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(57)【要約】
【課題】電極端子を介した高温熱伝導を効果的に阻止す
る。
【解決手段】複数の電池セルを隣接させ、互いに直列及
び／又は並列に接続した電池パックであって、正負の電
極端子１２を一方の端面から突出させた複数の電池セル
と、電極端子１２同士を電気的に接続すると共に、熱に
応じて接続状態を解除する導電性の感熱遮断部材８０と
隣接する電池セル同士の間に各々介在され、電池セル間
を絶縁及び断熱する複数のセパレータとを備え、感熱遮
断部材８０が、電池セルの温度上昇により所定温度以上
に加熱されると溶融し、電極端子１２間の物理的接続を
解除するよう構成される。これにより、一部の電池セル
が異常発熱したとしても、セパレータで隣接する電池セ
ル同士との間で断熱すると共に、電極端子１２を介して
伝導する熱についても、感熱遮断部材８０が熱で溶融さ
れることによって熱伝導経路が分断され、異常発熱が連
鎖していく事態を阻止できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電池セルを隣接させ、互いに直列及び／又は並列に接続した電池パックであって
、
　正負の電極端子を一方の端面から突出させた複数の電池セルと、
　前記電極端子同士を電気的に接続すると共に、熱に応じて接続状態を解除する導電性の
感熱遮断部材と、
　隣接する電池セル同士の間に各々介在され、電池セル間を絶縁及び断熱する複数のセパ
レータと、
を備え、
　前記感熱遮断部材が、感熱遮断部材を接続した電極端子の電池セルが温度上昇すること
により所定温度以上に加熱されると溶融し、電極端子間の物理的接続を解除するよう構成
されてなることを特徴とする電池パック。
【請求項２】
　請求項１に記載の電池パックであって、
　前記電極端子は、板状に形成され、板状電極端子は電池セルの端面から上方に突出させ
、先端を折曲して折曲面を有しており、
　折曲面を、隣接する電池セルに向かって突出させ、電池セルを積層した際、隣接する電
池セルの折曲面の端縁同士が対向するように構成され、該端縁同士の間に前記感熱遮断部
材が配置されてなることを特徴とする電池パック。
【請求項３】
　請求項２に記載の電池パックであって、
　前記電池セルは、前記感熱遮断部材が熱により溶融した際にこれを案内するガイドを備
えてなることを特徴とする電池パック。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一に記載の電池パックであって、
　前記感熱遮断部材が、溶融する温度が、２００℃～３００℃であることを特徴とする電
池パック。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一に記載の電池パックであって、
　前記感熱遮断部材が、銀を含有する半田であることを特徴とする電池パック。
【請求項６】
　複数の電池セルを隣接させ、互いに直列及び／又は並列に接続した電池パックであって
、
　正負の電極端子を一方の端面から突出させると共に、隣接する電池セル同士が各々電極
端子で電気的に接続されてなる複数の電池セルと、
　前記電極端子同士の物理的接続を、熱に応じて接続状態を解除する導電性の感熱遮断部
材と、
　隣接する電池セル同士の間に各々介在され、電池セル間を絶縁及び断熱する複数のセパ
レータと、
を備え、
　前記感熱遮断部材が、少なくとも一方の前記電極端子に対し、該電極端子を構成する金
属と異なる異種金属を接合したバイメタル構造を成し、該電極端子の接続先の電池セルの
温度上昇により所定温度以上に加熱されると前記バイメタル構造が変形し、電極端子間の
物理的接続を解除するよう構成されてなることを特徴とする電池パック。
【請求項７】
　複数の電池セルを隣接させ、互いに直列及び／又は並列に接続した電池パックであって
、
　正負の電極端子を一方の端面から突出させた複数の電池セルと、
　前記電極端子同士を電気的に接続すると共に、熱に応じて接続状態を解除する導電性の
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感熱遮断部材と
　前記感熱遮断部材と熱伝導状態に接続された、異種金属を接合したバイメタルと、
　隣接する電池セル同士の間に各々介在され、電池セル間を絶縁及び断熱する複数のセパ
レータと、
　電池セルの温度上昇により前記バイメタルが所定温度以上に加熱されたことを検出する
検出手段と、
　前記検出手段でバイメタルの変形が検出されると、前記電池セルおよび電極端子を強制
的に冷却する冷却手段と、
を備えることを特徴とする電池パック。
【請求項８】
　請求項７に記載の電池パックであって、
　前記検出手段が、歪ゲージを備えることを特徴とする電池パック。
【請求項９】
　請求項７に記載の電池パックであって、
　前記検出手段が、前記バイメタルの変形によりＯＮ／ＯＦＦするスイッチであることを
特徴とする電池パック。
【請求項１０】
　複数の電池セルを隣接させ、互いに直列及び／又は並列に接続した電池パックの製造方
法であって、
　端面から上方に突出させた板状の電極端子を備える電池セルを用意する工程と、
　前記電極端子を、隣接する電池セルに向かって断面略Ｌ字状に折曲し、隣接する電池セ
ル同士の間で電極端子の端面を対向させた状態に離間させる工程と、
　電極端子の端面同士の間に、所定温度以上に加熱されると溶融する感熱遮断部材を充填
する工程と、
を含むことを特徴とする電池パックの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池セルを複数直列及び／又は並列に接続した電池パック及びその製造方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気自動車やハイブリッド自動車の電源として使用される電池パック（パック電池）あ
るいは組電池は、限られたスペースでの高出力化が求められており、円筒型電池よりもエ
ネルギー密度に優れた角形電池が使用されることがある。一方でこのような角形電池を直
列及び／又は並列に複数接続した電池パックでは、隣接する角形電池セルが密接するため
に、効率の良い放熱性が求められる。特に、リチウムイオン電池では何らかの原因で一部
の電池セルが高温になることがある。一部の電池セルが発熱すると、その熱が周囲の電池
に伝搬して、高温の電池セルが次々と増え、熱暴走することがある。このため、隣接する
電池セル同士を効果的に断熱して、熱暴走を阻止する構成が求められる。例えば、隣接す
る電池セル同士の間に、断熱性及び絶縁性を有するセパレータを介在させる構成が用いら
れる（例えば特許文献１、２）。
【特許文献１】特開２００６－４８９９６号公報
【特許文献２】特開２００４－３６２８７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、セパレータでは電池セルの外装缶を断熱することはできるが、電極端子
を介した熱伝導を阻止することができない。電池セルは、複数の電池セルを直列及び／又
は並列に電気接続するため、電極端子を導通状態に接続する必要がある。電極端子は導電
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性に優れた金属で構成されるため、熱伝導にも優れ、この部分での熱伝導を阻止すること
ができず、異常発熱時には電極端子を介した熱伝導が生じるという問題があった。
【０００４】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものである。本発明の主な目的
は、電極端子を介した高温熱伝導を効果的に阻止できる電池パック及びその製造方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００５】
　上記の目的を達成するために、本発明の電池パックは、複数の電池セルを隣接させ、互
いに直列及び／又は並列に接続した電池パックであって、正負の電極端子を一方の端面か
ら突出させた複数の電池セルと、電極端子同士を電気的に接続すると共に、熱に応じて接
続状態を解除する導電性の感熱遮断部材と隣接する電池セル同士の間に各々介在され、電
池セル間を絶縁及び断熱する複数のセパレータとを備え、感熱遮断部材が、感熱遮断部材
を接続した電極端子の電池セルが温度上昇することにより所定温度以上に加熱されると溶
融し、電極端子間の物理的接続を解除するよう構成される。これにより、一部の電池セル
が異常発熱したとしても、セパレータで隣接する電池セル同士との間で断熱すると共に、
電極端子を介して伝導する熱についても、感熱遮断部材が熱で溶融されることによって熱
伝導経路が分断され、異常発熱が連鎖していく事態を阻止できる。
【０００６】
　好ましくは、電極端子は板状に形成され、板状電極端子は電池セルの端面から上方に突
出させ、先端を折曲して折曲面を有しており、折曲面を、隣接する電池セルに向かって突
出させ、電池セルを積層した際、隣接する電池セルの折曲面の端縁同士が対向するように
構成され、該端縁同士の間に感熱遮断部材が配置されるよう構成できる。これにより、端
縁同士の間に位置して電気接続を行う感熱遮断部材が、電池セルの発熱によって溶融する
ことにより、端面同士の間を空間的に遮断し、熱伝導を効果的に阻止できる。
【０００７】
　また電池セルは、感熱遮断部材が熱により溶融した際にこれを案内するガイドを備える
こともできる。これにより、電池セルの発熱によって溶融した感熱遮断部材をガイドで案
内し、溶融した感熱遮断部材が落下、飛散して意図せぬ短絡等を生じる事態を防止できる
。
【０００８】
　一方で感熱遮断部材は、好ましくは溶融する温度を２００℃～３００℃とする。これに
より、電池セルが熱暴走を起こす可能性の温度、あるいはこれよりも低い温度に溶融温度
を設定して、異常発熱した電池セルが周囲の電池セルに悪影響を及ぼす前に電極端子の熱
伝導経路を遮断し、熱連鎖を効果的に阻止できる。
【０００９】
　また感熱遮断部材は、好適には銀を含有する半田が利用できる。これにより、異常発熱
した電池セルが周囲の電池セルに悪影響を及ぼす前に電極端子の熱伝導経路を遮断して、
熱連鎖を効果的に阻止できる。
【００１０】
　一方で、他の電池パックは、複数の電池セルを隣接させ、互いに直列及び／又は並列に
接続した電池パックであって、正負の電極端子を一方の端面から突出させると共に、隣接
する電池セル同士が各々電極端子で電気的に接続されてなる複数の電池セルと、電極端子
同士の物理的接続を、熱に応じて接続状態を解除する導電性の感熱遮断部材と、隣接する
電池セル同士の間に各々介在され、電池セル間を絶縁及び断熱する複数のセパレータとを
備え、感熱遮断部材が、少なくとも一方の電極端子に対し、該電極端子を構成する金属と
異なる異種金属を接合したバイメタル構造を成し、該電極端子の接続先の電池セルの温度
上昇により所定温度以上に加熱されるとバイメタル構造が変形し、電極端子間の物理的接
続を解除するよう構成される。これにより、一部の電池セルが異常発熱した場合に、その
熱を感知して電池セルと接続されたバイメタルが変形して電極端子の物理的接続が切断さ
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れ、電極端子間の熱移動を遮断でき、異常発熱が連鎖していく事態を阻止できる。
【００１１】
　さらに他の電池パックは、複数の電池セルを隣接させ、互いに直列及び／又は並列に接
続した電池パックであって、正負の電極端子を一方の端面から突出させた複数の電池セル
と、電極端子同士を電気的に接続すると共に、熱に応じて接続状態を解除する導電性の感
熱遮断部材と感熱遮断部材と熱伝導状態に接続された、異種金属を接合したバイメタルと
、隣接する電池セル同士の間に各々介在され、電池セル間を絶縁及び断熱する複数のセパ
レータと、電池セルの温度上昇によりバイメタルが所定温度以上に加熱されたことを検出
する検出手段と、検出手段でバイメタルの変形が検出されると、電池セルおよび電極端子
を強制的に冷却する冷却手段とを備えることができる。これにより、一部の電池セルが異
常発熱した場合に、その熱をバイメタルで感知して冷却手段が強制冷却を行うため、熱暴
走の連鎖を効果的に阻止できる。
【００１２】
　この検出手段は、歪ゲージを備えてもよい。これにより、歪ゲージでバイメタルの変化
を検出して抵抗変化に基づき冷却手段を制御できる。
【００１３】
　また検出手段は、バイメタルの変形によりＯＮ／ＯＦＦするスイッチとすることもでき
る。これにより、バイメタルの変形で機械的にスイッチをＯＮ／ＯＦＦして冷却手段を確
実に制御できる。
【００１４】
　また電池パックの製造方法は、複数の電池セルを隣接させ、互いに直列及び／又は並列
に接続した電池パックの製造方法であって、端面から上方に突出させた板状の電極端子を
備える電池セルを用意する工程と、電極端子を、隣接する電池セルに向かって断面略Ｌ字
状に折曲し、隣接する電池セル同士の間で電極端子の端面を対向させた状態に離間させる
工程と、電極端子の端面同士の間に、所定温度以上に加熱されると溶融する感熱遮断部材
を充填する工程と、を含むものとできる。これにより、一部の電池セルが異常発熱したと
しても、セパレータで隣接する電池セル同士との間で断熱すると共に、電極端子を介して
伝導する熱についても、感熱遮断部材が熱で溶融されることによって熱伝導経路が分断さ
れ、異常発熱が連鎖していく事態を阻止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施の形態
は、本発明の技術思想を具体化するための電池パック及びその製造方法を例示するもので
あって、本発明は電池パック及びその製造方法を以下のものに特定しない。また特許請求
の範囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定するものでは決してない。なお、各図
面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。
さらに以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示し
ており、詳細説明を適宜省略する。さらに、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同
一の部材で構成して一の部材で複数の要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材
の機能を複数の部材で分担して実現することもできる。
（実施の形態１）
【００１６】
　図１に、本発明の実施の形態１に係る電池パック１００の外観斜視図を、図２にこの電
池パック１００を構成する電池セル積層体１の斜視図を、図３に電池セル積層体１の正面
図を、図４に電池セル積層体１の平面図を、図５に電池セル積層体１の側面図を、図６に
感熱遮断部材８０が溶融した状態の斜視図を、それぞれ示す。これらの図に示す電池パッ
ク１００は、車載用の電池パックであって、複数の電池セル１０とセパレータ２０を交互
に積層し、左右端面をエンドプレート３０で被覆して構成される。具体的には、角形の電
池セル１０を枠状のセパレータ２０で狭持し、電池セル１０の上面及び側面を露出させた
状態で多段に積層する。この例では、９つの電池セル１０を主面で積層している。
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（電池セル１０）
【００１７】
　電池セル１０は、角形の外装缶に被覆された略矩形の角形電池が利用される。角形電池
セルは円筒型電池と比較して効率よく配置でき、単位体積当たりのエネルギー密度を高く
できる。特に車載用途では省スペース化の要求が高く、好ましい。このような電池セルに
は、リチウムイオン二次電池等、角形の二次電池が利用できる。またニッケル電池等の他
、一次電池としてもよい。電池セル１０の電極端子１２は、直列又は並列に結線される。
さらに電池パック１００の端部で制御回路（図示せず）に接続され、制御回路によって各
電池セル１０の電圧、電流、温度等を測定し、電池容量及び必要充放電量等を決定して、
充放電等の制御が行われる。
【００１８】
　電池セル１０は図２の斜視図に示すように、側面を面取りした角形の外装缶の上面から
、正負の電極端子１２を突出させている。電極端子１２を突出させる位置は、正極と負極
が外装缶の主面で、左右対称となる位置に設定される。これにより、電池セル１０を裏返
して重ねると、正極と負極とを重ね合わせることができ、直列接続を容易に行える。電極
端子１２はそれぞれ断面Ｌ字状に折曲される。このとき、図５に示すように正負の電極端
子１２は互いに逆方向に折曲されており、隣接する電池セル１０との間で電極端子１２の
折曲した片（折曲面１２ｄ）の端面が対向すると共に、電池セルを積層した状態で端面同
士が所定の距離、離間されるように設計される。電極端面同士の間には、感熱遮断部材８
０が充填されて電気的に接続される。またこの電池セル１０は図２に示すように、電極端
子１２の周囲を囲むように直立された端子リブ１４が形成されており、これにより外装缶
内部の電解液が電極端子１２の周囲から漏洩しても、不用意に拡散する事態が阻止される
。
（セパレータ２０）
【００１９】
　電池セル１０は、図１及び図２に示すようにその両面からセパレータ２０で挟み込むよ
うにして外部を被覆される。セパレータ２０は、電池セル１０を被覆する大きさの枠体状
に構成され、電池セル１０を被覆した状態で電池セル１０の両側面及び上下端面を露出さ
せ、四隅部を被覆する。また隣接するセパレータ２０との間で、隅部同士を当接させて積
層される。セパレータ２０は耐熱性、断熱性に優れた部材で構成され、好ましくは軽量で
安価な樹脂により形成される。例えば熱伝導率の小さい（望ましくは０．５Ｗ／ｍ以下）
、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成樹脂が利用できる。これにより、セパレータ２
０で電池セル１０を保護すると共に、隣接する電池セル１０同士を絶縁し断熱する。また
セパレータ２０の底面は断面を凹凸状としたスリットが形成され、このスリットを経路と
して、後述する冷却手段８７から冷却媒体を通すことにより、電池セル１０を側面から冷
却する。
（エンドプレート３０）
【００２０】
　以上のようにしてセパレータ２０と電池セル１０を交互に重ねるようにして連結された
状態で、端面をエンドプレート３０で被覆して固定する。エンドプレート３０は、端面で
露出する電池セル１０を被覆できる大きさに形成され、両側からこれを狭持する状態に固
定する。この例では、エンドプレート３０の側面に一対のネジ穴３２を突出させ、電池セ
ル１０を積層した電池パック１００側面に延長した延長ボルト３４を通してエンドプレー
ト３０同士を螺合により固定している。エンドプレート３０も好ましくは一体成形により
成形可能な、金属製や樹脂製のものが使用できる。
（感熱遮断部材８０）
【００２１】
　電極端子１２は、図２～図５に示すように、正極及び負極を相互に逆向きに断面Ｌ字状
に折曲しており、隣接する電池セル同士を同じ姿勢で積層することにより、各電極端子１
２を各々感熱遮断部材８０を介して電気的に接続することで直列に接続できる。感熱遮断
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部材８０は、図２に示すように折曲面１２ｄの端縁の間に充填されて接着固定され、電極
端子１２同士を電気的に接続する。この感熱遮断部材８０は導電性を有する材質で構成さ
れ、所定温度以上になると溶融する。すなわち、電池セルが温度上昇すると、電極端子１
２を介して感熱遮断部材８０が加熱される。そして所定温度以上に加熱されると感熱遮断
部材８０が溶融して、図６に示すように感熱遮断部材８０が失われた空間状態となって熱
伝導経路が空気層によって空間的に分断され、電極端子１２を介した熱伝導が阻止される
。特に、空気層は断熱効果が高い。また、同時に電気的接続も解除されるため、発熱して
いる電池セルの充放電も強制的に停止され、発熱を抑える方向に働くことが期待される。
このように従来、セパレータを用いた断熱構造では電池セルの外装缶を介した熱伝導は阻
止できるが、電極端子を介した熱伝導を阻止できないという問題があったが、感熱遮断部
材８０を熱溶融性とすることで、熱伝導経路を完全に遮断して確実な断熱を図り、熱暴走
を効果的に阻止できる。
【００２２】
　感熱遮断部材８０は、電池セルの熱暴走の虞がある温度に上昇した際の電極端子１２の
温度か、その手前で溶融が開始する溶融開始温度に至るように設定することが好ましい。
よって感熱遮断部材８０は好適には低融点の金属または合金、具体的には２００℃～３０
０℃程度で溶融する金属が利用できる。例えば、鉛－錫主体で銀を含有した電気伝導性に
優れた半田が使用できる。本実施の形態では、Ｓｎ１％、Ａｇ４．１％、Ｃｕ０．５％、
Ｉｎ４．０％を含有する無鉛低温半田を使用した。また、本明細書において溶融とは、感
熱遮断部材が溶け出して液体状に変化する他、気化する状態も含む。このような感熱遮断
部材としては、高温で昇華性を持つパラジウム、白金、銅のアセチルアセトナート錯体な
ど昇華性金属化合物が挙げられる。また、温度ヒューズを感熱遮断部材として使用するこ
ともできる。
【００２３】
　感熱遮断部材８０は、溶融状態で端面間に固定される。例えば半田を使用する場合は、
端面間の下側に受け板を配置して、溶融状態の半田を充填して冷却、固化させた後、受け
板を外す。また後述する図８に示すように端面間の距離Ｄは、感熱遮断部材８０を固定で
き、かつ感熱遮断部材８０が溶融した際に流出しやすく、さらに感熱遮断部材８０が流出
した後、端面間を断熱できる十分な大きさに設定される。例えば、端面間の距離Ｄが狭す
ぎると、空気層による断熱効果が十分発揮できずに断熱効果が不十分となったり、感熱遮
断部材８０が溶融しても表面張力で端面間から落ちずに残ることも考えられる。一方で距
離Ｄを長くしすぎると、感熱遮断部材８０の使用量が多くなり、充填が困難になる上、半
田による抵抗値が増し、さらに熱容量が大きくなり溶融に時間遅れが生じる虞もある。こ
のため、端面間の距離は、使用される感熱遮断部材の種類、溶融時の粘度、端面の面積、
溶融開始温度とその温度での空気の熱伝導率、電極端子の材質と溶融開始温度における熱
膨張率等に応じて、適切に設定される。これらを考慮して端面間の距離Ｄは、好適には２
ｍｍ～３ｍｍに設定される。
【００２４】
　感熱遮断部材８０を配置する折曲面１２ｄの端面同士の間の空間の断面図を、図７～図
９に示す。端面間の空間は、感熱遮断部材８０を保持しやすいよう、図７に示すように折
曲面１２ｄの端面１５を凹状の曲面とする。これにより、感熱遮断部材８０を端面間に溶
融状態で固定し易くできる。一方で、所定温度に加熱された際に溶融して流出し易くする
ために、図８の例では折曲面１２ｄ’の端面１５Ｂを平面状にしている。端面１５Ｂが垂
直面に近付くほど、溶融した感熱遮断部材８０を落下させやすい。また、図９の例では、
端面間の断面が逆ハ字状になるよう折曲面１２ｄ”の端面１５Ｃが形成されている。この
ように端面１５Ｃに傾斜を付すことで、溶融した感熱遮断部材８０を一点に集めて流出、
回収がスムーズに行われるようにできる。
【００２５】
　流出した感熱遮断部材８０は、電池セル上面の端面に落下する。この際、導電性の感熱
遮断部材８０が飛散して意図せぬ短絡等を生じないよう、電池セルの端面には溶融した感
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熱遮断部材８０を案内、溜めるためのガイドを設けることが好ましい。例えば図１０に示
すように、セパレータで電池セル端面の一部を被覆すると共に、端子間のほぼ真下の位置
を囲むようにして直立壁１６で区画したガイド領域ＧＺを形成する。直立壁１６は、セパ
レータと一体に成型することができる。また、直立壁の一部を開口して、電池パック外部
に溶融状態の感熱遮断部材８０を流出させるよう樋状を形成することもできる。
【００２６】
　この構成は、一部の電池セルが異常発熱した場合に、他の電池セルへの熱伝導経路を確
実に遮断して、熱連鎖あるいは熱暴走を阻止できる。例えば、図２の例において電池セル
Ｂが異常発熱した場合、図６に示すように２カ所の端面間で感熱遮断部材８０Ａ、８０Ｂ
が溶融して、電池セル１０Ｂの発熱が、隣接する電池セル１０Ａ、１０Ｃに伝導すること
を抑制し、熱暴走を回避できる。
（実施の形態２）
【００２７】
　以上は、感熱遮断部材を熱に応じて消失させることで熱伝導経路を遮断する構造を説明
した。一方、感熱遮断部材を熱に応じて変形させることでも、同様に熱伝導経路を遮断す
ることができる。次に、実施の形態２に係る電池パックを、図１１～図２０に基づいて説
明する。これらの図において、図１１は電池パックの電池セル積層体２の電極端子１２が
各々接続状態にある様子を示す斜視図、図１２はその側面図、図１３は平面図、図１４は
正面図、図１５は電極端子１２と感熱遮断部材８０Ｂを示す拡大図、図１６は一の電極端
子１２が分離状態にある様子を示す斜視図、図１７はその側面図、図１８は平面図、図１
９は正面図、図２０は電極端子１２と感熱遮断部材８０の拡大図を、それぞれ示している
。これらの図に示す電池パックは、電極端子１２の形状が断面をほぼＬ字状に折曲した折
曲面１２ｅを、隣接する電池セル同士で重ねて電気接続している。具体的には、外装缶の
上面から正負の板状電極端子１２を、正極と負極が外装缶の主面で左右対称となる位置か
ら突出させており、各電極端子１２をそれぞれ断面Ｌ字状に折曲している。また折曲方向
は、正負の電極端子１２で互いに逆方向に折曲されて電池セルの側面に突出されており、
さらに折曲した片である折曲面１２ｅが、隣接する電池セル１０との間で折曲面１２ｅ同
士を重ね合わせることができる長さに延長されている。加えて電極端子１２は、折曲させ
る位置を、正極及び負極で電極端子１２の厚さに相当する分だけオフセットさせている。
これにより、図１１に示すように電池セル１０を積層する際に、電池セル１０の端面をほ
ぼ同一平面に維持したまま、隣り合う電池セル１０の折曲面１２ｅを重ね合わせることが
できる。重ね合わせた折曲面１２ｅは、スポット溶接などにより固定されている。
【００２８】
　このような電極端子１２の一方は、異種金属を接合したバイメタル構造としている。詳
細には、電極端子１２は図１５の拡大図に示すように、本来の電極端子１２の上面側に、
さらに熱膨張係数の異なる金属を積層した２層構造としている。熱膨張係数の違いによっ
て、電極端子１２の温度が高くなると、折曲面１２ｅの折曲角度が変化して、接続状態が
解除される。図１５、図２０の例では、折曲面１２ｅの上側に位置する電極端子１２をバ
イメタル構造とし、さらにこの電極端子１２の上側に固定した異種金属の熱膨張係数を、
下側の電極端子１２を構成する金属よりも低くすることで、温度上昇により図２０に示す
ように折曲面１２ｅが上向きに跳ね上がるように折曲して分離され、接続状態が解除され
る。この例では、電池セルにリチウムイオン電池を使用し、上側の電極端子１２をＣｕで
構成された負極端子とする。この場合、異種金属としてＦｅ－Ｎｉ合金が使用できる。ま
た、Ａｌで構成された正極端子をバイメタル構造とすることもできる。さらに、上記と逆
に下側に重ねた折曲面をバイメタル構造とし、下向きに折れ曲がるように構成することで
も同様の効果を得ることができる。上側の折曲面を上向きに跳ね上げる構成は、電池パッ
クの上方に障害物がない場合は、確実な電極端子の分離が図られる点で好ましい。一方、
下側の折曲面を下向きに折り曲げる構成は、余分なスペースを必要としない点で好ましい
。いずれの場合も、分離状態での電極端子間の最短距離ｄは、１ｍｍ以上離すことにより
、空間的に分離して空気層による十分な断熱効果を発揮できるようにする。以上のように



(9) JP 2008-181822 A 2008.8.7

10

20

30

40

50

、一部の電池セルが異常発熱した際、その熱が電極端子に伝わり、熱膨張率の違いにより
一方の電極端子が変形して、接点が解離し、確実に熱伝導経路を遮断できる。
【００２９】
　折曲面１２ｅの固定強度は、バイメタル構造の変形応力によって折曲面１２ｅ同士の接
続が解除できるように設定される。この例では、折曲面１２ｅ同士の間をスポット溶接に
より部分的に固定しており、バイメタルの変形によって接続状態が破断されて分離される
。なお、上記のバイメタル構造は２層構造としたが、３層以上も採用できることはいうま
でもない。
（実施の形態３）
【００３０】
　以上の構成では、電池セルの発熱を感熱遮断部材で感知して、熱伝導経路を遮断するこ
とで異常発熱の伝搬を阻止する。ただ、発熱を検出することで積極的に冷却を行う構成と
することもできる。実施の形態３に係る電池パックを、図２１～図２５に基づいて説明す
る。これらの図において、図２１は感熱遮断機構を実現する電池パックのブロック図、図
２２は電池パックを構成する電池セル積層体３の斜視図、図２３はその側面図、図２４は
平面図、図２５は正面図を、それぞれ示している。これらの図に示す電池パックは、電池
セルが上記実施の形態２と同様に、電極端子１２を正極及び負極を相互に逆向きに断面Ｌ
字状に折曲すると共に、折曲させる位置を、正極及び負極で電極端子１２の厚さに相当す
る分だけオフセットさせている。これにより、図２２に示すように電池セル１０を積層す
る際に、電池セル１０の端面をほぼ同一平面に維持したまま、隣り合う電池セル１０の折
曲面１２ａを重ね合わせることができる。
【００３１】
　このようにして重ね合わされた電極端子１２は、固定具ＦＳを用いて固定される。隣接
する電池セル１０の折曲面１２ａを重ね合わせる際、各々の折曲面１２ａに開口された連
結穴１３を少なくとも部分的に一致させ、ここに固定具ＦＳの挿通体を挿入する。この際
、重ね合わせる折曲面１２ａの内、上側の折曲面１２ａの連結穴１３の内径を大きくする
ことで、寸法公差を吸収し位置合わせを容易にできる。固定具は、ボルトとナットが使用
できる。また、リベットやブラインドリベットも固定具として利用できる。ここでは挿通
体としてボルトを連結穴１３に挿入して、連結穴１３の下側でナットと螺合して折曲面１
２ａ同士を固定している。この際、バイメタル８２も折曲面１２ａに固定している。
【００３２】
　バイメタル８２は、連結穴１３と同様の開口を形成しており、ボルトで折曲面１２ａと
共締めされて固定される。この状態でバイメタル８２は折曲面１２ａと熱伝導状態に接続
される。さらにバイメタル８２には、バイメタル８２の変形を検出する検出手段として歪
ゲージ８４が固定されている。歪ゲージ８４は、金属抵抗体の抵抗変化を用いた抵抗線歪
みゲージ等が利用でき、バイメタル８２の微小な伸縮を測定する。図２２の例では、バイ
メタル８２は電池パックの一方の側面側の２つの折曲面１２ａに各々固定されており、バ
イメタル８２に固定された歪ゲージ８４の出力が、図２１のブロック図に示すように検出
回路８５に入力される。検出回路８５は、歪ゲージ８４で検出した抵抗変化をブリッジ回
路、電流増幅器等を利用して検出する。さらに検出回路８５は制御手段８６に接続され、
制御手段８６は検出回路８５で検出された検出信号に基づき、バイメタル８２の温度変化
すなわち電池セルの温度変化を監視し、温度に応じて冷却手段８７の動作を制御する。冷
却手段８７は、冷却媒体を電池セルを冷却する冷却経路に循環させて、電池セルを冷却す
る。冷却手段８７は例えば、上述したセパレータに設けられた凹凸状のスリットに冷却媒
体として空気を流す送風ファンで構成される。なお、バイメタル８２をサーモスタットと
して利用して、直接冷却手段８７のスイッチをＯＮ／ＯＦＦさせる構成としてもよい。
【００３３】
　このように、電池セルの異常温度を検知すると、冷却手段８７を強制作動させて、電極
端子および電池セル表面を冷却することで、熱暴走連鎖を抑制することができる。また、
一般に電極端子に温度センサ類を直接固定することは困難でありコストもかかるが、上記
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構成であればバイメタルを利用して比較的安価に冷却手段８７を制御することができる。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明の電池パック及びその製造方法は、電気自動車やハイブリッド自動車等の車両用
電源装置として好適に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施の形態１に係る電池パックを示す外観斜視図である。
【図２】図１の電池パックを構成する電池セルの斜視図である。
【図３】図２の電池セル積層体の正面図である。
【図４】図２の電池セル積層体の平面図である。
【図５】図２の電池セル積層体の側面図である。
【図６】図２の状態から感熱遮断部材が溶融した状態を示す斜視図である。
【図７】折曲面の端面を対向させた端面の形状を示す断面図である。
【図８】折曲面の端面を対向させた端面の他の形状を示す断面図である。
【図９】折曲面の端面を対向させた端面のさらに他の形状を示す断面図である。
【図１０】変形例に係る電池パックを示す斜視図である。
【図１１】電池パックの電池セル積層体の電極端子が各々接続状態にある様子を示す斜視
図である。
【図１２】図１１の電池セル積層体の側面図である。
【図１３】図１１の電池セル積層体の平面図である。
【図１４】図１１の電池セル積層体の正面図である。
【図１５】図１１の電極端子と感熱遮断部材を示す拡大図である。
【図１６】一の電極端子が分離状態にある様子を示す斜視図である。
【図１７】図１６の電池セル積層体の側面図である。
【図１８】図１６の電池セル積層体の平面図である。
【図１９】図１６の電池セル積層体の正面図である。
【図２０】図１６の電極端子と感熱遮断部材の拡大図である。
【図２１】感熱遮断機構を実現する電池パックのブロック図である。
【図２２】図２１の電池パックを構成する電池セル集合体の斜視図である。
【図２３】図２１の電池セル積層体の側面図である。
【図２４】図２１の電池セル積層体の平面図である。
【図２５】図２１の電池セル積層体の正面図である。
【符号の説明】
【００３６】
１００…電池パック
　　１～３…電池セル積層体
　１０、１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ…電池セル
　１２…電極端子
　１２ａ、１２ｄ、１２ｄ’、１２ｄ”、１２ｅ…折曲面
　１３…連結穴
　１４…端子リブ
　１５、１５Ｂ、１５Ｃ…端面
　１６…直立壁
　２０…セパレータ
　３０…エンドプレート
　３２…ネジ穴
　３４…延長ボルト
　８０、８０Ａ、８０Ｂ…感熱遮断部材
　８２…バイメタル
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　８４…歪ゲージ
　８５…検出回路
　８６…制御手段
　８７…冷却手段
ＦＳ…固定具
ＧＺ…ガイド領域

【図１】 【図２】

【図３】
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