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(57)【要約】
【課題】滑り性付与成分をコーティングしなくても優れ
た成形性を確保できると共に、十分な体積容積率を得る
ことのできる電池ケース用包材を提供する。
【解決手段】この発明の電池ケース用包材は、外側層と
しての２軸延伸ポリアミドフィルム層２と、内側層とし
ての熱可塑性樹脂未延伸フィルム層３と、これら両フィ
ルム層間に配設されたアルミニウム箔層４とを含む電池
ケース用包材であって、前記２軸延伸ポリアミドフィル
ムとして、密度が１１３０～１１６０ｋｇ／ｍ3の２軸
延伸ポリアミドフィルムを用いることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外側層としての２軸延伸ポリアミドフィルム層と、内側層としての熱可塑性樹脂未延伸
フィルム層と、これら両フィルム層間に配設されたアルミニウム箔層とを含む電池ケース
用包材であって、
　前記２軸延伸ポリアミドフィルムとして、密度が１１３０～１１６０ｋｇ／ｍ3の２軸
延伸ポリアミドフィルムを用いることを特徴とする電池ケース用包材。
【請求項２】
　前記２軸延伸ポリアミドフィルムの密度が１１４２～１１４６ｋｇ／ｍ3である請求項
１に記載の電池ケース用包材。
【請求項３】
  請求項１または２に記載の電池ケース用包材を深絞り成形または張り出し成形してなる
電池用ケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えばリチウムイオン２次電池等の電池のケース用包材に関する。
【０００２】
　なお、この明細書において、「アルミニウム」の語は、アルミニウム及びその合金を含
む意味で用いる。
【背景技術】
【０００３】
  リチウムイオン２次電池は、例えばノートパソコン、ビデオカメラ、携帯電話、電気自
動車等の電源として広く用いられている。このリチウムイオン２次電池としては、電池本
体の周囲をケースで包囲した構成のものが用いられている。このケース用包材としては、
例えば、延伸ポリアミドフィルムからなる外層、アルミニウム箔層、未延伸ポリプロピレ
ンフィルムからなる内層がこの順に接着一体化された構成のものが公知である（特許文献
１参照）。
【０００４】
  このような電池ケース用包材は、任意の電池形状に成形されるため、高い深絞り成形性
を有することが求められている。高い深絞り成形性を付与するために、従来では、例えば
外層フィルムの表面に脂肪酸アマイド系の滑り性付与成分をコーティングし、成形の際の
金型内への材料の滑り込みを良くしたもの（特許文献２参照）や、アルミニウム箔層の厚
さに対して外層フィルムの厚さを厚くした構成のものが採用されていた。
【特許文献１】特開２００１－６６３１号公報
【特許文献２】特開２００２－２１６７１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、外層フィルムの表面に脂肪酸アマイド系の滑り性付与成分をコーティン
グした構成では、この滑り性付与成分をコーティングする工程を設けなければならず、生
産性が低いという問題があった。更に、電池の真空脱気時やシール加工時に滑り性付与成
分が蒸発して、この蒸発成分が加工設備に付着するためにこれらを除去する清掃作業が必
要になることから、さらに生産性が低下するという問題があった。
【０００６】
　また、アルミニウム箔層の厚さに対して外層フィルムの厚さを厚くした構成では、包材
の全体厚さが増大するので電池の体積容積率が低下するという問題があった。
【０００７】
  この発明は、かかる技術的背景に鑑みてなされたものであって、滑り性付与成分をコー
ティングしなくても優れた成形性を確保できると共に、十分な体積容積率を得ることので
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きる電池ケース用包材及び電池用ケース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】
【０００８】
  前記目的を達成するために、本発明者は鋭意研究の結果、包材の外側層を構成する延伸
フィルム層の素材及びその密度が包材の成形性に影響を及ぼすという新規な知見を見出す
に至り、この発明を完成させるに至った。即ち、本発明は以下の手段を提供する。
【０００９】
　［１］外側層としての２軸延伸ポリアミドフィルム層と、内側層としての熱可塑性樹脂
未延伸フィルム層と、これら両フィルム層間に配設されたアルミニウム箔層とを含む電池
ケース用包材であって、
　前記２軸延伸ポリアミドフィルムとして、密度が１１３０～１１６０ｋｇ／ｍ3の２軸
延伸ポリアミドフィルムを用いることを特徴とする電池ケース用包材。
【００１０】
　［２］前記２軸延伸ポリアミドフィルムの密度が１１４２～１１４６ｋｇ／ｍ3である
前項１に記載の電池ケース用包材。
【００１１】
　［３］前項１または２に記載の電池ケース用包材を深絞り成形または張り出し成形して
なる電池用ケース。
【発明の効果】
【００１２】
　［１］の発明では、外側層を構成する樹脂延伸フィルムとして、密度が１１３０～１１
６０ｋｇ／ｍ3の２軸延伸ポリアミドフィルムが用いられているから、深絞り成形や張り
出し成形等の成形性に優れ、シャープでかつ成形高さの深い形状の成形が可能となる。こ
のように滑り性付与成分をコーティングしなくても優れた成形性を確保できるので、従来
技術のように滑り性付与成分をコーティングする工程を設ける必要がなく、生産性に優れ
ている。また、従来技術のようにアルミニウム箔層の厚さに対して外層フィルムの厚さを
特に厚くする必要もないので、十分な体積容積率を得ることができる。
【００１３】
　［２］の発明では、２軸延伸ポリアミドフィルムの密度が１１４２～１１４６ｋｇ／ｍ
3であるから、深絞り成形や張り出し成形等の成形性がさらに向上し、成形高さのより深
い形状の成形が可能となる。
【００１４】
　［３］の発明では、シャープでかつ成形高さの深い形状の電池用ケースの提供が可能と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　この発明に係る電池ケース用包材（１）の一実施形態を図１に示す。この包材は、リチ
ウムイオン２次電池ケース用包材として用いられるものである。前記電池ケース用包材（
１）は、アルミニウム箔層（４）の上面に第１接着剤層（５）を介して２軸延伸ポリアミ
ドフィルム層（外側層）（２）が積層一体化されると共に、前記アルミニウム箔層（４）
の下面に第２接着剤層（６）を介して熱可塑性樹脂未延伸フィルム層（内側層）（３）が
積層一体化された構成からなる。
【００１６】
　前記２軸延伸ポリアミドフィルム層（外側層）（２）は、包材として良好な成形性を確
保する役割を主に担う部材である、即ち成形時のアルミニウム箔のネッキングによる破断
を防止する役割を担うものである。この発明において、前記２軸延伸ポリアミドフィルム
層（２）としては、密度が１１３０～１１６０ｋｇ／ｍ3の２軸延伸ポリアミドフィルム
を用いる必要がある。密度が１１３０ｋｇ／ｍ3未満では、成形後に２軸延伸ポリアミド
フィルム層（２）とアルミニウム箔層（４）の間で剥離が生じる。一方、密度が１１６０
ｋｇ／ｍ3を超えると、深絞り成形や張り出し成形等の成形を行った際に包材に破断やひ
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び割れを生じる。中でも、密度１１４２～１１４６ｋｇ／ｍ3の２軸延伸ポリアミドフィ
ルムを用いるのが好ましい。
【００１７】
　なお、前記「密度」とは、ＪＩＳ　Ｋ７１１２－１９９９　Ｄ法（密度勾配管法）に準
拠して密度計を用いて測定された密度である。即ち、前記「密度」とは、２軸延伸ポリア
ミドフィルムの試験片（３ｍｍ×３ｍｍ）を密度勾配管に投入し、この試験片を投入して
から２４時間経過後の標準フロートの重心の高さの位置を読み取ることにより求められた
密度である。
【００１８】
　前記２軸延伸ポリアミドフィルムの密度は、例えば、延伸加工時の熱固定温度を調整す
ることにより制御することができる。また、延伸方法（縦方向と横方向を同時に延伸する
同時２軸延伸法、縦方向と横方向を順次延伸する順次２軸延伸法など）を選択することに
よって樹脂の結晶の配向を変えることでも制御することができる。
【００１９】
　前記２軸延伸ポリアミドフィルム層（２）の厚さは、１２～５０μｍに設定されるのが
好ましい。
【００２０】
  前記熱可塑性樹脂未延伸フィルム層（内側層）（３）は、リチウムイオン二次電池等で
用いられる腐食性の強い電解液などに対しても優れた耐薬品性を具備させると共に、包材
にヒートシール性を付与する役割を担うものである。
【００２１】
　前記熱可塑性樹脂未延伸フィルム層（３）は、特に限定されるものではないが、ポリエ
チレン、ポリプロピレン、オレフィン系共重合体、これらの酸変性物およびアイオノマー
からなる群より選ばれた少なくとも１種の熱可塑性樹脂からなる未延伸フィルムにより構
成されるのが好ましい。
【００２２】
　前記熱可塑性樹脂未延伸フィルム層（３）の厚さは、２０～８０μｍに設定されるのが
好ましい。２０μｍ以上とすることでピンホールの発生を十分に防止できると共に、８０
μｍ以下に設定することで樹脂使用量を低減できてコスト低減を図り得る。中でも、前記
熱可塑性樹脂未延伸フィルム層（３）の厚さは３０～５０μｍに設定されるのが特に好ま
しい。
【００２３】
　なお、前記２軸延伸ポリアミドフィルム層（２）、前記熱可塑性樹脂未延伸フィルム層
（３）は、いずれも単層であっても良いし、複層であっても良い。
【００２４】
  前記アルミニウム箔層（４）は、包材に酸素や水分の侵入を阻止するガスバリア性を付
与する役割を担うものである。前記アルミニウム箔（４）としては、純ＡｌまたはＡｌ－
Ｆｅ系合金からなる厚さ５～５０μｍの箔が好適に用いられる。
【００２５】
　前記第１接着剤層（５）としては、特に限定されるものではないが、例えば、ウレタン
系接着剤層、アクリル系接着剤層等が挙げられる。中でも、前記第１接着剤層（５）は、
ウレタン系二液反応型接着剤により形成されたウレタン系接着剤層であるのが好ましく、
これによりさらにシャープな成形を行うことが可能となる。
【００２６】
　前記第２接着剤層（６）としては、特に限定されるものではないが、例えば、無水マレ
イン酸変性ポリエチレン、無水マレイン酸変性ポリプロピレン等の酸変性ポリオレフィン
の他、ウレタン系樹脂、アクリル系樹脂、熱可塑性エラストマーを含有してなる樹脂等に
より形成された接着剤層が挙げられる。これら第２接着剤層（６）は、例えば、前記熱可
塑性樹脂未延伸フィルム層（３）の片面に接着樹脂フィルム（例えば酸変性ポリオレフィ
ンフィルム等）がラミネートされて形成される。
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【００２７】
　なお、上記実施形態では、第１接着剤層（５）と第２接着剤層（６）を設けた構成を採
用しているが、これら両層（５）（６）は、いずれも必須の構成層ではなく、これらを設
けない構成を採用することもできる。
【００２８】
  この発明の電池ケース用包材（１）は、高い体積エネルギー密度が要求されるリチウム
イオン２次電池ケース用包材として好適に用いられるが、特にこのような用途に限定され
るものではない。
【００２９】
　この発明の電池ケース用包材（１）を成形（深絞り成形、張り出し成形等）することに
より、電池用ケースを得ることができる。
【実施例】
【００３０】
　次に、この発明の具体的実施例について説明するが、本発明はこれら実施例のものに特
に限定されるものではない。
【００３１】
　＜実施例１＞
  図２に示すように、厚さ３μｍの無水マレイン酸変性ポリプロピレン層（２１）及び厚
さ１２μｍの未変性ポリプロピレン層（２２）を共押出する一方、図面左側から厚さ４０
μｍのアルミニウム箔（ＡＡ８０７９－Ｏ材）（４）を供給しつつ、図面右側からポリプ
ロピレンからなる厚さ３０μｍの未延伸フィルム（３）を供給して、これら（３）（４）
の間に共押出された無水マレイン酸変性ポリプロピレン層（２１）及び未変性ポリプロピ
レン層（２２）を一対の加熱加圧ロールで挟み込んでヒートラミネートした。
【００３２】
　次に、得られた積層フィルムのアルミニウム箔（４）の表面にウレタン系樹脂接着剤（
５）をグラビアロールで塗布し、加熱によりある程度乾燥させた後、その接着剤面にナイ
ロンからなる厚さ２５μｍ、密度１１５２ｋｇ／ｍ3の２軸延伸フィルム（２）をラミネ
ートして、電池ケース用包材を得た。
【００３３】
　なお、前記密度１１５２ｋｇ／ｍ3の２軸延伸ナイロンフィルム（２）は、同時２軸延
伸法を用いて延伸加工し、該延伸加工時の熱固定温度を２１０℃に設定することにより得
られたものである。
【００３４】
  ＜実施例２＞
  ナイロンからなる厚さ２５μｍ、密度１１５２ｋｇ／ｍ3の２軸延伸フィルムに代えて
、ナイロンからなる厚さ２０μｍ、密度１１５８ｋｇ／ｍ3の２軸延伸フィルムを用いた
以外は、実施例１と同様にして電池ケース用包材を得た。
【００３５】
　なお、前記密度１１５８ｋｇ／ｍ3の２軸延伸ナイロンフィルムは、同時２軸延伸法を
用いて延伸加工し、該延伸加工時の熱固定温度を２２０℃に設定することにより得られた
ものである。
【００３６】
　＜実施例３＞
  ナイロンからなる厚さ２５μｍ、密度１１５２ｋｇ／ｍ3の２軸延伸フィルムに代えて
、ナイロンからなる厚さ１５μｍ、密度１１４２ｋｇ／ｍ3の２軸延伸フィルムを用いた
以外は、実施例１と同様にして電池ケース用包材を得た。
【００３７】
　なお、前記密度１１４２ｋｇ／ｍ3の２軸延伸ナイロンフィルムは、同時２軸延伸法を
用いて延伸加工し、該延伸加工時の熱固定温度を２００℃に設定することにより得られた
ものである。
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【００３８】
　＜実施例４＞
  ナイロンからなる厚さ２５μｍ、密度１１５２ｋｇ／ｍ3の２軸延伸フィルムに代えて
、ナイロンからなる厚さ２０μｍ、密度１１４４ｋｇ／ｍ3の２軸延伸フィルムを用いた
以外は、実施例１と同様にして電池ケース用包材を得た。
【００３９】
　なお、前記密度１１４４ｋｇ／ｍ3の２軸延伸ナイロンフィルムは、同時２軸延伸法を
用いて延伸加工し、該延伸加工時の熱固定温度を２０３℃に設定することにより得られた
ものである。
【００４０】
　＜実施例５＞
  ナイロンからなる厚さ２５μｍ、密度１１５２ｋｇ／ｍ3の２軸延伸フィルムに代えて
、ナイロンからなる厚さ１５μｍ、密度１１４６ｋｇ／ｍ3の２軸延伸フィルムを用いた
以外は、実施例１と同様にして電池ケース用包材を得た。
【００４１】
　なお、前記密度１１４６ｋｇ／ｍ3の２軸延伸ナイロンフィルムは、同時２軸延伸法を
用いて延伸加工し、該延伸加工時の熱固定温度を２０５℃に設定することにより得られた
ものである。
【００４２】
　＜実施例６＞
  ナイロンからなる厚さ２５μｍ、密度１１５２ｋｇ／ｍ3の２軸延伸フィルムに代えて
、ナイロンからなる厚さ１５μｍ、密度１１３８ｋｇ／ｍ3の２軸延伸フィルムを用いた
以外は、実施例１と同様にして電池ケース用包材を得た。
【００４３】
　なお、前記密度１１３８ｋｇ／ｍ3の２軸延伸ナイロンフィルムは、同時２軸延伸法を
用いて延伸加工し、該延伸加工時の熱固定温度を１９８℃に設定することにより得られた
ものである。
【００４４】
　＜実施例７＞
  ナイロンからなる厚さ２５μｍ、密度１１５２ｋｇ／ｍ3の２軸延伸フィルムに代えて
、ナイロンからなる厚さ１５μｍ、密度１１３２ｋｇ／ｍ3の２軸延伸フィルムを用いた
以外は、実施例１と同様にして電池ケース用包材を得た。
【００４５】
　なお、前記密度１１３２ｋｇ／ｍ3の２軸延伸ナイロンフィルムは、同時２軸延伸法を
用いて延伸加工し、該延伸加工時の熱固定温度を１９５℃に設定することにより得られた
ものである。
【００４６】
　＜比較例１＞
  ナイロンからなる厚さ２５μｍ、密度１１５２ｋｇ／ｍ3の２軸延伸フィルムに代えて
、ナイロンからなる厚さ２０μｍ、密度１１２８ｋｇ／ｍ3の２軸延伸フィルムを用いた
以外は、実施例１と同様にして電池ケース用包材を得た。
【００４７】
　なお、前記密度１１２８ｋｇ／ｍ3の２軸延伸ナイロンフィルムは、逐次２軸延伸法を
用いて延伸加工し、該延伸加工時の熱固定温度を１９０℃に設定することにより得られた
ものである。
【００４８】
　＜比較例２＞
  ナイロンからなる厚さ２５μｍ、密度１１５２ｋｇ／ｍ3の２軸延伸フィルムに代えて
、ナイロンからなる厚さ２５μｍ、密度１１６５ｋｇ／ｍ3の２軸延伸フィルムを用いた
以外は、実施例１と同様にして電池ケース用包材を得た。
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【００４９】
　なお、前記密度１１６５ｋｇ／ｍ3の２軸延伸ナイロンフィルムは、逐次２軸延伸法を
用いて延伸加工し、該延伸加工時の熱固定温度を２３０℃に設定することにより得られた
ものである。
【００５０】
【表１】

【００５１】
　上記のようにして得られた各電池ケース用包材に対して下記評価法に基づいて性能評価
を行った。
【００５２】
　＜成形性評価法＞
  包材を１１０×１８０ｍｍのブランク形状にして、成形高さ６ｍｍのストレート金型に
て深絞り１段成形を行い、成形性を評価した。割れが全く発生しなかったものを「◎」、
割れがごく一部に発生したが殆どなかったものを「○」、割れがかなりの部分に発生した
ものを「△」、割れがほぼ全面に発生したものを「×」とした。なお、使用した金型のポ
ンチ形状は、長辺６０ｍｍ、短辺４５ｍｍ、コーナーＲ：１～２ｍｍ、ポンチ肩Ｒ：１～
２ｍｍ、ダイス肩Ｒ：０．５ｍｍであった。
【００５３】
　＜外面の剥離の有無の評価＞
　上記深絞り１段成形により得られた成形品を乾燥機内で８０℃で３時間放置した後、外
面層がデラミネーション（剥離）を生じていないか目視観察を行った。
【００５４】
  表から明らかなように、この発明の実施例１～７の電池ケース用包材は、成形性に優れ
ていて、よりシャープでかつ成形高さの深い形状の成形を行うことができると共に、外面
層の剥離も生じなかった。特に実施例３～５の電池ケース用包材は、より成形性に優れた
ものであった。
【００５５】
　これに対し、外側層の延伸ポリアミドフィルムの密度が１１３０ｋｇ／ｍ3未満である
比較例１では、外面層の剥離を生じた。また、外側層の延伸ポリアミドフィルムの密度が
１１６０ｋｇ／ｍ3を超える比較例２では、成形性が不十分であった。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
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  この発明の電池ケース用包材は、例えば、リチウムイオン２次電池等の電池のケース用
包材として用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】この発明の電池ケース用包材の一実施形態を示す断面図である。
【図２】この発明の電池ケース用包材の製造方法の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１…電池ケース用包材
　２…外側層（２軸延伸ポリアミドフィルム層）
　３…内側層（熱可塑性樹脂未延伸フィルム層）
　４…アルミニウム箔層

【図１】

【図２】
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