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積層型電池のための高速カット技術
High-Speed Cutting Technology for Stacked Battery 

　近年世界的に環境対応車への移行が始まり、航続距離を延ばすために車載向電池には電池容量アップが求められている。
　電池容量アップに対して積層型電池はスペース効率に優れるだけでなく体積変化に強いため、巻回型電池と比べ
ると大きなポテンシャルを秘めている。
　反面、巻回型電池に比べ積層型電池は生産スピードが遅いため、積層機には巻回機に対抗しうる高速化が求められている。
　そこで高速積層に必要な要素技術の開発を行った。高速積層を実現するためには、高速でワークをカード状にカットする
技術が必須となる。しかし巻回機に対抗しうる高速化を実現するためには動作時間を5分の1まで縮める必要があり、現在
のカット方式で対応することは困難であった。本稿ではこれを解決するための高速カット技術の開発について紹介する。

Recently transition to environment-friendly vehicles has been started globally and automotive battery 
is requested to increase its capacity to extend driving distance.
Stack type battery is not only superior in space efficiency to increase battery capacity but is strong 
in change of volume, so it is expected to have more potential than winding type battery.
On the other hand production speed of stack type battery is slower than winding type battery, so 
stacking machine is requested to increase production speed to compete with winding machine.
We have developed elemental technology necessary for high speed stacking. In order to realize high 
speed stacking, the technology to cut material into pieces in high speed is needed, however, cutting 
operation time is needed to be shortened to 1/5 to compete with winding machine, which was difficult 
to be achieved with current cutting method. In this article I like to introduce our development of high 
speed cutting technology to solve this issue.

はじめに1

　近年地球環境への配慮の為、ガソリン車からPHVや
EVといった環境対応車への移行が進みつつある。バッ
テリを使用する環境対応車においては航続距離の向上
が重要課題であり、それを実現するために車載向け電
池にはさらなる電池容量アップが求められている。
　積層型電池は巻回型電池に比べ、以下の点において
電池容量アップに対し構造上有利である。（Fig. 1）
　（1） パッケージングした際のデッドスペースが少な

いためスペース効率が高い。
　（2） 材料の体積が変化した際に電池が劣化しづらいた

め、従来の材料よりも体積変化の大きいSi系材料
が使用できるなど、電池材料の変更による観点か
ら電池容量アップを見込むことができる。

Fig. 1 　電池構造の違い

　その反面、電池の生産能力で積層型電池は巻回型電池
に大きく劣る。巻回型電池に対抗しうる生産能力を実現
するためには0.1秒/シートの積層能力が必要となるが、
従来の積層機の積層能力は最速でも0.5秒/シートであ
り目標から大きく離れている。またサイクルタイムが
0.1秒以下の機械は当社において技術的な実績がない。
　そこで高速積層機の実現に向け必要な要素開発を実
施した。そのなかの一つであるワークの高速カット技
術について紹介する。

従来のカット方式の課題2

　積層機ではロール状のワークを電池サイズに合わせ
た寸法にカットし、切り出された個片（個別のシート）
を積層している。
　従来の積層機のカット方式についてFig. 2に示す。

Fig. 2 　従来のカット方式
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積層型電池のための高速カット技術

　従来の積層機のカット方式ではピッチ送り→吸着→
カットの3工程を繰り返し行っている。
　しかし、これらすべての工程を0.1秒以内で完了さ
せようとすると、各工程に使える時間が短くなる。特
にピッチ送りの工程は前進→待機→後退→待機の4つ
のステップが必要となるため、目標の時間内に動作を
完了させることが困難である。

高速カット技術について3

 3－1 　概要
　上述した従来の課題を解決するために、ワークを停
止状態ではなく流れている状態でカットする技術を開
発した。
　本開発では従来とは異なるカット技術を実証するた
めに、カット装置を製作しテストを行った。

 3－2 　装置の構成
　製作したカット装置の構成をFig. 3に示す。

Fig. 3 　カット装置構成

　この装置はワークを一定速度でカッタ部に供給する
送り部、供給されたワークをカットするカッタ部にて
構成される。
　送り部ではニップローラでワークを挟み込みローラ
を回転させることで、カット部にワークを供給する。
ローラの回転速度を一定に保つことで、ワークは常に
一定の速度でカッタ部に供給される。
　カッタ部は円運動をする上刃と左右に往復運動をす
る下刃で構成される。それぞれの動作は連動しており、
下刃は常に上刃の円運動に伴って左右に往復をする。
上刃が円運動の下側に来る際に下刃と重なるため、
ワークを挟み込んでカットすることができる。ワーク
の流れ方向に対してカッタを移動させながらカットを
行うことで、ワークを流れている状態でカットするこ
とを可能にした。

 3－3 　カット精度に対する課題
　流れているワークをカットする場合、個片の寸法精
度を出すためには、カッタの移動速度とワーク流れ方
向の速度を合わせる必要がある。速度差がある場合、
カッタがワークに対して相対的に斜めに進むことにな
り、斜めに個片が切り出される。（Fig. 4） 

Fig. 4 　速度差による影響のイメージ図

　ワークの速度が一定で繰り出されるのに対して、
カッタの移動速度は円運動の横方向の速度を利用して
いるので常に変化している。
　よってワークを高精度で個片に切り出すためには
カッタ部の回転駆動をワーク速度に合わせて加減速す
る必要がある。

 3－4 　課題の解決方法
　カット区間においてカッタの横方向の移動速度Vxは
カッタ部の速度Vc（∝角速度ωc）の余弦に等しい。Vx

をワークの速度Vwと一致させるため、ワーク速度Vw

が一定の時のカッタ部の角速度ωcを送り部ローラの
角速度ωwで表す計算式を求めた。また、カット区間以
外ではカッタ部は一定速度とし、カット区間との変化
点で急加速により過負荷とならないよう整合を取っ
た。これらをデータテーブル化し制御することでワー
クとカッタの移動速度を合わせ、移動中のワークでも
直線的に切り出すことができた。（Fig. 5）

Fig. 5 　カッタ速度同期イメージ
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検証テスト4

　製作したカット装置の高速動作テストを以下の条件
で実施した。（Table 1）

Table 1 テスト条件

動作タクト 0.1sec/シート

ワーク速度 550mm/sec

ワーク幅 74mm

個片目標寸法 幅74mm×長さ55.1mm

目標精度 ±0.3mm

検証結果5

　切り出した個片の寸法を測定しカット精度の評価を
実施した。（Fig. 6） 

Fig. 6 　個片の寸法測定

　カット精度の評価方法として、Fig. 6の角の座標a～
dを測定することで個片寸法を得た。a―d間をA、b―
c間をB、b―d間をCとして、カット長さを評価した。
幅は材料寸法であるため評価しない。
　測定の結果をFig. 7に示す。

Fig. 7 　カット長さ測定結果（n=15）

　測定結果は目標精度±0.3mmを満足する範囲内に
収まった。
　速度、精度ともに目標を達成し、高速積層機に必要
なカット技術を実現することができた。

終わりに6

　高速カット技術の実現により、積層型電池の高速化
における課題をひとつ解決することができた。
　今後も従来の課題を解決し高性能な機械を実現する
ことで、電池業界の発展、並びに環境問題への解決に
貢献していきたい。
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