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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のリチウムイオン電池を収納した蓄電装置に設ける消火装置に於いて、
　前記蓄電装置の内部空き空間に対応した所定量の粉末絶縁剤が充填された絶縁剤収納手
段と、
　前記絶縁剤収納手段に充填された前記粉末絶縁剤を加圧する加圧手段と、
　前記リチウムイオン電池の異常に伴う火災を検出した場合に、前記加圧手段の作動によ
り前記絶縁剤収納手段に充填された粉末絶縁剤を加圧し、前記蓄電装置内に前記粉末絶縁
剤を消火砂として放出させる消火制御手段と、
を備え、
　前記加圧手段は、
　一端を前記絶縁剤収納手段内に開口し、他端を前記蓄電装置内に開口する放出管を備え
、固形消化剤の燃焼により前記粉末絶縁剤を加圧することを特徴とする消火装置。
【請求項２】
　請求項１記載の消火装置に於いて、前記加圧手段は、
　一端を閉鎖すると共に他端を前記絶縁剤収納手段側に開口し、燃焼により消火用エアロ
ゾルを発生する固形消火剤が収納された固形消火剤収納部と、
　前記固形消火剤収納部の開口側に配置された火炎噴出防止部材と、
を備えたことを特徴とする消火装置。
【請求項３】
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　請求項１記載の消火装置に於いて、前記加圧手段は、前記放出管を封止し、前記粉末絶
縁剤の加圧により破れる封止部材を備えたことを特徴とする消火装置。
【請求項４】
　請求項１記載の消火装置に於いて、前記消火制御手段は、
　前記火災を検出した場合に、前記加圧手段を作動させると共に外部に消火起動検出信号
を出力する起動回路部と、
　前記起動回路部との間を信号線で接続したコネクタと、
　前記コネクタに着脱自在に設けられ、前記消火起動検出信号を外部に出力する信号線を
前記コネクタに接続するプラグと、
を備えたことを特徴とする消火装置。
【請求項５】
　請求項４記載の消火装置に於いて、
　前記起動回路部は、ヒータの通電加熱により前記固形消火剤を燃焼させることを特徴と
する消火装置。
【請求項６】
　請求項１記載の消火装置に於いて、前記消火制御手段は、前記火災による熱を受けた場
合に、絶縁被覆の溶融により一対の信号線を短絡状態に接触させる熱感知ケーブルを備え
たことを特徴とする消火装置。
【請求項７】
　請求項６記載の消火装置に於いて、前記熱感知ケーブルは、前記蓄電装置に収納された
全てのリチウムイオン電池に備わる安全弁の近傍を通るように布設されたことを特徴とす
る消火装置。
【請求項８】
　請求項１記載の消火装置に於いて、前記複数のリチウムイオン電池が収納された電池収
納容器の蓋部材の上部外側、又は当該蓋部材の内側に配置されたことを特徴とする消火装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のリチウムイオン電池を収納した蓄電装置に設けて消火する消火装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ガソリンや軽油を燃料としたエンジンを動力源とする自動車以外に、エンジンと
モーターを搭載したハイブリッド自動車が急増している。この背景には原油価格の上昇に
より、低燃費車の需要が増加したことや、環境負荷低減の意識向上によりCO2排出量の少
ないハイブリッド自動車の需要が増加したことにある。さらに、このようなハイブリッド
車に加え、電気モーターのみを動力源とし、走行時のCO2排出量がゼロである電気自動車
も徐々に普及がはじまっている。
【０００３】
　ハイブリッド自動車や電気自動車の車体には、複数の単電池を配列して直列且つ並列接
続した高電圧且つ大容量の蓄電装置が搭載されている。蓄電装置はセルと呼ばれる単電池
を複数接続した組電池で構成され、密閉容器に収納している。また蓄電装置に搭載する単
電池は、従来のニッケル・水素電池から一般家庭でも充電が可能なリチウムイオン電池へ
移行しており、今後も単電池の高性能化が期待されている。
【０００４】
　また、航空機の分野においても、小型で容量が大きく軽量化に寄与するリチウムイオン
電池を用いた蓄電装置を搭載した航空機が実用化され、運用を開始している。
【０００５】
　更に、近年、一般住宅、オフィス、公共施設などを対象にした定置型のリチウムイオン
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電池を用いた蓄電装置も急速に広がっており、リチウムイオン電池を用いたことで、数百
Ｗｈから２～３ｋＷｈ程度の蓄電容量をもった建物内に簡単に設置して使用可能な小型の
蓄電装置を実現している。
【０００６】
　定置型の蓄電装置は、建物内に引き込まれた商用交流系統のコンセント等に接続して入
力した交流電力を直流電力に変換して蓄電し、テレビ、パーソナルコンピュータ等の電子
機器、照明機器といった日常生活で重要度の高い負荷、所謂重要負荷を接続しておくこと
で、商用交流系統の停電時は勿論のこと、平常時にも、必要に応じて蓄電した直流電力を
交流電力に変換して出力して動作するようにしている。
【０００７】
　また、商用交流系統からの交流電力による蓄電装置の蓄電を、電気料金が安くなる深夜
の時間帯に行い、消費電力が最大となる昼間の電力ピークの時間帯に、蓄電装置に蓄電し
た直流電力を交流電力に変換して負荷へ供給し、商用交流系統からの電力消費を低減し、
節電と経済的な電力の活用を可能としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１２－１２９００９号公報
【特許文献２】特開２０１１－２５４９０６号公報
【特許文献３】特開２０１１－１６５６２８号公報
【特許文献４】特開２００７－２９５７０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、このようなリチウムイオン電池を用いた蓄電装置にあっては、リチウム
イオン電池を複数接続して大容量を実現しているが、リチウムイオン電池が内部ショート
や過充電等の種々の原因で熱暴走した場合、電池温度が著しく上昇し、電池内部の圧力が
上昇し、その結果、リチウムイオン電池の破裂や発火が起き、蓄電装置を火元とした電気
火災が発生する恐れがある。
【００１０】
　蓄電装置に収納したリチウムイオン電池は電解液にジメチルカーボネート、ジエチルカ
ーボネートなどの可燃性液体を用いており、可燃性液体がある限り、条件がそろえば発火
する。リチウムイオン電池の発火のメカニズムは熱暴走であり、セルの内部短絡、セル内
部の異常発熱、外部短絡、外部異常過熱、過大電流、過大電圧などがトリガとなり、セル
内部での温度上昇が発生し、この発熱がある限界値を越えると、その挙動はコントロール
出来ずに連読的に、昇温反応を起こし昇温現象が発生する。これが熱暴走である。
【００１１】
　リチウムイオン電池の熱暴走時の挙動は、短時間に急激な昇温反応を示し、電解液が急
激に熱せられ、膨張し、ガス化して噴出し、セルに設けた安全弁が作動（破裂）して電解
液を噴出し、電解液が可燃性液体であることからセルから火炎が噴出する。
【００１２】
　セルから噴出する火炎の度合いはリチウムイオン電池の充電量による異なることが、各
種の火災実験の結果として報告されている。リチウムイオン電池の発熱分解時に放出され
る酸素量は、充電状態の違いで異なっており、満充電（ＳＯＣ１００％）時がもっとも酸
素量放出が多いといわれている。このため充電量の多い電池と充電量の少ない電池では酸
素放出量の違いが存在し、充電量が多いほどセルから火炎が強く噴出し、満充電の場合に
は爆発的な火炎の噴出となっている。
【００１３】
　密閉容器を使用した蓄電装置に収納している複数のリチウムイオン電池のいずれかが熱
暴走により発火した場合、セルから噴出した火炎は容器内の空き空間に広がって容器内部
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を火炎で満たし、容器内の酸素が火炎により消費されてなくなっても、セル自体からの酸
素放出が続くために噴出する電解液の火炎は衰えることがなく、蓄電装置の内部温度が急
激に上昇し、隣接するリチウムイオン電池が加熱され、連鎖的に熱暴走を起こす可能性が
ある。またセルから噴出した電解液は高い電気導電性をもち、そのため蓄電内部に噴出し
た場合に、リチウムイオン電池の電極端子間や接続バーの間に付着すると外部短絡を引き
起こし、過大な短絡電流が流れることで、隣接するリチウムイオン電池が連鎖的に熱暴走
を起こす可能性がある。
【００１４】
　このような熱暴走による発火の問題に対しては、各種の安全対策がとられ、安全性の向
上が日々図られている。この点に関し「電池の安全性向上が見られるのは事実である。し
かし、火災・爆発に至る確率を小さくしているのであって、火災・爆発が起こらないこと
を意味するものではない」とする学識経験者の見解も示されている。
【００１５】
　しかしながら、従来、自動車、航空機、更に建物にリチウムイオン電池を収納した蓄電
装置を設置した場合の電気火災に対し、密閉容器の外部で起きた火災に対応して消火抑制
する消火装置や消火設備は各種提案され実用化されているが、密閉容器内で起きたリチウ
ムイオン電池の熱暴走に起因した発火に対応して直接的に消火抑制するために有効な消火
装置や消火設備は実現されていない。
【００１６】
　また蓄電装置の電気火災が発生した際に、従来の水系消火設備による消火活動は、火災
を消火或いは抑制するどころか、感電事故等の二次災害を誘発する危険性が高い。
【００１７】
　本発明は、蓄電装置の容器内で起きているリチウムイオン電池の異常に伴う火災を直接
的に消火抑制して連鎖的な火災の拡大を阻止することを可能とする消火装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　（消火装置）
　本発明は、複数のリチウムイオン電池を収納した蓄電装置に設ける消火装置に於いて、
　蓄電装置の内部空き空間に対応した所定量の粉末絶縁剤が充填された絶縁剤収納手段と
、
　絶縁剤収納手段に充填された粉末絶縁剤を加圧する加圧手段と、
　リチウムイオン電池の異常に伴う火災を検出した場合に、加圧手段の作動により絶縁剤
収納手段に充填した粉末絶縁剤を加圧し、蓄電装置内に粉末絶縁剤を消火砂として放出さ
せる消火制御手段と、
を備え、
　加圧手段は、一端を絶縁剤収納手段内に開口し、他端を蓄電装置内に開口する放出管を
備え、固形消化剤の燃焼により粉末絶縁剤を加圧することを特徴とする。
【００１９】
　（固形消火剤を加圧源とする消火装置）
　加圧手段は、
　一端を閉鎖すると共に他端を絶縁剤収納手段側に開口し、燃焼により消火用エアロゾル
を発生する固形消火剤が収納された固形消火剤収納部と、
　固形消火剤収納部の開口側に配置された火炎噴出防止部材と、
を備える。
【００２０】
　（加圧手段及び消火制御手段）
　加圧手段は、放出管を封止し、粉末絶縁剤の加圧により破れる封止部材を備える。
　消火制御手段は、
　火災を検出した場合に、加圧手段を作動させると共に外部に消火起動検出信号を出力す
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る起動回路部と、
　起動回路部との間を信号線で接続したコネクタと、
　コネクタに着脱自在に設けられ、消火起動検出信号を外部に出力する信号線をコネクタ
に接続するプラグと、
を備える。
【００２１】
　起動回路部は、ヒータの通電加熱により固形消火剤を燃焼させる。

                                                                                
  
【００２２】
　（熱感知ケーブル）
　消火制御手段は、火災による熱を受けた場合に、絶縁被覆の溶融により一対の信号線を
短絡状態に接触させる熱感知ケーブルを備え、当該熱感知ケーブルは、蓄電装置に収納さ
れた全てのリチウムイオン電池に備わる安全弁の近傍を通るように布設される。
【００２３】
　（消火装置の配置場所）
　消火装置は、複数のリチウムイオン電池が収納された電池収納容器の蓋部材の上部外側
、又は当該蓋部材の内側に配置される。
【発明の効果】
【００２４】
（基本的な効果）
　本発明の消火装置は、蓄電装置に収納した複数のリチウムイオン電池の何れかが内部シ
ョートや過充電等の種々の原因で熱暴走して破裂や発火が起きた場合に、蓄電装置の空き
空間に見合った十分な量の粉末絶縁剤を蓄電装置内へ放出するようにしたため、蓄電装置
内の空き空間が放出された粉末絶縁剤で充満され、熱暴走したリチウムイオン電池から噴
出している電解液の火炎を粉末絶縁剤により包み込むと共に霧化した電解液を吸着し、粉
末絶縁剤が所謂消火砂として機能することで火炎を消火抑制し、他のリチウムイオン電池
の加熱を抑えて連鎖的な熱暴走を防止可能とし、最悪であっても蓄電装置内の火災に留め
、外部にまで及ぶ火災の拡大を未然に防止することを可能とする。
【００２５】
　また、熱暴走したリチウムイオン電池から電解液が噴出している空き空間に粉末絶縁剤
を放出することで、霧化した電解液と粉末絶縁剤が混合し、粉末絶縁剤と混合した電解液
の導電性が低下して絶縁抵抗が高くなり、粉末絶縁剤と混合した電解液が他のリチウムイ
オン電池の電極端子間やバスバー（電極接続バー）間に付着しても、導電性が低下したこ
とで短絡電流を抑制し、外部短絡による連鎖的な熱暴走を確実に防止可能とする。
【００２６】
　（粉末絶縁剤による効果）
　また、粉末絶縁剤として雲母粉末剤を使用することで、高い絶縁抵抗が確保できると共
に、高い耐熱性が確保でき、また市販されている工業用の乾式粉砕雲母粉を利用すること
で、コスト低減ができる。
【００２７】
　また、雲母粉末剤などの粉末絶縁剤に所定量の粉末消火剤を混合することで、粉末絶縁
剤による消火砂としての機能に加え、リチウムイオン電池から噴出している火炎に粉末消
火剤を直接噴射して消火抑制することができる。
【００２８】
　（固形消火剤を加圧源とした場合の効果）
　また、粉末絶縁剤の加圧源として、固形消火剤の燃焼により発生する消火用エアロゾル
を用いるため、通常状態では固形消火剤を粉末絶縁剤から隔離して収納するだけでよく、
耐圧が要求されない小型の加圧源とすることができ、また火災を検知した場合は、固形消
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火剤の燃焼による消火用エアロゾルの発生による加圧で継続的に、蓄電装置内に粉末絶縁
剤を放出することができる。
【００２９】
　また、粉末絶縁剤を加圧するために固形消火剤の燃焼により発生する消火用エアロゾル
は、２μｍ程度の微粒子であり、塩化カリウム、塩化ナトリウム、炭酸ナトリウム、硫酸
ナトリウムなどを主成分とし、これに窒素、二酸化炭素、水蒸気などが含まれ、水系消火
剤を使用できない電気火災に好適であり、このため消火装置は、蓄電装置内に、粉末絶縁
剤と消火用エアロゾルを混合して放出することとなり、リチウムイオン電池の火災に対し
、より高い消火抑制を行うことが可能となる。
【００３０】
　（不活性ガスを加圧源とした場合の効果）
　また、粉末絶縁剤の加圧源として、ガスボンベに加圧充填した窒素ガスや二酸化炭素ガ
スなどの不活性ガスを用いるため、ガスボンベは耐圧が要求されるが、蓄電装置の空き空
間の容積が小さいことから、必要とする不活性ガスの量も少なく済み、小型の加圧源とす
ることができる。
【００３１】
　また、不活性ガスとして窒素ガスや二酸化炭素ガスを用いた場合には、蓄電装置内に、
粉末絶縁剤と窒素ガス又は二酸化炭素ガスを混合して放出することとなり、窒素ガス又は
二酸化炭素ガスによる窒息消火が加わることで、リチウムイオン電池の火災に対し、より
高い消火抑制を行うことが可能となる。
【００３２】
　また、不活性ガスによる加圧で蓄電装置内に粉末絶縁剤を放出した場合、蓄電装置の内
部圧力が増加するが、蓄電装置の内部圧力の増加に伴う雰囲気を導入しフィルタを通して
外部に排出する排出部を消火装置に設けることで、蓄電装置の内部圧力の増加を抑え、蓄
電装置の破裂を防止する。
【００３３】
　（熱感知ケーブルによる効果）
　また、蓄電装置に収納したリチウムイオン電池の異常に伴う電気火災の検知は、例えば
熱感知ケーブルがリチウムイオン電池の熱暴走に伴う火炎の熱を受けた場合の絶縁被覆の
溶融により一対の信号線を短絡状態に接触させることで検知しており、温度センサなどを
使用した場合に必要な火災を検知する閾値温度の設定や、閾値と検出温度の比較判断を不
要とし、簡単且つ確実に、リチウムイオン電池の異常に伴う火災を検知して消火抑制でき
る。
【００３４】
　また、熱感知ケーブルを蓄電装置に収納している全てのリチウムイオン電池に設けた安
全弁の近傍を横切るように布設するため、熱感知ケーブルの布設という簡単な構成により
、全てのリチウムイオン電池の各々に対し異常に伴う火災を確実に検出して消火抑制がで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】消火装置を外付けした蓄電装置を示した説明図
【図２】固形消火剤を加圧源とする消火装置の縦断面を示した断面図
【図３】図１の蓄電装置の蓋を外して装置本体の内部を示した平面図
【図４】図１の消火装置の蓋を外して本体内部を示した平面図
【図５】消火装置に内蔵した起動回路部の実施形態を示した回路図
【図６】消火装置の動作を示した説明図
【図７】不活性ガスを加圧源とする消火装置の縦断面を示した断面図
【図８】図７の蓄電装置の蓋を外して装置本体の内部を示した平面図
【発明を実施するための形態】
【００３６】
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［消火装置の構成］
　図１は本発明による消火装置を外付けした蓄電装置を示した斜視図、図２は固形消火剤
を加圧源とした図１の消火装置及び蓄電装置の縦断面を示した断面図、図３は蓄電装置の
蓋を外して装置本体内を示した平面図、図４は消火装置の蓋を外して本体内部を示した平
面図である。
【００３７】
　（蓄電装置の概要）
　図１、図２及び図３に示すように、蓄電装置１０は例えば航空機用であり、上部に開口
した箱型の収納容器本体１２と、収納容器本体１２の開口に装着してビスなどで固定した
収納容器蓋１４を備え、収納容器本体１２と収納容器蓋１４で蓄電装置１０の収納容器を
構成する。なお、蓄電装置１０は、電池モジュール或いは電池パックとも呼ばれる。
【００３８】
　収納容器本体１２の手前側の側壁には、蓄電装置１０の正極出力端子１６ａと負極出力
端子１６ｂ、及び各種の制御信号や検出信号を入出力する信号線を接続するコネクタ１８
を取付けている。
【００３９】
　収納容器本体１２には、組電池として例えば８個のリチウムイオン電池２０を収納して
いる。リチウムイオン電池２０は、単電池（電池セル）として知られた非水電解質二次電
池であり、例えば、アルミニウムまたはアルミニウム合金で形成した矩形箱型の外装容器
に、非水電解液と共に電極体を収納している。
【００４０】
　リチウムイオン電池２０の電極体は、例えば、正極板及び負極板をその間にセパレータ
を介在させて渦巻き状に捲回すことにより、矩形形状に形成している。リチウムイオン電
池２０の外装容器の上端には正極及び負極となる一対の電極端子２２を取出している。ま
たリチウムイオン電池２０の一方の側壁には安全弁２５を設けている。安全弁２５は外装
容器に設けた開口を薄いアルミニウム板で閉鎖しており、熱暴走などにより内部圧力が増
加した場合、所定圧力で作動（破裂）して外装容器の破裂を防止する。
【００４１】
　ここで、リチウムイオン電池２０の外形サイズは、例えば（高さ＝１７０ｍｍ～１８０
ｍｍ）×（横幅＝１３０ｍｍ～１４０ｍｍ）×（奥行＝５０ｍｍ～６０ｍｍ）程度となる
。また蓄電装置の外形サイズは、例えば（高さ＝２００ｍｍ～２２０ｍｍ）×（横幅＝２
７０ｍｍ～２９０ｍｍ）×（奥行＝３２０ｍｍ～３４０ｍｍ）程度となる。
【００４２】
　収納容器本体１２の内部には、８個のリチウム電池２０を２列に４個並べて収納してお
り、正極と負極の電極端子２２が交互に向かい合うように収納し、これにより隣接する電
池間の正極と負極の電極端子２２の間にプレート状のバスバー（電極接続バー）２４を装
着し、８個のリチウムイオン電池を直列接続し、直列接続した場合の両端となる正極と負
極の電極端子２２をバスバー２４により縦置きで収納した回路基板２８の一方に連結して
いる。
【００４３】
　回路基板２８にはバッテリーマネジメントユニット（ＭＢＵ）が実装され、電池電圧、
内部温度を監視し、異常を検出した場合は、充電を停止するように外部に設置した充電器
に信号を出力する機能を備えている。
【００４４】
　リチウムイオン電池２０の安全弁２５は例えば正極の電極端子２２側の側面に設けてお
り、収納容器本体１２に組み込んだ場合、図３の平面図に示すように、安全弁２５は外側
又は他の電池と相対する中央側に位置している。
【００４５】
　リチウムイオン電池２０の平均セル電圧を例えば３．５ボルトとすると、図３に示す８
個のリチウムイオン電池２０の直列接続により、組電池の電圧は２８ボルトとなり、蓄電
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装置１０の正極出力端子１６ａと負極出力端子１６ｂの電圧も２８ボルトとなる。なお、
リチウムイオン電池２０の数は、必要とする組電池の必要電圧に対応した数とする。また
、複数のリチウムイオン電池２０の接続は、所定数のリチウムイオン電池を並列接続した
組電池とし、この組電池を複数直列接続しても良い。
【００４６】
　［消火装置の概要］
　図１、図２及び図４に示すように、蓄電装置１０における収納容器蓋１４の上部に消火
装置３０を外付けにより固定配置している。
【００４７】
　消火装置３０は、蓄電装置１０の収納容器内に収納したリチウムイオン電池２０の熱暴
走に伴う火災を検出した場合に、固形消火剤の燃焼により発生した消火用エアロゾルを加
圧源として、消火装置３０に充填している粉末絶縁剤を蓄電装置１０内に放出して消火抑
制する。
【００４８】
　消火装置３０は装置本体３０ａと蓋部材３０ｂで構成した密閉容器であり、横幅と奥行
を蓄電装置１０と同じにした箱型形状をもつ。装置本体３０ａ内は図４の平面図に示すよ
うに、仕切板４１により３つの区画に分け、両側の区画に消火装置３０の絶縁剤収納手段
と加圧手段を各々設け、中央の区画に消火制御手段を設けている。
【００４９】
　（絶縁剤収納手段の構成）
　消火装置３０の絶縁剤収納手段となる絶縁剤収納部３２には、粉末絶縁剤として雲母粉
末剤３４を充填している。雲母粉末剤３４は工業用として市販されている乾式粉砕雲母粉
を使用することができ、例えば平均粒子径を５～１０μｍとした超微粒子の雲母粉が好適
である。雲母粉は、体積抵抗率が１０8Ω－ｍ以上と高い電気絶縁性をもち、また熱分解
温度も９００～１０００℃程度と高い耐熱性を備える。
【００５０】
　絶縁剤収納部３２に充填する雲母粉末剤３４の量は、蓄電装置１０の内部空き容積に対
応した所定量、例えば内部空き空間の容積と同程度の量とする。蓄電装置１０に収納して
いるリチウムイオン電池２０の何れかが熱暴走を起して安全弁２５が作動（破裂）して発
火した電解液を噴出した場合、電解液の噴出による火炎は蓄電装置１０の内部空き空間に
広がることから、この内部空き空間にその容積と同程度の量の雲母粉末剤３４を放出する
ことで、蓄電装置１０の内部空き空間を雲母粉末剤３４で充満させることを可能とする。
【００５１】
　また、粉末絶縁剤としての雲母粉末剤３４に所定量の粉末消火剤を混合し、消火抑制効
果を更に高めるようにしても良い。この粉末消火剤としては、木材、紙、繊維などの普通
火災Ａ、灯油、ガソリンなどの油類の火災Ｂ、配電盤、コンセントなどの電気火災Ｃに対
応したＡＢＣ式の粉末消火剤とする。
【００５２】
　（加圧手段の構成）
　消火装置３０の加圧手段は、固形消火剤収納部４０、火炎噴出防止部材５０、放出管３
６及び封止部材３８で構成する。
【００５３】
　固形消火剤収納部４０は、仕切部材４４により一端を閉鎖すると共に他端を絶縁剤収納
部３２側に開口し、固形消火剤４２を収納している。
【００５４】
　固形消火剤４２は中央横方向に通し穴を形成し、通し穴の開口側に火薬等を使用した点
火剤４６を埋込み配置し、更に、点火剤４６の中には点火に使用するヒータ４８を埋込み
配置している。固形消火剤４２に設けた通し穴は、点火剤４６により固形消火剤４２に点
火した場合に、通し穴から外側に向って固形消火剤４２を効率良く燃焼させる役割を果た
す。
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【００５５】
　点火剤４６として火薬を使用した場合、ヒータ４８の通電加熱による点火剤４６の起爆
により発生する爆風を加圧源として、絶縁剤収納部３２に収容した雲母粉末剤３４を爆風
により急速に攪拌加圧し、また爆風により発生した強い圧力で放出管３６の封止部材３８
を破り、放出管３６から蓄電装置１０の内部に雲母粉末剤３４を短時間に放出可能とする
。
【００５６】
　固形消火剤４２は、燃焼により消火用エアロゾルを発生し、絶縁剤収納部３２に充填し
ている雲母粉末剤３４を蓄電装置１０の内部に放出するための加圧源として機能すると共
に消火剤として機能する。消火用エアロゾルは、２μｍ程度の超微粒子であり、その主成
分は、金属の酸化物、炭酸塩あるいは燐酸塩あるいはその混合物を含有している。
【００５７】
　具体的には、塩化カリウム、塩化ナトリウム、炭酸ナトリウム、硫酸ナトリウムなどを
主成分とし、これに窒素、二酸化炭素、水蒸気などが含まれている。このような主成分を
持つ消火用エアロゾルにあっては、消火用エアロゾルそのものに毒性がなく、環境に優し
い発生ガスということができる。
【００５８】
　固形消火剤４２の燃焼により発生した消火用エアロゾルによる消火作用は、火災の発生
により燃焼している燃焼の活性中心を消滅、抑制する作用により消火を行うものであり、
水系消火剤を使用することのできない電気火災に好適な消火作用が得られる。
【００５９】
　固形消火剤４２の量は例えば蓄電装置１０の内部空き容積に応じて決める。閉鎖空間と
なる消火対象エリア１立方メートル当たりを消火するに必要な消火用エアロゾルを発生す
るための固形消火剤４２の重量は、８０グラム～２００グラム程度であり、これに基づき
、消火対象とする蓄電装置１０の内部空き容積に応じた量の固形消火剤４２を収納してい
る。
【００６０】
　本実施形態の消火装置３０が消火対象とする蓄電装置１０の内容積は、例えば０．０２
立方メートル程度であり、これに複数のリチウムイオン電池２０で構成した組電池、回路
基板、バスバー等を収納することから、実際の内部空き容積は更に小さなものとなる。例
えば蓄電装置１０の内部空き容積を０．０１立方メートルとした場合に必要な固形消火剤
の重量は８グラム～２０グラム程度となる。
【００６１】
　従来から電気設備等に用いられる消火設備として、ガス消火設備や粉末消火設備が一般
に使用されているが、これらの消火設備は消火剤を放出するにあたり多量の高圧ガスを必
要とする。その為、密閉度の高い収納容器内で消火用ガスや粉末を放出した場合は、収納
容器の破裂に繋がり消火効果の低減や火災の延焼拡大の可能性がある。本実施形態の消火
装置３０では収納容器内の加圧は点火剤４６に点火した短時間であり、その後は少量の固
形消火剤４２の燃焼により発生するエアロゾル放出による微少加圧であるため、従来のガ
ス消火設備や粉末消火設備と比較して蓄電装置１０内の圧力上昇は非常に小さく、蓄電装
置１０の破裂は回避できる。
【００６２】
　固形消火剤４２を収納した固形消火剤収納部４０の開口側には火炎噴出防止部材５０を
配置する。火炎噴出防止部材５０の具体例としては、ガラスや磁器などの細径パイプを複
数並べて炎の噴出しを抑制する構造、複数の金網を分離配置して炎の噴出しを抑制する構
造、ガラスや磁器などのボールを複数配置して炎の噴出しを抑制する構造、更には複数の
金網の間にガラスや磁器などのボールを複数配置して炎の噴出しを抑制する構造とする。
【００６３】
　火炎噴出防止部材５０に続いては複数のノズル孔５４を形成した仕切部材５２を配置し
、絶縁剤収納部３２側に点火剤４６の起爆により発生した爆風により破れる薄い封止部材
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５６を設けて閉鎖し、絶縁剤収納部３２に充填している雲母粉末剤３４が入らないように
している。ノズル孔５４を閉鎖する封止部材５６は、アルミニウム箔、合成樹脂薄膜など
を使用し、ノズル孔５４の外側に接着固定する。
【００６４】
　放出管３６は一端を絶縁剤収納部３２に開口すると共に、他端を収納容器蓋１４を貫通
して蓄電装置１０内に開口し、その入口側に粉末雲母剤３４の加圧により破れる封止部材
３８を配置し、粉末雲母剤３４が蓄電装置１０内に落下しないように封止している。放出
管３６を封止する封止部材３８は、封止部材５６と同様、アルミニウム箔、合成樹脂薄膜
などを使用し、放出管３６の入口側に接着固定する。
【００６５】
　放出管３６の蓄電装置１０側は有底であり、底部及びその周囲に開口を形成し、加圧供
給された雲母粉末剤３４を、下方及び横方向に拡散放出可能としている。
【００６６】
　（消火制御手段の構成）
　消火装置３０の消火制御手段は、熱感知ケーブル６４を用いた火災検出部、起動回路部
６０、コネクタ６２、プラグ６３を備える。
【００６７】
　図４に示した消火装置３０の中央の区画には起動回路部６０を収納しており、起動回路
部６０から火災検知部として機能する熱感知ケーブル６４を、絶縁シール６５を介して蓄
電装置１０内に引き出して布線している。熱感知ケーブル６４は、ビニールなどの樹脂で
絶縁被覆した２本の撚られた信号線であり、２本の信号線の間に起動回路部６０から電圧
を印加しており、火災による熱を受けた場合の絶縁被覆の溶融により一対の信号線が短絡
状態に接触し、感知電流が流れることで火災を検出する。
【００６８】
　蓄電装置１０に引き込まれた熱感知ケーブル６４は、蓄電装置１０に収納しているリチ
ウムイオン電池２０の安全弁２５の近傍を通過するように布線し、熱暴走したリチウムイ
オン電池２０の安全弁２５の作動（破裂）で噴出する電解液の火炎を受けて火災を検出可
能としている。
【００６９】
　また、起動回路部６０は固形消火剤４２の点火剤４６に設けたヒータ４８を信号線によ
り接続し、火災を検出した場合又は外部から消火起動指示信号を受けた場合、ヒータ４８
に通電して点火剤４６により固形消火剤４２に点火し、その燃焼により消火用エアロゾル
を発生し、雲母粉末剤３４を蓄電装置１０内に加圧放出させる。
【００７０】
　また、起動回路部６０の近傍の装置本体３０ａにはコネクタ６２を設け、外部からプラ
グ６３を接続可能とし、プラグ６３を介して信号線７２，７４を外部に引き出している。
信号線７２は、外部から消火起動指示信号を入力し、消火装置３０を遠隔的に動作させる
。信号線７４は、消火装置３０を動作した場合に消火起動検出信号を外部へ出力する。こ
のためコネクタ６２に図示しない外部装置側からの信号線７２，７４をプラグ６３により
接続しておくことで、外部装置側からの消火起動火指示信号による消火装置３０の動作を
可能とし、また、外部装置側の表示パネルなどに、消火装置３０の起動を表示することを
可能とする。
【００７１】
　（起動回路部の構成）
　図５は、図４の消火装置３０の中央の区画に配置した起動回路部６０の実施形態を示し
た回路図である。図５に示すように、起動回路部６０は、蓄電装置１０内に布線した熱感
知ケーブル６４を接続すると共に、プラグ６３及びコネクタ６２を介して消火起動指示信
号を入力する信号線７２、及び消火起動検出信号を出力する信号線７４を接続している。
なお、消火起動指示信号を入力する信号線７２は通常監視状態で開放状態にあり、消火起
動指示信号を入力する場合は、短絡状態となる。
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【００７２】
　起動回路部６０には、トランジスタ８４、リレー８６、抵抗７８，８０，８２を備えた
ヒータ駆動回路及び電池電源７６を設ける。電池電源７６は釦電池などの一次電池であり
、外部からの電源供給を不要としている。
【００７３】
　トランジスタ８４は、抵抗７８，８０の分圧電圧を、抵抗８２を介してベースに印加し
ており、熱感知ケーブル６４には抵抗７８，８０を介して電池電源７６からの電源電圧を
常時、印加している。ここで、通常監視状態でトランジスタ８４はオフであり、また熱感
知ケーブル６４の一方の信号線には電源電圧のみが印加されるだけで電流は流れておらず
、起動回路部６０の消費電量は漏れ電流などに起因した極く僅かな消費電流だけであり、
電池電源７６として一次電池を使用しても、必要にして十分な電池寿命を確保可能である
。
【００７４】
　トランジスタ８４はＰＮＰトランジスタであり、コレクタ側に負荷としてリレー８６を
接続しており、通常監視状態にあっては、熱感知ケーブル６４は２本の信号線のビニール
などによる絶縁被覆で開放状態にあり、電池電源７６から電流は流れず、トランジスタ８
４はエミッタ，ベース間の電圧が０ボルトであることからオフ状態となっている。
【００７５】
　リレー８６は、その常開リレー接点９０ａ，９０ｂを介して一対のヒータ４８を接続し
ている。また、リレー８６の常開リレー接点８８をトランジスタ８４のエミッタ・コレク
タ間に接続し、ラッチ回路を形成している。更に、コネクタ６２の端子に消火起動検出信
号を出力するためのリレー接点９２を接続している。
【００７６】
　蓄電装置１０に収納したリチウムイオン電池２０の熱暴走で作動した安全弁２５から噴
き出す電解液の火炎の熱を受けて熱感知ケーブル６４の絶縁被覆であるビニールが溶け、
２本の信号線が接触状態になると、抵抗７８、８０を介して熱感知ケーブル６４に電流が
流れる。このため、抵抗７８に生ずる電圧によりトランジスタ８４のエミッタ・ベース間
にバイアス電圧が加わり、これによってトランジスタ８４がオンしてリレー８６を作動す
る。
【００７７】
　リレー８６が作動すると常開リレー接点９０ａ，９０ｂが閉じ、一対のヒータ４８のそ
れぞれに通電し、ヒータ４８の通電による加熱で点火剤４６を起爆し、これに伴い固形消
火剤４２に点火して燃焼することで消火用エアロゾルを発生して、爆風及び消火用エアロ
ゾルにより雲母粉末剤３４を攪拌加圧し、放出管３６から蓄電装置１０内に消火用エアロ
と共に雲母粉末剤３４を放出させる。
【００７８】
　またリレー８６の作動により常開リレー接点８８が閉じることで、リレー８６を作動状
態にラッチし、これによって、熱感知ケーブル６４の短絡状態の変動による誤動作を防ぐ
ようにしている。
【００７９】
　更に、リレー接点９２が閉じることで、信号線７４を介して外部に対し消火動作が行わ
れたことを示す消火起動検出信号を出力し、必要に応じて消火起動検出信号を受信した外
部装置で電池火災に対する消火装置の起動を表示して知らせる。
【００８０】
　一方、外部装置側から必要に応じて消火起動指示信号が入力されると、信号線７２は短
絡状態となり、熱感知ケーブル６４により火災検知した場合と同様に、抵抗７８、８０を
介して信号線７２に電流が流れてトランジスタ８４がオンし、リレー８６の作動で常開リ
レー接点９０ａ，９０ｂが閉じてヒータ４８に通電し、点火剤４６を起爆して固形消火剤
４２を燃焼することで消火用エアロゾルを発生して、爆風及び消火用エアロゾルにより雲
母粉末剤３４を攪拌加圧し、放出管３６から蓄電装置１０内に消火用エアロゾルと共に雲



(12) JP 6189603 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

母粉末剤３４を放出させる。
【００８１】
　（消火装置の動作）
　図６は消火装置３０の動作を示した説明図である。図６において、蓄電装置１０に収納
しているリチウムイオン電池２０のいずれかが熱暴走を起こして電池温度が著しく上昇し
、圧力上昇により安全弁２５が作動（破裂）し、充填している非水電解液が発火して火炎
を激しく噴き出す火災を起こした場合、消火装置３０の起動回路部６０が蓄電装置１０内
に布設した熱感知ケーブル６４の火災による短絡状態を検出し、ヒータ４８に通電加熱し
て点火剤４６を起爆し、これに伴い固形消火剤４２に点火して燃焼することで消火用エア
ロゾルを発生する。
【００８２】
　点火剤４６の起爆で発生した爆風は、火炎噴出防止部材５０を介して噴き出した後、仕
切部材５２のノズル孔５４の封止部材５６を破って爆風を噴出し、これにより絶縁剤収納
部３２に充填している雲母粉末剤３４を攪拌し、引き続き絶縁剤収納部３２には固形消火
剤４２の燃焼で発生した消火用エアロゾルが送り込まれる。絶縁剤収納部３２の内圧が所
定の圧力に達すると放出管３６を閉鎖している封止部材３８が破れ、雲母粉末剤３４が消
火用エアロゾルと共に放出管３６を通って蓄電装置１０内の空き空間に放出され、短時間
に空き空間に充満する。
【００８３】
　このため熱暴走を起こしたリチウムイオン電池２０から噴き出している電解液の火炎を
、放出した雲母粉末剤３４で包み込むと共に霧化した電解液を吸着し、雲母粉末剤３４は
消火砂として機能して、リチウムイオン電池２０から噴き出している火炎を消火抑制する
。また固形消火剤４２の燃焼により発生した消火用エアロゾルも蓄電装置１０内に継続的
に放出され、リチウムイオン電池２０から噴き出している火炎を消火抑制する。
【００８４】
　一方、蓄電装置１０内に放出した雲母粉末剤３４は、熱暴走を起こしたリチウムイオン
電池２０から噴出している霧化した電解液と混合し、雲母粉末剤３４と混合した電解液は
導電性が低下して絶縁抵抗が高くなり、雲母粉末剤３４と混合した電解液が他のリチウム
イオン電池２０の電極端子２２間やバスバー２４間に付着しても、導電性が低下したこと
で短絡電流を抑制し、外部短絡による連鎖的な熱暴走を防止可能とする。
【００８５】
　［不活性ガスを加圧源に用いた消火装置］
（消火装置の構成）
　図７は不活性ガスを加圧源とした図１の消火装置及び蓄電装置の縦断面を示した断面図
、図８は図７の消火装置の蓋を外して装置本体内を示した平面図である。
【００８６】
　図７及び図８に示すように、本実施形態の消火装置３０は、加圧手段に、ガス収納部と
なるボンベ９４、ガス放出ヘッド９８、ガス放出弁９６を設けている。ボンベ９４には不
活性ガスとして窒素ガス又は二酸化炭素ガスを加圧充填している。
【００８７】
　ガス放出ヘッド９８はボンベ９４に加圧充填した不活性ガスを絶縁剤収納部３２に放出
する。ガス放出弁９６はボンベ９４とガス放出ヘッド９８の間に設けられ、通常は閉鎖し
ており、起動回路部６０から開制御信号を受けた場合に開動作し、ボンベ９４に加圧充填
している不活性ガスをガス放出ヘッド９８から絶縁剤収納部３２に放出し、雲母粉末剤３
４を加圧し、放出管３６から蓄電装置１０内へ放出させる。
【００８８】
　また、起動回路部６０を配置した中央の区画には、蓄電装置１０内に連通する複数の連
通穴１００を開口し、更に外部に連通する排気口１０２を開口し、排気口１０２の内側に
はフィルタ１０４を配置している。
【００８９】
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　起動回路部６０は図５と基本的に同じになるが、常開リレー接点９０ａ，９０ｂの負荷
として、ヒータ４８に代えてガス放出弁９６の駆動部を設け、リレー接点９０ａ，９０ｂ
を閉じることで開制御信号を出力するようにしている。
【００９０】
　それ以外の構成は、図１乃至図５の固形消火剤を加圧源に用いた場合と同様になること
から、説明を省略する。
【００９１】
　（消火装置の動作）
　図７及び図８に示した消火装置３０の動作を説明すると次のようになる。蓄電装置１０
に収納しているリチウムイオン電池２０のいずれかが、熱暴走して安全弁２５が作動（破
裂）し、充填している非水電解液が発火して火炎を激しく噴き出す火災を起こした場合、
消火装置３０の起動回路部６０が蓄電装置１０内に布設した熱感知ケーブル６４の火災に
よる短絡状態を検出し、ガス放出弁９６を開動作し、ボンベ９４に加圧充填している不活
性ガスをガス放出ヘッド９８から絶縁剤収納部３２へ放出し、そこに充填している雲母粉
末剤３４を攪拌加圧する。
【００９２】
　絶縁剤収納部３２の内圧が所定の圧力に達すると放出管３６を閉鎖している封止部材３
８が破れ、雲母粉末剤３４が不活性ガスと共に放出管３６を通って蓄電装置１０内の空き
空間に放出され、短時間に空き空間に充満する。
【００９３】
　このため熱暴走を起こしたリチウムイオン電池２０から噴き出している着火した電解液
の火炎を、放出した雲母粉末剤３４で包み込むと共に霧化した電解液を吸着し、雲母粉末
剤３４は消火砂として機能して、リチウムイオン電池２０から噴き出している火炎を消火
抑制し、更に、ボンベ９４から放出した不活性ガスによっても、リチウムイオン電池２０
から噴き出している火炎を消火抑制する。
【００９４】
　一方、蓄電装置１０内に放出した雲母粉末剤３４は、熱暴走を起こしたリチウムイオン
電池２０から噴出している霧化した電解液と混合して絶縁抵抗が高くなり、電解液が他の
リチウムイオン電池２０の電極端子２２間やバスバー２４間に付着した場合の外部短絡に
よる連鎖的な熱暴走を防止可能とする。
【００９５】
　また、消火装置３０から雲母粉末剤３４を不活性ガスによる加圧で蓄電装置１０に放出
した場合、蓄電装置１０の内部圧力が不活性ガスにより増加するが、蓄電装置１０内は連
通穴１００を介して消火装置３０の中央の区画に連通し、更にフィルタ１０４を介して排
気口１０２から外部に連通しているため、蓄電装置１０内の内圧は所定圧力を超えること
がなく、蓄電装置１０の破裂は回避できる。また蓄電装置１０から外部に排出される雰囲
気はフィルタ１０４を通ることで、霧化した電解液、可燃性ガス、放出した雲母粉末剤な
どが除去され、外部への排出を抑制する。

                                                                                
  
【００９６】
　［本発明の変形例］
　（消火装置の配置）
　上記の実施形態にあっては、消火装置を蓄電装置における収納容器蓋の上に配置した場
合を例にとっているが、蓄電装置の収納容器蓋の内側に配置してもよい。この場合、消火
装置の底板に蓄電装置の容器収納蓋の構造を設ければ良い。
【００９７】
　（絶縁粉末剤）
　上記の実施形態は、粉末絶縁剤して雲母粉末剤を使用したが、これ以外に高い絶縁性と
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【００９８】
　（消火装置の構造）
　上記の実施形態にあっては、消火装置を３区画に分け、その内の２区画に絶縁剤収納手
段と加圧手段を別々に設けて二重化することで、信頼性を高めているが、消火装置を２区
画に分け、そのうちの１区画に絶縁剤収納手段と加圧手段を設けた構造としても良い。
【００９９】
　（消火装置の電源）
　また、上記の実施形態にあっては、消火装置に一次電池を用いた電池電源を内蔵して起
動回路部を動作しているが、蓄電装置の収納容器内に収納しているリチウムイオン電池（
二次電池）から電源を供給するようにしても良い。
【０１００】
　（火災検知部）
　また、上記の実施形態は、リチウムイオン電池の異常に伴う火災を検知する火災検知部
として熱感知ケーブルを設けているが、これ以外に、熱電対、サーミスタ等の温度センサ
、レーザパルス光を入射した場合の後方散乱光の強度から温度測定する光ファイバーセン
サなどの適宜の火災検知部を設けても良い。
【０１０１】
　（消火装置の用途）
　また、上記の実施形態は、航空機の蓄電装置を例にとるものであったが、自動車用、住
宅用のリチウムイオン電池を収納した蓄電装置の消火装置として同様に設けることができ
更に、それ以外の適宜の機器、装置、設備、施設に設置されるリチウムイオン電池を用い
た蓄電装置の消火装置についても、同様に適用可能である。
【０１０２】
　（その他）
　また、本発明は上記の実施形態に限定されず、その目的と利点を損なうことのない適宜
の変形を含み、更に上記の実施形態に示した数値による限定は受けない。
【符号の説明】
【０１０３】
１０：蓄電装置
２０：リチウムイオン電池
２５：安全弁
３０：消火装置
３２：絶縁剤収納部
３４：雲母粉末剤
３６：放出管
３８，５６：封止部材
４０：固形消火剤収納部
４２：固形消火剤
４６：点火剤
４８：ヒータ
５０：火炎噴出防止部材
６０：起動回路部
６４：熱感知ケーブル
９４：ボンベ
９６：ガス放出弁
９８：ガス放出ヘッド
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