
JP 2017-523576 A 2017.8.17

10

(57)【要約】
本発明は、スペースを規定する外側コンテナ、スペース
内に配置された内側コンテナを有し、ガルバニ電池、特
にリチウムイオンベースの電池および／またはリチウム
・イオン・ポリマ電池の安全の重要な状況を防止および
抑制しつつ、使用済み、損傷、または欠陥のあるガルバ
ニ電池を搬送するためのデバイスであって、内側コンテ
ナが、外側コンテナの底部および内面からの距離を維持
するためにスペーサを有し、少なくとも１つのガルバニ
電池を収容するための少なくとも１つの収容コンテナが
内側コンテナ内に配置されており、フリーの中間スペー
スが、不活性、非導電性、かつ不燃性であり、吸収性の
中空ガラス粒状材料のみで構成された防火剤で充填され
ていることを特徴とするデバイスに関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外側コンテナがスペースを規定し、内側コンテナが前記スペース内に配置されており、
使用済み、損傷、または欠陥のあるガルバニ電池、特にリチウムイオンベースの電池およ
び／またはリチウム・イオン・ポリマ電池を、安全の重要な状況を防止および制御しつつ
搬送するための装置であって、
　前記内側コンテナが、前記外側コンテナのベースおよび内側からの距離を維持するため
のスペーサを有し、少なくとも１つのガルバニ電池を受領するための少なくとも１つの受
領コンテナが、前記内側コンテナ内に配置されており、フリーの中間スペースが、不活性
、非導電性、かつ不燃性であり、吸収性の中空ガラス粒状体を含む難燃剤で充填されてい
ることを特徴とする
装置。
【請求項２】
　前記難燃剤が、固定されていない充填剤として、および／または難燃パッドの充填剤と
して存在することを特徴とする
　請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記内側コンテナが少なくとも２つの区画に分けられていることを特徴とする
　請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記区画が、垂直に延びた壁によって分けられていることを特徴とする
　請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記内側コンテナの前記ベースに開口が設けられているか、格子状ベースであることを
特徴とする
　請求項１から４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記内側コンテナが、前記受領コンテナを受領およびガイドするための、前記側壁の前
記　内側で垂直に延びるレールを有することを特徴とする
　請求項１から５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記中空ガラス粒状体が、中空丸状の粒状体または、中空領域が設けられた丸状粒状体
であり、少なくとも７５０度に達する温度に耐性があり、好ましくは、０．１ｍｍから１
０ｍｍの間、特に０．１ｍｍから５ｍｍの間の平均直径を有することを特徴とする
　請求項１から６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記外側コンテナが危険物のコンテナであり、特に、少なくとも１つの圧力解放バルブ
を備えていることを特徴とする
　請求項１から７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　使用済み、損傷、または欠陥のあるガルバニ電池、特にリチウムイオンベースの電池の
ための貯蔵および搬送方法であって、請求項１から８のいずれか一項に記載の装置内の安
全の重大な状況を防止するために、前記ガルバニ電池が、貯蔵／搬送のための難燃剤とし
ての役割を果たす中空ガラス粒状体内に埋め込まれていることを特徴とする
　貯蔵および搬送方法。
【請求項１０】
　特に、請求項１から８のいずれか一項に記載の装置における使用、または、請求項９に
記載の方法における使用のための難燃剤パッドであって、
　カバーおよび充填剤を備え、前記充填剤が、不活性、非導電性、かつ不燃性であり、吸
収性の、少なくとも７５０度に達する温度に耐性がある中空ガラス粒状体のみで構成され
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た難燃剤と、好ましくは、０．１ｍｍから１０ｍｍの間、特に０．１ｍｍから５ｍｍの間
の平均直径を有する、中空丸状の粒状体または、中空領域が設けられた丸状粒状体と、耐
温性、ダスト不透過性、透湿性、かつ可撓性の織物で構成された前記カバーとで構成され
た
　難燃剤パッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、外側コンテナがスペースを規定し、内側コンテナがこのスペース内に配置され
ている、ガルバニ電池、特にリチウムイオンベースの電池および／またはリチウム・イオ
ン・ポリマ電池の安全の重大な状況を防止および制御しつつ、使用された、損傷した、ま
たは欠陥のあるガルバニ電池を搬送するための装置に関する。本発明は、使用された、損
傷した、または欠陥のあるガルバニ電池のための貯蔵および搬送方法および、本装置とと
もに使用される難燃パッドにも関する。
【背景技術】
【０００２】
本件の場合では、本発明の範囲内において、ガルバニ電池は、化学エネルギを電気エネル
ギに自然に変換するための装置として理解され、３つのグループに分けられる。
【０００３】
ａ）通称ではバッテリとも呼ばれる一次電池。電池が充電され、一回のみ放電が可能であ
ることを特徴とする。放電は逆にすることはできず、一次電池はもはや充電することはで
きない。
【０００４】
ｂ）通称では再充電バッテリとも呼ばれる二次電池。放電の後に、二次電池は次いで、放
電とは逆方向の電流によって再充電することができる。特に、リチウムイオンベースの電
池が本発明の範囲内で考慮されている。
【０００５】
ｃ）三次電池とも呼ばれる燃料電池。これらガルバニ電池の場合、化学エネルギキャリア
は、外部から連続する方式で提供される。これにより、基本的に時間に制限されない継続
的動作が可能になる。
基本的に、本発明は、ガルバニ電池の３つのタイプすべてに適用することができるが、特
に金属イオンベースの電池、より詳細には、リチウムイオンベースの電池および／または
リチウム・イオン・ポリマ電池を対象としている。
単純化を図って、ガルバニ電池のすべてのタイプに関する場合であっても、「バッテリ」
との用語のみが以下で使用される。
【０００６】
今日では、重量に対する電池の容量が有利であるため、リチウムイオンベースの電池が様
々なエリアでますます広い範囲で使用されている。特に、再充電バッテリによって動作す
る乗用車または二輪車などの電気自動車およびハイブリッド自動車におけるそれら電池の
使用が、将来著しく増大することが予期されている。
【０００７】
バッテリ、特にリチウム・イオン・バッテリが故障すると、化学物質（電解質）および粒
子がバッテリの内側から外に漏れ出す場合がある。この放出された物質はこのため、たと
えば粒子、ダスト、フィルム、エアゾール、液体、飛沫ミストとして、固体、液体、また
は気体の形態、またはそれらの組合せで存在する。さらに、かなりの量の熱が化学反応お
よび／または電気反応の結果として生じ得る。
【０００８】
この物質は部分的に、高度に反応性であるとともに健康に有害であり、また、高度に中毒
性である可能性がある。放出された物質が発火して、火災および／または爆発を引き起こ
す可能性もある。
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【０００９】
たとえば、ほとんどすべてのリチウム・イオン・バッテリでは、バッテリが損傷した場合
に漏れ出し、高度に反応性かつ中毒性の物質（フッ化水素酸など）に分解され得る、たと
えばリチウムヘキサフルオロホスフェイトが電解質として使用されている。
【００１０】
あらゆる安全策にもかかわらず、安全の重大な状況が生じた場合、対抗策を導入しなけれ
ばならない。たとえば、火災が生じた場合、消火措置および、環境汚染を避けるための措
置が必要である。
【００１１】
本件の場合、安全の重大な状況には、以下のものが含まれる。攻撃的かつ毒性のある物質
（たとえば、リチウム電池のフッ化水素酸）を遅れて後から形成する可能性がある電解質
の漏出。電解質の沸点を超える電池の加熱。ガスの形成。安全バルブの開放および／また
はハウジングの破裂。ガスの漏出。発火性ガスの、流入酸素との混合物の形成。セルの内
部または外部の発火源の発火の後の、ガスの混合物の爆発。スモークガスの形成を伴うガ
ルバニ電池の構成要素の燃焼。周囲の物質およびデバイスへの火の拡大。
【００１２】
ガルバニ電池の場合、特に金属イオンベースの電池、より詳細には、好ましいリチウムイ
オンベースの電池の場合のこれら安全の重大な状況は、防止されるか、少なくとも大幅に
抑制されるべきである。
【００１３】
ＤＥ　１０　２００６　０１９　７３９　Ｂ４には、消火剤のための少なくとも１つの貯
蔵コンテナを有し、貯蔵コンテナから火に消火剤を搬送するための配管システムを有し、
また、消火剤を貯蔵コンテナから配管システムを通して火に運送するための運送手段を有
する、消火剤を使用して危険物の火を消すためのシステムが開示されている。使用される
消火剤は、中空丸状の粒状体であり、少なくとも１０００度に達する温度に耐性があり、
その直径は０．１ｍｍから５ｍｍの間である。このシステムはすでに、好結果であること
が証明されているが、能動的運送手段、センサなどを必要とし、また、このため、産業へ
の導入が考慮される可能性がより高いように思われる。
【００１４】
ＥＰ　２　１６７　４３９　Ｂ１には、難燃剤による危険物への持続的適用および／また
は危険物の持続的充填による予防的な防火のための、少なくとも１０００度に達する温度
に耐性がある中空ガラス球の中空丸状の粒状体からなる難燃剤の使用が開示されている。
丸状の粒状体の直径は０．１ｍｍから５ｍｍの間である。このアイデアも、好結果である
ことが証明されているが、燃料貯蔵庫内の浮遊アプリケーションまたはケーブルダクトの
充填などに特に適している。
【００１５】
ＷＯ　２０１１／０１５４１１　Ａ１には、カルシウム塩の水溶液およびゲル消火剤が使
用される、１つまたは複数の電池、好ましくはリチウムイオン電池の消火方法および／ま
たは防火方法が開示されている。
【００１６】
ＷＯ　２０１０／１４９６１１　Ａ１には、バッテリを安全に粉砕する方法が開示されて
いる。この方法には、ａ）粉砕される１つまたは複数のバッテリを提供するステップと、
ｂ）提供されたバッテリを機械的に粉砕するステップとが含まれている。粉砕するプロセ
スは、ｉ）バッテリ内の火を抑えるか低減するのに適切な、少なくとも１つの金属難燃剤
、および、ｉｉ）酸および／または基剤を結合するのに適切な、少なくとも１つの結合剤
が存在する中で行われる。
【００１７】
ＤＥ　１０　２０１０　０３５　９５９　Ａ１には、危険物、特に、電気化学エネルギ貯
蔵デバイスのための搬送装置が開示されている。この装置は、充填材料で充填された、危
険物のための安全デバイスおよびコンテナを含み得る。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】ＤＥ　１０　２００６　０１９　７３９　Ｂ４
【特許文献２】ＥＰ　２　１６７　４３９　Ｂ１
【特許文献３】ＷＯ　２０１１／０１５４１１　Ａ１
【特許文献４】ＷＯ　２０１０／１４９６１１　Ａ１
【特許文献５】ＤＥ　１０　２０１０　０３５　９５９　Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
それとは対称的に、本発明の目的は、取扱いを促進し、安全な搬送または貯蔵を可能にし
、かつ、最も誤りのない取扱いを可能にすることができる、ガルバニ電池の安全の重大な
状況を防止および制御しつつ、使用された、損傷した、または欠陥のあるガルバニ電池を
搬送および貯蔵するための代替策を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
この目的は、請求項１に記載の装置および請求項９に記載の方法によって達成される。本
発明は、対応する難燃パッドおよび、装置内における難燃パッドの使用にも関する。
【００２１】
本発明によれば、内側コンテナが、外側コンテナのベースおよび内側からの距離を維持す
るためにスペーサを有し、少なくとも１つのガルバニ電池を受領するための少なくとも１
つの受領コンテナが内側コンテナ内に配置されており、フリーの中間スペースが、不活性
、非導電性、かつ不燃性であり、吸収性の中空ガラス粒状体のみで構成された難燃剤で充
填されている場合、スリップが、入れ子状の構成により、事実上除去されるため、特に安
全な搬送を許容することが可能になることが認められてきている。これは「入れ子（ｂｏ
ｘ　ｉｎ　ｂｏｘ）」設計である。
【００２２】
さらに、ここで、外側コンテナを徐々に充填することが可能になる。換言すると、受領コ
ンテナは、損傷したバッテリで充填されている。受領コンテナが満杯である場合、受領コ
ンテナは内側コンテナ内に置かれ、難燃剤によって囲まれる（以下を参照）。次いで、受
領コンテナおよび、この受領コンテナ内に配置されるバッテリのサイズに応じて、さらな
る受領コンテナが徐々に充填され得、そしてこれに次いで、内側コンテナに導入され、難
燃剤によって囲まれ得る。たとえば、より小さければ、持ち運び可能な受領コンテナが必
要な位置に一時的に配置され得、実際の貯蔵または搬送のために、外側コンテナ内に導入
され得る。これにより、問題のない慣習的なアルカリバッテリに関してこれまで知られて
いるように、最初に、リチウム・イオン・バッテリのための回収システムを導入すること
が可能になる。
【００２３】
好ましくは、内側コンテナが少なくとも２つの区画に分けられ、このため、区画は、好ま
しくは垂直に延びる壁によって分けられている。一方では、これにより内側コンテナの安
定性が向上し、他方では、さらにより効果的に、スリップまたは重大な状況の拡散が防止
される。
【００２４】
一実施形態では、内側コンテナのベースに開口または格子ベースが提供されており、それ
により、一方では、内側コンテナが、問題なく、固定されていない充填剤として難燃剤を
含む外側コンテナ内に導入されるか、この外側コンテナから除去され得るようになってい
る。バスケットに関する以下の説明は、この場合に適用される。しかしながら、一方では
、バッテリから漏れ出す電解質はやはり、このため、（内側コンテナの下の難燃剤の上／
中に）流れ出て、それにより、内側コンテナがフリーのままにできるようになっている。
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【００２５】
受領コンテナの配置を単純化し、受領コンテナが適切に内側コンテナ内に配置されること
を確実にするために、内側コンテナは、受領コンテナを受領およびガイドするための、側
壁の内側で垂直に延びるレールを有し得る。
【００２６】
少なくともベースにおいて難燃剤に対して透過性であり、少なくとも１つのガルバニ電池
を受領することが意図されているバスケットは、受領コンテナ内に配置することができ、
それにより、バッテリを難燃剤内に導入し、特に、それらバッテリを難燃剤から外に持ち
上げるプロセスが、受領コンテナが同様に充填されている場合、単純化される。
【００２７】
実際、この方式で、問題となっているバッテリを、コンテナの外からバスケット内に詰め
、難燃剤で充填されたコンテナ内にバスケット全体を下げることが可能になる。同様の方
式で、受領コンテナを空にすることは単純であり、この目的のためには、バスケットのみ
を外に持ち上げる必要がある。両方の場合において、透過性の理由により、難燃剤はバス
ケット内に侵入する（または外に流れ出る）か、バッテリを囲み、それにより、バッテリ
が埋め込まれる（または露出する）ようになっている。
好ましくは、バスケットは、任意選択的に、粉末でコーティングされたワイヤで構成され
たワイヤバスケットである。代替的には、バスケットは、ただ１つの透過性（ワイヤメッ
シュ）のベースをも有し得、また、固形の不透過性の側壁を有し得る。
【００２８】
好ましくは、バスケットは非導電性材料で構成されている。
コンテナ壁からの距離が維持されることを確実にするために、バスケットにはスペーサが
設けられ得る。したがって、バスケットは、難燃剤で充填されたコンテナ内にのみ導入さ
れる必要がある。この距離は、したがって、振動や急な動きにかかわらず、搬送の間でさ
え、「自動的」に維持される。
さらに、このバスケットには、個別のバッテリのための区画を形成するために、内側にパ
ーティションを設けることができ、それにより、これら区画が常に、相互に対する必要な
距離を維持するようになっている。最も単純な場合では、スペーサはブラケット構造で構
成され得、たとえばバスケットの一部として形成され、外側に突出する。このスペーサは
、バスケットのベース上および／または側壁上に配置され得、それにより、ベースおよび
／または側壁からの距離が維持され、これらの距離は難燃剤で充填されるようになってい
る。メッシュの幅または開口のサイズは、難燃剤のサイズに適合し得る。
【００２９】
バスケットには、たとえば抜き出しの手動または機械による取扱いなどを単純化するため
に、ホルダが設けられ得る。それらは、たとえば、ブラケットハンドル、アイレットであ
ってもよい。
【００３０】
好ましい難燃剤は、単に中空ガラス粒状体で構成されている。すなわち、難燃剤は、中空
ガラス粒状体のみを含んでおり、別様にさらなる構成要素を含んでいない。好ましくは、
中空ガラス粒状体は、中空丸状の粒状体または、中空領域が設けられた丸状粒状体であり
、少なくとも７５０度、好ましくは１０００度に達する温度に耐性があり、好ましくは、
０．１ｍｍから１０ｍｍの間の平均直径を有している。０．１ｍｍから５ｍｍの間の平均
直径がより好ましい。そのような中空ガラス粒状体は、成型ガラス粒状体としても知られ
ている。
【００３１】
使用される中空ガラス粒状体は、爆発、すなわち、爆発性の雰囲気を防止し、酸素を移動
し、発火源を防止するための、安全性のリスクに応じて計算される粒度粒度、冷却によっ
て発火を避け、空気を抜くことおよび／または酸素を排除することにより消火し、引火性
ガスの混合物の形成を防止するためのキャビティ部分、ならびに、安全性のリスクに応じ
て計算される粒度を有する。さらに、中空ガラス粒状体は、導電性をまったく有していな
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い。さらに、中空ガラス粒状体は吸収性であり、したがって、電池から漏れ出した電解質
を吸収することができる。
【００３２】
難燃剤は、固定されていない充填剤として、および／または、対応して充填された難燃パ
ッドの形態で（装置のあらゆる領域において）使用され得る。すなわち、このパッドは充
填剤としての難燃剤のみを有する。難燃剤のカバーは耐温性（不燃性または耐燃性）、ダ
スト不透過性、透湿性の可撓性織物、たとえば、グラスファイバの織物で構成されている
。代替的には、ポリエチレンの織物またはフィルムも使用できる。このため、パッドが火
事の際に「能動的」に崩壊し、充填剤が解放される。中空ガラス粒状体の特定の難燃剤が
、使用された、損傷した、または欠陥のあるバッテリまたはガルバニ電池、特にリチウム
イオンベースの電池を貯蔵するか搬送するのに適切であることが証明されてきた。
【００３３】
使用される中空ガラス粒状体の特性は、上述されており、また、埋込手順にも使用される
。難燃剤は、潜在的な火を「空気を抜いて消す」ことにより作用し、この理由は、丸状の
粒状体がガルバニ電池上に、ある一定の層厚さからの球の密集により、空気を移動させる
とともに密封するような方式で堆積されるためである。
【００３４】
丸状の粒状体は、不活性ガラス材料で構成されている。これにより、特に効果的な充填、
流動およびクリープ能力、ならびに、ひいては信頼性のある搬送特性および、ギャップな
どの狭いか別様にアクセスが困難であるエリアにおいてさえも、火のエリアのカバーが可
能になる。したがって、これにより、潜在的な火に酸素が供給されることも防止される。
【００３５】
さらに、中空ガラス粒状体は、吸収性でもある。すなわち、中空ガラス粒状体は、漏れ出
す電解質を吸収および束縛することができる。
【００３６】
難燃剤が難燃パッドまたは難燃パッドの充填剤の形態で使用される場合、取扱いはかなり
容易かつ単純である。難燃パッドは、「単純に」、問題となっている領域の下層、間、周
り、隣り、および／または上に配置することができ、パッドは必要とされる形状に変形す
ることができる。さらに、ダストの放出が大きく防止され、それにより呼吸の保護が必要
ではないようになっている。
【００３７】
ドライアイスまたはバーミキュライトが、さらなる充填剤として使用され得る。
【００３８】
このシステムにより、何の問題もなく難燃剤の再使用が許容され、このシステムはほとん
ど消耗しない。難燃剤は、使い果たされたか、汚染された場合にのみ、交換する必要があ
る。
【００３９】
本発明は、請求項９に請求される貯蔵および搬送方法にも関する。
【００４０】
この貯蔵および搬送方法によれば、問題となっているガルバニ電池が、上述の装置内の安
全の重大な状況を防止するために、貯蔵／搬送のための難燃剤としての役割を果たす中空
ガラス粒状体内に埋め込まれている。
【００４１】
消火剤の排出および／または適用を引き起こすための、動的な監視は不要である。
【００４２】
電池が発火する事象においては、閉じたコンテナにより、火および汚染の拡大が防止され
る。中空ガラス粒状体により、短時間で空気が抜かれて火が消えるか、前述の火が生じる
ことさえも許容されず、漏れ出した電解質が吸収される。電池は、安全性のリスクに応じ
て計算された量の中空ガラス粒状体に直接埋め込まれる。
【００４３】
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適切な方式で、外側コンテナは、過圧を防止するための少なくとも１つの安全バルブを有
している。さらに、外側コンテナの内側では、安全バルブは、格子網状組織、稠密構造な
どにより、中空ガラス粒状体の流入が妨げられ得る。
【００４４】
本発明のさらなる特徴および詳細が、以下の図面の説明から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】リチウム・イオン・バッテリを収集、貯蔵、および搬送するための、本発明に係
るコンテナの横方向の概略断面図である。
【図２】線Ａ－Ａに沿う断面における、図１のコンテナの平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
図１および図２は、耐火材料で構成され、その全体が参照符号１００で示された、閉鎖可
能な外側コンテナを示している。
【００４７】
明確性を向上させるために、設けられている蓋は図１および図２からは取り除かれている
。
【００４８】
内側では、外側コンテナ１００が最初に、内側コンテナ１０１を有し、次いでその中に、
４つの受領コンテナ１が配置されている。４つの受領コンテナは、２つが互いに隣接し、
２つが他の２つの上部にある。
【００４９】
外側コンテナ１００は危険物の搬送のための安全コンテナであり、圧力解放バルブ（図示
せず）を有している。
【００５０】
外側コンテナ１００は、外壁１０２およびベース１０３（ならびに、図示されていない蓋
）を有し、また、底部の４つのコーナに脚部１０４を有している。
【００５１】
外壁１０２およびベース１０３の内側から離間して配置されるのは、内側コンテナ１０１
であり、内側コンテナ１０１は、この目的のために、横方向の、外側に突出するスペーサ
１０６および脚部１０５が設けられている。内側コンテナ１０１の壁１０７は、２重の壁
として設計されている。やはり、こうして形成された内部スペースは、さらなる垂直壁１
０８によって２つに分けられ、それにより、２つの区画１１０が形成され、この区画の中
では、各場合において、２つの受領コンテナ１が、一方が他方の上にあるように配置され
ている。
【００５２】
外側コンテナ１００と内側コンテナ１０１との間の中間スペース１０９は、中空ガラス粒
状体５で充填されており、やはり受領コンテナ１も同様である。
【００５３】
受領コンテナ１は、受領コンテナ１がスリップし得ないように、レール１１１によって区
画１１０内に配置されている。このレール１１１は、壁１０７および１０８の内側で垂直
に、適切な距離で延びている。
【００５４】
内側コンテナ１０１またはその区画１１０は、難燃パッド１１２で充填されており、この
難燃パッド１１２は、第１の受領コンテナ１の下層、および受領コンテナ１間、およびそ
れら受領コンテナ１の各側に配置されている。
【００５５】
　難燃パッド１１２は、中空ガラス粒状体５で充填されており、耐温性、ダスト不透過性
、透湿性の、合成材料からなる可撓性織物の形態のカバー１１３を有している。
【００５６】
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受領コンテナ１は、外壁２およびベース３（および図示されていない蓋）によって内側に
、中空ガラス粒状体５の充填剤で充填されたスペース４を規定している。
【００５７】
　中空ガラス粒状体５は、不活性、非導電性、かつ、不燃性であるとともに吸収性であり
、少なくとも１０００度を越える温度でのみ溶融する。中空ガラス粒状体５は、（ふるい
分析に従って）０．１ｍｍから、５ｍｍまたは１０ｍｍの間の平均直径を有する。
【００５８】
スペース４に挿入されたのは、粉末でコーティングされたワイヤメッシュで構成されたバ
スケット６であり、このバスケット６のメッシュの幅は、中空ガラス粒状体５がメッシュ
を通過するか、妨げられることなく通流することができるように構成されている。代替的
には、側壁が不透過性の壁で構成されている、すなわち、側壁は穴が開けられておらず、
ベースのみが透過性である、バスケットが使用され得る。
【００５９】
本件の場合、欠陥のあるバッテリＢがバスケット６内に配置されている。複数のバッテリ
もバスケットの中に置かれ得ることを理解されたい。
【００６０】
中空ガラス粒状体５が自由にバスケットのメッシュを通って流れることができるため、バ
ッテリＢはすべての側で中空ガラス粒状体５によって囲まれているか、中空ガラス粒状体
５に埋め込まれており、抑制がきかずに重大な状況が発生するリスクが最小化または防止
されている。
【００６１】
バスケット６をコンテナ１に導入およびコンテナ１から除去できることを確実にするため
に、各場合において、バスケット６は、バスケット６の上縁部６Ｂから内側に突出する２
つのブラケットハンドル７を有している。
【００６２】
さらに、バスケットには、下側に２つのスペーサ８が設けられている。２つのスペーサ８
は各々が、ワイヤブラケットで構成され、バスケットの長手方向に離間している。
【００６３】
ブラケット８は、最初に、リム８Ａでバスケットベース６Ｃから下方に、コンテナのベー
ス３に向かって延び、こうして、バスケット６または、バスケット６内に配置されたバッ
テリＢの、ベースからの距離を規定する。
【００６４】
次いで、ブラケット８は、横方向外側に、コンテナ１の側壁６Ａに向かって延び、このた
め、さらなるリム８Ｂが曲げられている。したがって、バスケット６も、コンテナ１内に
横方向に配置され、スリップし得ず、このため、側壁６Ａからの距離は同様に固定されて
いる。
【００６５】
残りのコンテナ寸法におけるバスケット６の距離（図１を見る方向）は、バスケット６自
体、またはさらなるブラケット９（図２参照、破線で示されている）のいずれかによって
同様に固定されている。
【００６６】
こうして、バッテリＢは、バスケット６内に配置され得、次いで、バスケットがコンテナ
１内に導入され得、ここで、すでに部分的に導入された中空ガラス粒状体５が、バスケッ
トの少なくともベースのメッシュを通って流れ、こうしてバッテリＢを囲む。その後に、
さらなる中空ガラス粒状体５が、コンテナ１内のスペース４を完全に充填するため、また
は所望の充填レベルまで充填するために（固定されていない充填剤として）加えられ、バ
ッテリＢをカバーし得る。難燃性のパッドも同様の方式で使用され得ることを理解された
い。
【００６７】
しかしながら、重大な安全の事象が生じた場合、ガス、電解質などが漏れ出す場合がある
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防止する。
【００６８】
予防措置として、内側コンテナ１０１と外側コンテナ１００との間の中間スペースは、や
はり中空ガラス粒状体５で充填されており、これにより、この場合、さらに有効なバリア
が環境への危害を防止するために提供されている。したがって、マニホルドの冗長な安全
性が、使用された、損傷した、または欠陥のあるバッテリＢを搬送するための発明的装置
によって達成される。
【符号の説明】
【００６９】
１　危険物のコンテナ
２　壁
３　ベース
４　スペース
５　中空ガラス粒状体
６　バスケット
６Ａ　バスケットの側壁
６Ｂ　バスケットの縁部
６Ｃ　バスケットのベース
７　ブラケットハンドル
８　ブラケット
８Ａ　リム
８Ｂ　リム
９　ブラケット
１００　外側コンテナ
１０１　内側コンテナ
１０２　壁
１０３　ベース
１０４　脚部
１０５　脚部
１０６　スペーサ
１０７　壁
１０８　壁
１０９　中間スペース
１１０　区画
１１１　レール
１１２　難燃パッド
１１３　カバー
Ｂ　リチウム・イオン・ポリマ・バッテリ・モジュール
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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月26日(2017.6.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外側コンテナがスペースを規定し、内側コンテナが前記スペース内に配置されており、
使用済み、損傷、または欠陥のあるガルバニ電池、特にリチウムイオンベースの電池およ
び／またはリチウム・イオン・ポリマ電池を、安全の重要な状況を防止および制御しつつ
搬送するための装置であって、
　前記内側コンテナが、前記外側コンテナのベースおよび内側からの距離を維持するため
のスペーサを有し、少なくとも１つのガルバニ電池を受領するための少なくとも１つの受
領コンテナが、前記内側コンテナ内に配置されており、内側コンテナ、外側コンテナ、加
えて受領コンテナの間のフリーの中間スペースが、不活性、非導電性、かつ不燃性であり
、吸収性の中空ガラス粒状体を含む固定されていない充填剤としての難燃剤で充填されて
おり、内側コンテナと受領コンテナの間のフリーの中間スペースが、不活性、非導電性、
かつ不燃性であり、吸収性の中空ガラス粒状体を含む難燃パッドで充填されており、外側
コンテナが、危険物の搬送のためのコンテナであることを特徴とする
装置。
【請求項２】
　前記内側コンテナが少なくとも２つの区画に分けられていることを特徴とする
　請求項１に記載の装置。
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【請求項３】
　前記区画が、垂直に延びた壁によって分けられていることを特徴とする
　請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記内側コンテナの前記ベースに開口が設けられているか、格子状ベースであることを
特徴とする
　請求項１から３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記内側コンテナが、前記受領コンテナを受領およびガイドするための、前記側壁の前
記　内側で垂直に延びるレールを有することを特徴とする
　請求項１から４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記中空ガラス粒状体が、中空丸状の粒状体または、中空領域が設けられた丸状粒状体
であり、少なくとも７５０度に達する温度に耐性があり、好ましくは、０．１ｍｍから１
０ｍｍの間、特に０．１ｍｍから５ｍｍの間の平均直径を有することを特徴とする
　請求項１から５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記外側コンテナが危険物のコンテナであり、特に、少なくとも１つの圧力解放バルブ
を備えていることを特徴とする
　請求項１から６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　使用済み、損傷、または欠陥のあるガルバニ電池、特にリチウムイオンベースの電池の
ための貯蔵および搬送方法であって、請求項１から７のいずれか一項に記載の装置内の安
全の重大な状況を防止するために、前記ガルバニ電池が、貯蔵／搬送のための難燃剤とし
ての役割を果たす中空ガラス粒状体内に埋め込まれていることを特徴とする
　貯蔵および搬送方法。
【請求項９】
　特に、請求項１から７のいずれか一項に記載の装置における使用、または、請求項８に
記載の方法における使用のための難燃剤パッドであって、
　カバーおよび充填剤を備え、前記充填剤が、不活性、非導電性、かつ不燃性であり、吸
収性の、少なくとも７５０度に達する温度に耐性がある中空ガラス粒状体のみで構成され
た難燃剤と、好ましくは、０．１ｍｍから１０ｍｍの間、特に０．１ｍｍから５ｍｍの間
の平均直径を有する、中空丸状の粒状体または、中空領域が設けられた丸状粒状体と、耐
温性、ダスト不透過性、透湿性、かつ可撓性の織物で構成された前記カバーとで構成され
た
　難燃剤パッド。
【手続補正書】
【提出日】平成29年7月5日(2017.7.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外側コンテナがスペースを規定し、内側コンテナが前記スペース内に配置されており、
使用済み、損傷、または欠陥のあるガルバニ電池、特にリチウムイオンベースの電池およ
び／またはリチウム・イオン・ポリマ電池を、安全の重要な状況を防止および制御しつつ
搬送するための装置であって、
　前記内側コンテナが、前記外側コンテナのベースおよび内側からの距離を維持するため
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のスペーサを有し、少なくとも１つのガルバニ電池を受領するための少なくとも１つの受
領コンテナが、前記内側コンテナ内に配置されており、内側コンテナ、外側コンテナ、加
えて受領コンテナの間のフリーの中間スペースが、不活性、非導電性、かつ不燃性であり
、吸収性の中空ガラス粒状体を含む固定されていない充填剤としての難燃剤で充填されて
おり、内側コンテナと受領コンテナの間のフリーの中間スペースが、不活性、非導電性、
かつ不燃性であり、吸収性の中空ガラス粒状体を含む難燃パッドで充填されており、外側
コンテナが、危険物の搬送のためのコンテナであることを特徴とする
装置。
【請求項２】
　前記内側コンテナが少なくとも２つの区画に分けられていることを特徴とする
　請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記区画が、垂直に延びた壁によって分けられていることを特徴とする
　請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記内側コンテナの前記ベースに開口が設けられているか、格子状ベースであることを
特徴とする
　請求項１から３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記内側コンテナが、前記受領コンテナを受領およびガイドするための、前記側壁の前
記　内側で垂直に延びるレールを有することを特徴とする
　請求項１から４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記中空ガラス粒状体が、中空丸状の粒状体または、中空領域が設けられた丸状粒状体
であり、少なくとも７５０度に達する温度に耐性があり、好ましくは、０．１ｍｍから１
０ｍｍの間、特に０．１ｍｍから５ｍｍの間の平均直径を有することを特徴とする
　請求項１から５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記外側コンテナが危険物のコンテナであり、特に、少なくとも１つの圧力解放バルブ
を備えていることを特徴とする
　請求項１から６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　使用済み、損傷、または欠陥のあるガルバニ電池、特にリチウムイオンベースの電池の
ための貯蔵および搬送方法であって、請求項１から７のいずれか一項に記載の装置内の安
全の重大な状況を防止するために、前記ガルバニ電池が、貯蔵／搬送のための難燃剤とし
ての役割を果たす中空ガラス粒状体内に埋め込まれていることを特徴とする
　貯蔵および搬送方法。
【請求項９】
　特に、請求項１から７のいずれか一項に記載の装置における使用、または、請求項８に
記載の方法における使用のための難燃剤パッドであって、
　カバーおよび充填剤を備え、前記充填剤が、不活性、非導電性、かつ不燃性であり、吸
収性の、少なくとも７５０度に達する温度に耐性がある中空ガラス粒状体のみで構成され
た難燃剤と、好ましくは、０．１ｍｍから１０ｍｍの間、特に０．１ｍｍから５ｍｍの間
の平均直径を有する、中空丸状の粒状体または、中空領域が設けられた丸状粒状体と、耐
温性、ダスト不透過性、透湿性、かつ可撓性の織物で構成された前記カバーとで構成され
た
　難燃剤パッド。
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