規制さ
れてもよい。
【００８２】
　上記実施形態の蓄電素子１では、ターン部２３４は、Ｘ軸方向において第一の基準面Ｒ
１及び第二の基準面Ｒ２の両方の基準面を越えるように湾曲しているが、この構成に限定
されない。各ターン部２３４は、第一の基準面Ｒ１及び第二の基準面Ｒ２のいずれか一方
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の基準面のみを越えるように湾曲していてもよい。また、複数のターン部２３４のうちの
一部のターン部２３４が、基準面Ｒ１、Ｒ２を越えない構成でもよい。また、全てのター
ン部２３４が、同じ基準面Ｒ１、Ｒ２を越えるように湾曲していなくてもよい。即ち、第
一の基準面Ｒ１のみを越えるターン部２３４があったり、第二の基準面Ｒ２のみを越える
ターン部２３４があったり、両方の基準面Ｒ１、Ｒ２を越えるターン部２３４があったり
してもよい。
【００８３】
　上記実施形態の蓄電素子１では、ターン部２３４の内側は、空洞（中空）であるが、こ
の構成に限定されない。例えば、図１４に示すように、ターン部２３４の内側に芯部材７
が配置されていてもよい。芯部材７は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、
ポリフェニレンスルフィド等の樹脂で構成されてもよい。図１４に示す芯部材７は、中実
の筒状であるが、この構成に限定されない。芯部材は、中空の筒状であってもよい。芯部
材が中空の筒状の場合、樹脂製のフィルムを筒状に巻くことにより構成されてもよい。タ
ーン部２３４の一部が基準面Ｒ１、Ｒ２を越える形状を維持できる形状であれば、この芯
部材の具体的な構成は限定されない。
【００８４】
　また、上記実施形態の蓄電素子１では、一方の電極（上記実施形態の例では負極２１）
がつづら折り状態であるが、この構成に限定されない。電極体２において、一方の電極が
少なくとも一つの折り返し部２３を有していればよい。
【００８５】
　例えば具体的には、図１５に示すように、電極体２は、それぞれが独立した負極２１に
よって構成される複数の折り返し部２３を有していてもよい。かかる構成によっても、タ
ーン部２３４の長さ寸法が第二の部材２６の厚さ寸法を直径とする半円弧に沿った負極２
１の長さ寸法より大きいことで、負極２１の基準位置Ｂ（負極２１における第二の部材２
６が接触している領域のＸ軸方向の端縁位置）を基点としてターン部２３４の内側に折れ
曲がるような力が負極２１（折り返し部２３）に加わらない若しくは加わり難くなる。こ
のため、負極２１が正極２２又は第二の部材２６の端縁を基点にターン部の内側に向けて
折れ曲がることに起因する負極２１の負極活物質層２１２の割れの発生を抑えることがで
きる。
【００８６】
　上記実施形態の蓄電素子１では、正極２２は、全体をセパレータ２５によって覆われて
いるが、この構成に限定されない。正極２２のＹ軸方向の端面は、開放されていても（即
ち、セパレータ２５で覆われていなくても）よい。
【００８７】
　上記実施形態の蓄電素子１では、負極２１がつづら折り状態で、正極２２が枚葉状（短
冊状）であるが、この構成に限定されない。正極２２がつづら折り状態で、負極２１が枚
葉状であってもよい。
【００８８】
　また、上記実施形態においては、蓄電素子が充放電可能な非水電解質二次電池（例えば
リチウムイオン二次電池）として用いられる場合について説明したが、蓄電素子の種類や
大きさ（容量）は任意である。また、上記実施形態において、蓄電素子の一例として、リ
チウムイオン二次電池について説明したが、これに限定されるものではない。例えば、本
発明は、種々の二次電池、その他、一次電池や、電気二重層キャパシタ等のキャパシタの
蓄電素子にも適用可能である。
【００８９】
　蓄電素子（例えば電池）１は、図１６に示すような蓄電装置（蓄電素子が電池の場合は
電池モジュール）１１に用いられてもよい。蓄電装置１１は、少なくとも二つの蓄電素子
１と、二つの（異なる）蓄電素子１同士を電気的に接続するバスバ部材１２と、を有する
。この場合、本発明の技術が少なくとも一つの蓄電素子１に適用されていればよい。
【符号の説明】
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【００９０】
　１…蓄電素子、２…電極体、２１…負極（第一の電極）、２１Ａ…山折り線、２１Ｂ…
谷折り線、２１１…金属箔、２１２…負極活物質層、２２…正極（第二の電極）、２２１
…金属箔、２２２…正極活物質層、２２３…正極本体、２２４…正極タブ、２３…折り返
し部、２３Ａ…第一折り返し部、２３Ｂ…第二折り返し部、２３１、２３１Ａ、２３１Ｂ
…第一の面、２３２、２３２Ａ、２３２Ｂ…第二の面、２３３、２３３Ａ、２３３Ｂ…平
坦部、２３３１…平坦部本体、２３３２…負極タブ、２３４、２３４Ａ、２３４Ｂ…ター
ン部、２５…セパレータ、２６…第二の部材、３…ケース、３１…ケース本体、３１０…
開口周縁部、３１１…閉塞部、３１２…胴部、３１３…長壁部、３１４…短壁部、３２…
蓋板、４…外部端子、６…絶縁部材（当接部材）、１１…蓄電装置、１２…バスバ部材、
１００…電池、１０１…負極電極板、長尺電極板、１０２…銅箔、１０３…負極活物質層
、１０４…正極電極板、短冊状電極板、１０５…アルミニウム箔、１０６…正極活物質層
、１０７…セパレータ、１０８…一体長尺物、１０９…短冊状電極板のエッジと当接する
部位、Ｂ…基準位置、Ｃ…端縁、Ｒ１…第一の基準面、Ｒ２…第二の基準面、Ｓ…ターン
軸、α…第二の部材の基準位置での厚さを直径とする半円弧、β…延びた状態のターン部
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