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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非水電解液を含浸した電極体と、前記電極体を内包し熱溶着部により前記電極体を気密
に封止する外装フィルム材とを備え、前記熱溶着部は前記外装フィルム材同士を重ね合わ
せて熱溶着により形成されてなる蓄電デバイスであって、前記熱溶着部の一部において前
記外装フィルム材同士の間に介在するとともに一端が前記電極体に向かって前記熱溶着部
から露出する多孔質フィルムと、前記多孔質フィルムに対向して前記外装フィルム材に設
けられる孔とを備える、前記多孔質フィルムは前記熱溶着部の一部において前記外装フィ
ルム材同士の間に介在した状態において前記非水電解液の通過をさせず、ガスを通過させ
る機能を有する蓄電デバイス。
【請求項２】
　前記多孔質フィルムは、前記孔よりも大きな開口部を有し、前記孔と開口部との隙間は
前記熱溶着部により封止される、請求項１に記載の蓄電デバイス。
【請求項３】
　前記孔を気密に覆うガス放出弁を更に備える、請求項１または２に記載の蓄電デバイス
。
【請求項４】
　前記多孔質フィルムは、ポリテトラフルオロエチレンからなる、請求項１～３のいずれ
かに記載の蓄電デバイス。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種電気機器に使用される電気二重層キャパシタやリチウムイオンキャパシ
タに代表されるハイブリッドキャパシタ、リチウムイオン電池等の蓄電デバイスの中でも
特に外装フィルム材で外装されるものに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の蓄電デバイスとして、例えば、電気二重層キャパシタは、簡単にいえば正極側の
分極性電極と負極側の分極性電極とをその間にセパレータを介在させて積層することによ
り電極体を構成し、かつ、この電極体に非水電解液を含浸させることにより構成されてい
る。このような電気二重層キャパシタでは、ある電圧で通電を長時間行うとその内部にガ
スが発生し、発生したガスによって電気二重層キャパシタ内の圧力が上昇する。そして、
発生したガスの内部応力によって電極体の変形や、電気二重層キャパシタの静電容量ある
いはサイクル寿命の低下を引き起こすことが知られている。
【０００３】
　そこで、このような蓄電デバイスでは、ガス放出弁を装着し、蓄電デバイスの内圧が一
定以上になると内部のガスを放出することで上記の問題を防止する措置が講じられている
（例えば、特許文献１の図３参照）。
【０００４】
　特許文献１では、電気二重層キャパシタの外装フィルム材の内側面に溶着されたガス放
出弁の外側を、ガスを透過することが可能な透過フィルムで覆った構成が開示されている
。透過フィルムとして多孔質フィルムが用いられることが一般的である。この多孔質フィ
ルムは、電気二重層キャパシタ内の非水電解液を透過しないので、ガス放出弁からガスと
共に非水電解液が外部に漏出することを防止する。また、この漏出の結果として起こる、
ガス放出弁において非水電解液に含まれる電解質が塩となって析出し、ガス放出弁が正常
に動作しなくなるという不具合を防止する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－３７０２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記の多孔質フィルムは一般に厚みが薄いので、非水電解液を透過する
ことがある。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、その目的は、蓄
電デバイス内部で発生したガスを放出する際に、蓄電デバイス内部の非水電解液の漏出防
止効果を簡単な構成で向上させることができ、ひいては静電容量の低下の少ない長期信頼
性に優れた蓄電デバイスを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の蓄電デバイスは、上記課題を解決するために、電極体と、前記電極体を内包し
熱溶着部により前記電極体を気密に封止する外装フィルム材とを備え、前記熱溶着部は前
記外装フィルム材同士を重ね合わせて熱溶着により形成されてなる蓄電デバイスであって
、前記熱溶着部の一部において前記外装フィルム材同士の間に介在するとともに一端が前
記電極体に向かって前記熱溶着部から露出する多孔質フィルムと、前記多孔質フィルムに
対向して前記外装フィルム材に設けられる孔とを備えることを特徴とする。
【０００９】
　また、前記多孔質フィルムは、前記孔よりも大きな開口部を有し、前記孔と開口部との
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隙間は前記熱溶着部により封止されることが好ましい。
【００１０】
　また、前記孔を気密に覆うガス放出弁を更に備えることが好ましい。
【００１１】
　また、前記多孔質フィルムは、ポリテトラフルオロエチレンからなることが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、蓄電デバイスの内部で発生したガスが、外装フィルム材同士の間に介
在する多孔質フィルムの内部を多孔質フィルムの面方向に沿って通過する。そして、多孔
質フィルムの内部を通過したガスは、外装フィルム材に設けられる孔から放出される。そ
のため、本発明は、従来の厚みの薄い多孔質フィルムにおいて、ガスがその厚み方向に通
過していた場合に比べ、ガス通過経路の距離を長くすることができる。
【００１３】
　そして、非水電解液はガスとともに多孔質フィルムを通過しようとするところ、ガス通
過経路の距離が長いので、非水電解液は多孔質フィルムを通過しきれなくなる。したがっ
て、本発明は、多孔質フィルムの有する電解液の漏出防止効果を向上させることができる
。ひいては、蓄電デバイスの体積膨張を解消し、静電容量の低下の少ない長期信頼性に優
れた蓄電デバイスを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態の一例を示す蓄電デバイスの平面図である。
【図２】本発明の実施形態の一例を示す蓄電デバイスの側面図である。
【図３】図１におけるＸ‐Ｘ視を示す断面図である。
【図４】図３に示す本発明の実施形態であり、多孔質フィルムまわりの平面図である。
【図５】図４における本発明の実施形態の別の例を示す断面図である。
【図６】図１におけるＸ‐Ｘ視であり、本発明の実施形態の別の例を示す断面図である。
【図７】図６に示す本発明の実施形態の平面図であり、多孔質フィルムまわりの平面図で
ある。
【図８】図６に示す本発明の実施形態の平面図であり、多孔質フィルムまわりの平面図で
ある。
【図９】比較例３の蓄電デバイスに用いられるアルミラミネートフィルムの半体を示す平
面図である。
【図１０】比較例３の蓄電デバイスに用いられるガス放出弁まわりを示し、（Ａ）は断面
図、（Ｂ）は下面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下にこの発明における実施形態の一例を説明する。図１～５を参照して、この発明の
実施形態１における蓄電デバイスは、電極体１と、外装フィルム材２と、多孔質フィルム
３と、孔４と、リード端子５と、によって構成されている。また、外装フィルム材２は、
二枚の外装フィルム材の半体２ａ，２ｂを重ね合わせ、その外縁部を熱溶着して形成した
熱溶着部２０で一体化したものである。そして、外装フィルム材２の内部に電極体１およ
び非水電解液が封入されている。
【００１６】
　電極体１は、正極および負極の間にセパレータを介して順次重ね合わせたものを積層ま
たは巻回したものである。そして、正極および負極は、金属箔からなる集電体の片面また
は両面に、炭素材料や金属化合物の粉末を含む活物質層を形成したものである。この活物
質層はリチウムイオン電池や電気二重層キャパシタ等の蓄電デバイスで公知の方法により
製造される。例えば、電気二重層キャパシタ用の活物質層であれば、活性炭とカーボンブ
ラックの混合物にポリテトラフルオロエチレンを添加・混合した後、プレス成型、ロール
成型して製造される。また、上記混合物をスラリー状にしてから塗布することで薄い塗布
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膜とする方法で製造してもよい。
【００１７】
　電極体１を構成する正極および負極の集電体の一端には、突起状の露出部が形成されて
いる。該露出部は、正極、負極ごとに集合されていて、板状のリード端子５が該露出部の
集合体に超音波溶接やスポット溶接等によって取り付けられている。
【００１８】
　電極体１は、リード端子５が引き出された状態で非水電解液とともに外装フィルム材２
によって気密に収容される。外装フィルム材２は、この実施形態では二枚の外装フィルム
材の半体２ａ，２ｂを各々の外縁部で重ね合わせて一体にしている。また、外装フィルム
材の半体２ａ，２ｂには、それぞれ電極体１を収容するための凹部が外縁部を除く領域で
プレス成型されている。なお、外装フィルム材２は、半体二枚分の大きさの一体物を折り
曲げて重ね合わせるようにしてもよい。
【００１９】
　外装フィルム材２には軽量で薄くガスバリア性に優れたアルミラミネートフィルムが好
適に用いられる。アルミラミネートフィルムは、アルミニウム層の両側にポリプロピレン
層やナイロン層等の樹脂層がラミネート成形されている。そして、外装フィルム材２の外
縁部を互いに重ね合わせた状態で加熱することで、樹脂層同士が熱溶着により一体化する
。このようにして、熱溶着部２０により蓄電デバイスの内部を気密にしているので、蓄電
デバイスの内部の非水電解液やガスが外部に漏出することはない。
【００２０】
　外装フィルム材２の外縁部における熱溶着部２０の一部において、前記外装フィルム材
の半体２ａ，２ｂの間に多孔質フィルム３が介在している。このとき外装フィルム材の半
体２ａ，２ｂと多孔質フィルム３との各界面は、熱溶着により封止されている。そして、
多孔質フィルム３の一端３ｅは、蓄電デバイス内部の電極体１に向かって熱溶着部２０か
ら露出している。すなわち、この多孔質フィルム３の一端３ｅは、蓄電デバイス内部の非
水電解液やガスと接触可能な状態となっている。一方、多孔質フィルム３の他端３ｓは、
図４に示すように、幅ｗ１からなる熱融着部によって封止されている。幅ｗ１は例えば３
～１０ｍｍであり、蓄電デバイスを気密に封止することが可能な幅であれば特に限定され
ない。なお、多孔質フィルム３を設ける熱溶着部２０の位置は特に限定されない。
【００２１】
　そして、外装フィルム材２には、多孔質フィルム３に対向する位置に一つ以上の孔４が
設けられており、孔４は外装フィルム材を貫通している。孔４は、多孔質フィルム３の一
端３ｅから他端３ｓに向かってある程度の距離ｌを離して設けられる。距離ｌは、ガス通
過経路であるとともに非水電解液の通過抑止長であり、少なくとも蓄電デバイス内の非水
電解液が孔４に到達しない距離に設定される。孔４の形状は特に限定されず、円形であっ
ても多角形であってもよい。また、孔４は外装フィルム材の半体２ａ，２ｂのいずれかに
設けられていればよい。
【００２２】
　多孔質フィルム３としては、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）からなる不織布
を好適に用いることができ、具体的には日本ゴア株式会社製のオレオベントフィルターＨ
ｔｙｐｅを例示することができる。このような多孔質フィルム３は、非水電解液との接触
角が大きく透気性を有するので、非水電解液の通過を抑止し、ガスのみを通過させること
ができる。
【００２３】
　次に、この発明の実施形態１における発明の作用について説明する。図３および図４を
参照して、蓄電デバイスの充放電サイクルにより蓄電デバイス内部で発生したガスは、多
孔質フィルム３の露出する一端３ｅから多孔質フィルム３内に侵入する。そして、多孔質
フィルム３内に侵入したガスは、外装フィルム材２に設けた孔４に到達し、孔４から蓄電
デバイスの外部に放出される。このとき、蓄電デバイス内の非水電解液は、蓄電デバイス
の内圧によって多孔質フィルム３内部に侵入しようとするものの、一端３ｅから孔４まで
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の距離ｌが長いので、孔４に到達することはできない。したがって、従来の蓄電デバイス
では、多孔質フィルムに対する非水電解液の通過抑止長が、多孔質フィルムの厚みである
数十μｍ～数百μｍに制約されていたところ、この発明の実施形態では、多孔質フィルム
３の面方向に数ｍｍ以上と長い通過抑止長を自由に設定することができる。それゆえ、多
孔質フィルム３および孔４は、蓄電デバイス内部のガスを放出しつつ、蓄電デバイス内部
の非水電解液の漏出防止効果を簡単な構成で向上させることができる。
【００２４】
　また、この発明の実施形態１では、図５に示すように、孔４を気密に覆うガス放出弁４
０を設けることが好ましい。ガス放出弁４０は、弁体４６と、弁孔４７と、弾性部材４８
とによって構成されている。弁体４６は内部に空洞を有しており、この空洞に通じるよう
に弁孔４７が弁体４６の上下面にそれぞれ設けられている。そして、弁体４６の空洞に収
納された弾性部材が、弁体４６の一方の面の弁孔４７を密閉している。弁体４６は、孔４
周囲の外装フィルム材２ａに超音波溶接等で溶着されている。また、弾性部材４７で密閉
された弁孔４７は、孔４に通じている。
【００２５】
　ガス放出弁４０は、孔４に通じる弁孔４７を弾性部材４８で密閉しているので、外気が
孔４を通じて蓄電デバイスに侵入することはない。また、蓄電デバイス内のガスが孔４か
ら放出されると、弁孔４７を塞いでいる弾性部材がガスの圧力により持ち上げられて弁孔
４７を通過する。そして、蓄電デバイス内部のガスは、ガス放出弁４０から放出される。
このように、ガス放出弁４０は逆止弁として機能するが、逆止弁として機能するものであ
れば上述したガス放出弁４０に限定されず、ガス放出弁４０の代わりに公知の逆止弁を採
用してもよい。
【００２６】
　次に、この発明の実施形態２について図６～８を用いて説明する。実施形態１と同じ説
明は繰り返さない。図６および図７を参照して、実施形態２による蓄電デバイスは、実施
形態１の蓄電デバイスと比べ、多孔質フィルム３は孔４よりも大きな開口部３０を有して
いる。そして、開口部３０の内側において、開口部３０に沿って外装フィルム材の半体２
ａ，２ｂによる熱溶着部２１が形成されており、孔４と開口部３０との隙間は熱溶着部２
１により封止されている。これにより、蓄電デバイス外部から外気が孔４を通って内部に
侵入することはない。
【００２７】
　図７を参照して、熱溶着部２１の幅ｗ２は例えば０．５～３ｍｍである。熱溶着部２１
は、蓄電デバイス内部の圧力がある閾値に達したときに一部が剥離するよう、その幅Ｗ２
や熱溶着の強度が設定される。
【００２８】
　図８を参照して、蓄電デバイス内部でガスが発生し、蓄電デバイスの内圧が高くなると
、多孔質フィルム３を通過したガスは熱溶着部２１を剥離させる。そして、ガスは熱溶着
部２１の剥離部を通過し、孔４から蓄電デバイス外部に放出される。このとき、実施形態
１と同様に、多孔質フィルム３および孔４は、蓄電デバイス内部のガスを放出しつつ、蓄
電デバイス内部の非水電解液の漏出防止効果を簡単な構成で向上させることができる。
【００２９】
　また、実施形態２においても実施形態１で説明したように、ガス放出弁４０を設けるこ
とで、熱溶着部２１が剥離した後であっても、外気が孔４を通じて蓄電デバイス内部に侵
入することを防止することができる。
【００３０】
　次に、蓄電デバイスに電気二重層キャパシタを用いて、この発明の実施例を説明する。
【００３１】
１．電極体の準備
【００３２】
　比表面積が１８００ｍ２／ｇの活性炭１．０ｇ、ケッチェンブラック０．１ｇ、ポリフ
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ッ化ビニリデン０．１ｇを乳鉢にて混合・混練し、これにＮ－メチル－２－ピロリドンを
適量添加し、粘度調整を行ったスラリーを得た。このスラリーを０．０５ｍｍ厚のアルミ
ニウムからなる集電体の両面または片面に塗布し、その後１２０℃で２時間乾燥して０．
０８ｍｍ厚（片面塗布）、０．１０ｍｍ厚（両面塗布）の電極シートを作製した。そして
、得られた電極シートを矩形で規定の大きさに成形するとともに各電極シートの一端に突
起状の露出部を設けた。
【００３３】
　次いで両面塗布した電極シートを二枚積層したものの両端に片面塗布した電極を更に一
枚ずつ積層した。そして、電極間に厚さ０．０５ｍｍ厚のセルロース製セパレータを介挿
して電極体とした。正極および負極ごとに、集電体の突起状の露出部を集合し、各々にア
ルミニウムからなるリード端子を超音波溶接により取り付けた。こうして、電極体を準備
した。
【００３４】
２．蓄電デバイスの作製
〔実施例１〕
【００３５】
　矩形のアルミラミネートフィルムに外縁部を残して凹部をプレス成型した半体を二枚準
備し、一方の半体の外縁部の一部に孔を設けた。そして、これら二枚の半体を重ね合わせ
、孔と対向する位置の半体間に、多孔質フィルムとしてＰＴＦＥ不織布（日本ゴア社製の
オレオベントフィルターＨｔｙｐｅ）を介在させた。また、半体の凹部を突き合わせて形
成されるアルミラミネートフィルムの内部空間に電極体を収容し、リード端子はアルミラ
ミネートフィルム外部に引き出した。
【００３６】
　次いで非水電解液として１Ｍ－トリエチルメチルアンモニウムＢＦ4／プロピレンカー
ボネートを電極体に真空含浸した。そして、重ね合わせたアルミラミネートフィルムの半
体の外縁部を熱シールして熱溶着部を形成することにより、電極体を気密に封止した。こ
のとき、多孔質フィルムの一端は、電極体に向かって熱溶着部から露出しており、非水電
解液と接触可能な状態になっている。こうして、実施例１の蓄電デバイスを得た。
〔実施例２〕
【００３７】
　多孔質フィルムには、孔と対向する位置に孔よりも大きな開口部を設け、孔と開口部と
の隙間は熱溶着部により封止した他は、実施例１と同様にして実施例２の蓄電デバイスを
得た。
〔実施例３〕
【００３８】
　弁体と弁孔と弾性部材によって構成されるガス放出弁を、孔を気密に覆うように、アル
ミラミネートフィルムに超音波溶接により取り付けた他は、実施例１と同様にして実施例
３の蓄電デバイスを得た。
〔比較例１〕
【００３９】
　孔も多孔質フィルムも設けない他は、実施例１と同様にして比較例１の蓄電デバイスを
得た。
〔比較例２〕
【００４０】
　多孔質フィルムであるＰＴＦＥ不織布に代えてポリイミド不織布を用いた他は、実施例
３と同様にして比較例２の蓄電デバイスを得た。
〔比較例３〕
【００４１】
　図９および図１０を参照して、矩形のアルミラミネートフィルムに外縁部を残して凹部
をプレス成型した半体を二枚準備し、一方の半体２ｃの凹部において電極体と当接するこ
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とがない位置に孔１４を設けた。そして、孔１４を半体２ｃの凹部側２ｒから塞ぐように
してＰＴＦＥ不織布１３（日本ゴア社製のオレオベントフィルターＨｔｙｐｅ）を孔１４
の周囲に超音波溶接により取り付けた。更に、孔１４を半体２ｃの凸部側２ｆから気密に
覆うように、実施例３と同じガス放出弁５０をアルミラミネートフィルムに超音波溶接に
より取り付けた。その後、この半体２ｃをもう一枚の半体と重ね合わせ、半体の凹部を突
き合わせて形成されるアルミラミネートフィルムの内部空間に電極体を収容し、リード端
子はアルミラミネートフィルム外部に引き出した。そして、以降の工程は実施例１と同様
にして比較例３の蓄電デバイスを得た。
【００４２】
３．評価試験
【００４３】
　上記のようにして作製した実施例１～３および比較例１～３の蓄電デバイスを６０℃に
設定した恒温槽に入れ、各蓄電デバイスに２．７Ｖの電圧を印加した。
【００４４】
　実施例１～３および比較例１～３の蓄電デバイスに対する電圧印加１００時間経過後と
３００時間経過後の静電容量の変化を表１に示す。静電容量の変化は電圧印加前の静電容
量初期値を１００として評価した。
【００４５】
【表１】

【００４６】
　表１を参照して、実施例１の蓄電デバイスと比較例１の蓄電デバイスとを比べると、実
施例１の蓄電デバイスでは、アルミラミネートフィルムの熱溶着部に孔を設け、その孔に
対向するようにＰＴＦＥ不織布の多孔質フィルムを設けることにより、静電容量の低下の
少ない蓄電デバイスを得られることが分かる。
【００４７】
　なお、電圧印加３００時間経過後において、比較例１の蓄電デバイスでは、内部で発生
したガスによって蓄電デバイス内の圧力が上昇し、アルミラミネートフィルムの熱溶着部
が剥離した。このため、外気が蓄電デバイス内に流入し、静電容量が大きく低下したと考
えられる。
【００４８】
　また、実施例２の蓄電デバイスと比較例１の蓄電デバイスとを比べると、実施例２の蓄
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溶着部で封止することにより、実施例１よりも更に静電容量の低下の少ない蓄電デバイス
を得られることが分かる。
【００４９】
　また、実施例３の蓄電デバイスと比較例２の蓄電デバイスとを比べると、実施例３の蓄
電デバイスでは、アルミラミネートフィルムの熱溶着部に孔を設け、その孔に対向するよ
うにＰＴＦＥ不織布の多孔質フィルムを設け、更にアルミラミネートフィルムの孔をガス
放出弁で気密に覆うことにより、実施例２よりも更に静電容量の低下の少ない蓄電デバイ
スを得られることが分かる。
【００５０】
　なお、電圧印加３００時間経過後において、比較例２の蓄電デバイスでは、電解液がポ
リイミド不織布を通過して孔からガス放出弁に漏出し、ガス放出弁に電解質が結晶となっ
て析出していた。これは、ＰＴＦＥ不織布でない多孔質フィルムは適さないことを示して
いる。
【００５１】
　更に、実施例３の蓄電デバイスと比較例３の蓄電デバイスとを比べると、実施例３の蓄
電デバイスでは、多孔質フィルムをアルミラミネートフィルム間に介在させることにより
、静電容量の低下の少ない蓄電デバイスを得られることが分かる。
【００５２】
　なお、電圧印加３００時間経過後において、比較例３の蓄電デバイスでは、ガス放出弁
に電解質が結晶となって析出していたが、実施例３の蓄電デバイスではこのような現象は
見られなかった。これは、多孔質フィルムにおける非水電解液の通過抑止長に着目すると
、実施例３の蓄電デバイスでは多孔質フィルムの面方向に沿って通過抑止長を確保するこ
とができるので、多孔質フィルムに対する非水電解液の通過を抑制することができること
を示している。
【００５３】
　以上説明したように、実施例１～３による本発明の蓄電デバイスは、静電容量の低下が
少なく、長期信頼性に優れている。なお、今回開示された実施例では、蓄電デバイスとし
て電気二重層キャパシタを用いたが、外装フィルム材を備えた蓄電デバイス全般に対して
広く本発明を適用することができることは明らかである。
【符号の説明】
【００５４】
　　１　電極体
　　２　外装フィルム材
　　２ａ，２ｂ　外装フィルム材半体
　　３　多孔質フィルム
　　４　孔
　　５　リード端子
　　２０，２１　熱溶着部
　　３０　開口部
　　４０　ガス放出弁
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