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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集電体と、前記集電体の表面に形成された正極活物質層と、前記集電体の表面に形成さ
れた負極活物質層と、前記正極活物質層および前記負極活物質層に挟持された、セパレー
タに電解質が保持されてなる電解質層と、を有する単電池層が積層されてなる積層体が、
外装材に封入されてなる電池構造体であって、
　前記正極活物質層または前記負極活物質層の積層方向から見た形状が長方形であり、
　前記セパレータのショアＡ硬度が２０～１１０の範囲であり、
　前記活物質層の厚さが１５μｍ以下であり、
　前記長方形の短辺長さをｂ（ｍｍ）、前記長方形の面積をＳ（ｍｍ２）、前記電池構造
体の厚みをｃ（ｍｍ）とした際に、下記式１および式２を満たすことを特徴とする電池構
造体。
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【数１】

【請求項２】
　前記正極活物質層の厚さが１０μｍ以下であり、前記負極活物質層の厚さが１５μｍ以
下である、請求項１に記載の電池構造体。
【請求項３】
　集電体と、前記集電体の表面に形成された正極活物質層と、前記集電体の表面に形成さ
れた負極活物質層と、前記正極活物質層および前記負極活物質層に挟持された、セパレー
タに電解質が保持されてなる電解質層と、を有する単電池層が積層されてなる積層体が、
外装材に封入されてなる電池構造体であって、
　少なくとも２種類のショアＡ硬度の前記セパレータを含み、
　前記電池構造体の中心に向かって、同等の硬度またはより硬度の小さな前記セパレータ
が配置され、
　前記正極活物質層または前記負極活物質層の積層方向から見た形状が長方形であり、
　前記長方形の短辺長さをｂ（ｍｍ）、前記長方形の面積をＳ（ｍｍ２）、前記電池構造
体の厚みをｃ（ｍｍ）とした際に、下記式１および式２を満たすことを特徴とする電池構
造体。
【数２】

【請求項４】
　バイポーラ電極を２以上積層してなるバイポーラ構造であることを特徴とする請求項１
～３のいずれか１項に記載の電池構造体。
【請求項５】
　前記電極の外周が、前記電池構造体の厚みｃの１３０倍以上であることを特徴とする請
求項１～４のいずれか１項に記載の電池構造体。
【請求項６】
　前記電極の外周が、前記電池構造体の厚みｃの１５０～２０００倍であることを特徴と
する請求項５に記載の電池構造体。
【請求項７】
　前記電極の外周が７５０～１４５０ｍｍ、且つ前記電池構造体の厚みｃが０．１～１０
ｍｍであることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の電池構造体。
【請求項８】
　前記電池構造体の厚みｃが０．１～８ｍｍであることを特徴とする請求項１～７のいず
れかに記載の電池構造体。
【請求項９】
　前記電極の対角線が２６０～５５０ｍｍであり、２本の対角線の為す角のうち、大きく
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ない方の角度が６０～９０°であることを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の電
池構造体。
【請求項１０】
　前記外装材が、高分子－金属複合材からなることを特徴とする請求項１～９のいずれか
に記載の電池構造体。
【請求項１１】
　前記セパレータが、ポリエステル系樹脂、アラミド系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、無
機材を含むポリエステル系樹脂、無機材を含むポリプロピレン系樹脂、および無機材を含
むアラミド系樹脂からなる群より選択される少なくとも１種を含むことを特徴とする請求
項１～１０のいずれか１項に記載の電池構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電池の構造に関し、より詳細には電池構造と放熱性および防振性との関係に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　電池を高出力化・高容量化するためには電極の面積を大きくすることが有効である。特
に車両用などの移動用電源として用いられる場合、従来の性能の電極を用いたＬｉイオン
電池ならば少なくとも０．１～２ｍ２の電極面積を必要とする。
【０００３】
　電極の面積を大きくする場合、電池剛性の確保やハンドリングのために電池の厚みも大
きくする必要があった。
【０００４】
　一方、電池の厚みを大きくすると、電池の発熱に放熱が追いつかずに電池内部の温度が
上昇しすぎるという問題があった。電池内部の温度が上昇しすぎた場合、電池の構成要素
が熱で分解して電池の劣化を促進する。特にバイポーラ電池の場合、電池内部の熱膨張に
よって外装が破裂し電解液が飛散するおそれがあり、飛散した電解液が搭載機器に付着す
ることで機器が損傷する場合がある。また、厚みを大きくした電池を移動用電源などの振
動を受けやすい場所で用いる場合には、電池が共振して電池を構成する層が剥離するおそ
れがある。
【０００５】
　電池の劣化および層の剥離は電池の性能を著しく損なうおそれがある。したがって、電
池の放熱性および防振性について対策を行う必要がある。従来の方法としては、放電電流
量を制限して電池内部の温度の上昇を抑制する方法や、特許文献１に開示されている冷却
媒体を用いて放熱する方法がある。また、電池への振動の軽減による電池の構成要素の保
護に着目した発明は行われてこなかった。
【特許文献１】特開２００４－２７３２５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、冷却媒体を用いる場合には、冷却媒体を配置するための構造を組み込む
必要があり、更に冷却媒体が液体の場合には液絡防止装置を必要とする。その結果、電池
の製造工程が増加したり、電池が不必要に大きくなったりという問題がある。
【０００７】
　本発明の目的は、電池の剛性と放電電流量とを低下させることなく、冷却媒体を用いず
に電池の放熱性および防振性を向上させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者等は、電池構造について詳細に検討した結果、電極の短辺長さ、電極の面積お
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よび電池構造体の厚みを調節することにより、上記の問題を解決できることを見出し、本
発明を完成させた。
【０００９】
　すなわち本発明は、集電体と、前記集電体の表面に形成された正極活物質層と、前記集
電体の表面に形成された負極活物質層と、前記正極活物質層および前記負極活物質層に挟
持された、セパレータに電解質が保持されてなる電解質層と、を有する単電池層が積層さ
れてなる積層体が、外装材に封入されてなる電池構造体であって、前記正極活物質層また
は前記負極活物質層の積層方向から見た形状が長方形であり、前記セパレータのショアＡ
硬度が２０～１１０の範囲であり、前記活物質層の厚さが１５μｍ以下であり、前記長方
形の短辺長さをｂ（ｍｍ）、前記長方形の面積をＳ（ｍｍ２）、前記電池構造体の厚みを
ｃ（ｍｍ）とした際に、下記式１および式２を満たすことを特徴とする電池構造体；また
は、
　集電体と、前記集電体の表面に形成された正極活物質層と、前記集電体の表面に形成さ
れた負極活物質層と、前記正極活物質層および前記負極活物質層に挟持された、セパレー
タに電解質が保持されてなる電解質層と、を有する単電池層が積層されてなる積層体が、
外装材に封入されてなる電池構造体であって、少なくとも２種類のショアＡ硬度の前記セ
パレータを含み、前記電池構造体の中心に向かって、同等の硬度またはより硬度の小さな
前記セパレータが配置され、前記正極活物質層または前記負極活物質層の積層方向から見
た形状が長方形であり、前記長方形長さをｂ（ｍｍ）、前記長方形をＳ（ｍｍ２）、前記
電池構造体の厚みをｃ（ｍｍ）とした際に、下記式１および式２を満たすことを特徴とす
る電池構造体；である。
【００１０】
【数３】

【発明の効果】
【００１１】
　本発明により、放熱性および耐震性に優れる電池構造体を作製することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の第一は、少なくとも正極活物質層、集電体、負極活物質層、電解質層、および
外装材とからなり、電極の短辺長さをｂ（ｍｍ）、電極の面積をＳ（ｍ２）、電池構造体
の厚みをｃ（ｍｍ）とした際に、下記式１を満たすことを特徴とする電池構造体である。
【００１３】
【数２】

【００１４】
　本発明は、あらゆる電池構造体に適用可能であるが、特にＬｉイオン電池などの積層構
造の電池構造体に有効ある。
【００１５】
　図１に積層電池構造体１０の断面概略図（Ａ）および平面概略図（Ｂ）を示すが、本発
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明は図１に限定されない。図１において、正極活物質層１２０を両面に配置した集電体１
００と、負極活物質層１２１を両面に配置した集電体１００とに電解質層１６０が挟持さ
れ、単電池を形成している。電解質層１６０はセパレータに電解質を保持させたものであ
る。正極活物質層１２０を両面に配置した集電体１００は正極タブ１３１に接続され、負
極活物質層１２１を両面に配置した集電体１００は負極タブ１３２に接続される。正極タ
ブ１３１と負極タブ１３２との一部、および単電池を積層した積層体は外装材１４０によ
り封入される。電極の長辺長さａと電極の短辺長さｂとは、正極活物質層１２０または負
極活物質層１２１と、集電体１００との接触部位の長辺の長さと短辺の長さとを指す。
【００１６】
　電極の面積Ｓは、Ｓ＝ａ×ｂにより求められる。電池構造体の厚みｃは外装材も含めた
電池構造体の厚みを指す。
【００１７】
　例えば、電極の長辺長さａが２００ｍｍ、電極の短辺長さｂが１５０ｍｍ、および電池
構造体の厚みｃが３ｍｍである電池構造体の場合、
【００１８】
【数３】

【００１９】
となり、１０＞５となるので、上記式１を満たす。
【００２０】
　上記式１を満たすように電池構造体を構成することで電池構造体の放熱性と剛性とを両
立することができ、更に振動を受けても共振し難い電池構造体にすることができる。
【００２１】
　本発明は、特にＬｉイオン電池などの積層構造の電池構造体に有効であることを上述し
たが、Ｌｉイオン電池の中でもバイポーラ電池構造体に適用するとより好ましい。
【００２２】
　バイポーラ電池構造体は、バイポーラ電極を直列積層させるために厚みが大きくなり、
その結果、積層の中心部に熱がこもり易くなったり、振動の影響を受けやすくなったりす
る。このことから、本発明の電池構造体はバイポーラ電極を２以上積層してなるバイポー
ラ電池構造体に適用するとより好ましい。
【００２３】
　図２にバイポーラ電池構造体の断面概略図（Ａ）および平面概略図（Ｂ）を示すが、本
発明は図２に限定されない。図２において、正極活物質層１２０、集電体１００、および
負極活物質層１２１がこの順序で積層し、バイポーラ電極を形成している。バイポーラ電
極は電解質層１６０に挟持され、単電池を形成している。シール１５０は集電体１００に
挟持されている。但しシール１５０は電解質層１６０に含まれる電解質によって用いない
場合もある。詳細については後述のシールの項に記載する。電解質層１６０はセパレータ
に電解質を保持させたものである。バイポーラ電極および電解質層からなる積層体の両端
には端部集電体１０１が配置され、正極タブ１３１または負極タブ１３１と連結されてい
る。正極タブ１３１および負極タブ１３２の一部および積層体を挟持した端部集電体１０
１は外装１４０により封入される。バイポーラ電池構造体の場合、電極の長辺長さａと電
極の短辺長さｂとは、正極活物質層１２０または負極活物質層１２１と、電解質層１６０
との接触部位の長辺の長さと短辺の長さとを指す。
【００２４】
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　電極の外周をＬとすると電極の外周Ｌは、Ｌ＝２ａ＋２ｂにより求められる。電極の外
周Ｌは、電池構造体の厚みｃの１３０倍以上であることが好ましく、より好ましくは１３
０～３００倍であり、特に好ましくは１５０～３００倍である。電極の外周Ｌが電池構造
体の厚みｃの１３０倍以上であると、十分な放熱性を得ることができるため好ましく、３
００倍以下であると、防振性と剛性とを維持できるため好ましい。
【００２５】
　また、電極の外周Ｌが７５０～１４５０ｍｍであり、尚且つ電池構造体の厚みｃが０.
１～１０ｍｍであることが好ましい。電極の外周Ｌが１４５０ｍｍ以内であり電池構造体
の厚みｃが０.１ｍｍ以上であると、剛性およびハンドリングの点で好ましい。また、電
極の外周Ｌが７５０ｍｍ以上であり電池構造体の厚みｃが１０ｍｍ以下であると放熱性の
点で好ましい。厚さ方向の密着性を向上させたり、薄くても剛性の高いセパレータを用い
たりすることで０.１ｍｍ以上でも剛性の十分な電池を構成できるようになった。
【００２６】
　上述の、「Ｌはｃの１３０倍以上」と、「Ｌが７５０～１４５０ｍｍであり、尚且つｃ
が０.１～１０ｍｍ」との両方を満たすように電池構造体を構成すると非常に好ましいが
、どちらか一方の範囲を満たすだけでも十分な効果を得ることができる。
【００２７】
　本発明の電池構造体の厚みｃは０.１～８ｍｍであることが好ましい。電池構造体の厚
みｃが前記範囲内にあると、ハンドリングおよび放熱性においてより好ましい。
【００２８】
　電極の対角線が２６０～５５０ｍｍであり、尚且つ前記電極の対角線のなす角のうち小
さい方の角度が６０～９０°であることが好ましい。
【００２９】
　電極の対角線が２６０～５５０ｍｍであり、尚且つ対角線のなす角のうち小さい方の角
度が、９０°以下の場合ハンドリングが良くなるため好ましく、６０°以上の場合放熱性
に優れるため好ましい。
【００３０】
　［外装材］
　本発明の電池構造体に用いられる外装材としては特に限定されないが、ポリエステル、
ナイロン、ポリプロピレン、ポリカーボネートなどの高分子材料、アルミ、ステンレス、
チタンなどの金属材料、または高分子－金属複合材料などを好ましく用いることができ、
より好ましくは高分子－金属複合材料である。高分子－金属複合材料を用いた場合、外装
材としての強度を維持したまま膜厚を薄くすることが可能であることから、電池構造体の
保護および放熱性の点でより好ましい。
【００３１】
　高分子－金属複合体としては、熱融着性樹脂フィルム、金属箔、剛性を有する樹脂フィ
ルムがこの順序で積層された高分子金属複合フィルムを用いることが好ましい。熱融着性
樹脂として、例えば、ポリエチレン、エチレン－ビニルアセテート共重合体、アイオノマ
ー樹脂などを用いることができる。金属箔として、例えば、アルミニウム、ニッケル、ス
テンレス、銅またはこれらの合金を箔にしたものなどを用いることができる。剛性を有す
る樹脂としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ナイロンなどを用いることがで
きる。
【００３２】
　［セパレータ］
　本発明の電池構造体に用いられるセパレータのショアＡ硬度は２０～１１０であること
が好ましい。ショアＡ硬度が２０以上であると共振周波数が低周波側に移行しにくくなり
、振動を受けた際に共振周波数に達する可能性が低くなるため好ましく、ショアＡ硬度が
１１０以下であると適度に振動を吸収して防振効果が高まるため好ましい。ショアＡ硬度
の測定方法は、ＪＩＳ－Ｋ－６２５３で規定されている測定方法に基づく。
【００３３】
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　本発明の電池構造体は硬度の異なる前記セパレータを含み、電池構造体の中心に向かっ
て、同等の硬度またはより硬度の小さな前記セパレータが配置されていることが好ましい
。硬度は少なくとも２種類あればよい。例として、図３にマスバネモデルを示す。図３に
おいて、セパレータＡ１１１の硬度の方がセパレータＢ１１２の硬度よりも小さい場合、
バネ定数はＫ１＞Ｋ２となり、ダンパ係数はＣ２＞Ｃ１となる。その結果、電池構造体が
振動を受けた際に共振周波数を高周波側にずらし、ピーク高さを小さくすることができる
ため、防振性能をさらに向上させることができる。
【００３４】
　更に、電池構造体のセパレータとして用いられる物質の多くに、ショアＡ硬度が低いも
のの方が熱伝達係数が高いという傾向がみられる。熱伝達係数が高いものほど放熱性が高
くなるため、電池の中心に向かってより硬度の小さな前記セパレータが配置されていると
、熱のこもり易い電池の中心に放熱性を付与できるため、最高到達温度が低くなり放熱性
も向上させられる。
【００３５】
　セパレータを構成する樹脂としては、特に限定されないが、ポリエステル系樹脂、アラ
ミド系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、無機材を含むポリエステル系樹脂、無機材を含むポ
リプロピレン系樹脂、および無機材を含むアラミド系樹脂からなる群より選択される少な
くとも１種を含むことが好ましい。
【００３６】
　これらの樹脂を用いた場合、セパレータを多孔質構造に形成でき、更に防振効果を示す
ことができるため好ましい。更に上述の樹脂は、防水性、防湿性、冷熱サイクル性、耐熱
安定性および絶縁性等にも優れる。また、上述の樹脂の中でもアラミド系樹脂を用いた場
合にはセパレータを薄くできるためより好ましい
　上述の無機材を含むポリエステル系樹脂、無機材を含むアラミド系樹脂、無機材を含む
ポリプロピレン系樹脂に含まれる無機材とは、アルミナ、ＳｉＯ２などの微細な紛体、フ
ィラー体であり、この無機材を前記の樹脂の混入することでセパレータの剛性を上げるこ
とができる。また、これら無機材をきっかけとして細孔が形成され易くなり、単位面積あ
たりの空隙率が大きくなり、透気度、曲路率の高いセパレータを構成することができる。
セパレータにおける無機材の含有量は、３０～９５質量％が好ましく、より好ましくは５
０～９０質量％である。
【００３７】
　また、セパレータ材の曲路率（γ）は、０．５～２．０であることが望ましい。出力を
上げるためには曲路率を小さくすることが望ましいが、あまり値が小さいとセパレータの
バネ定数・ダンパ係数が低下し、防振性が低下してしまうおそれがある。曲路率が０．５
以上であると防振性に優れる。また、この値が大きすぎると、出力をあげにくくなる場合
がある。曲路率が２．０以下であると出力特性に優れる。本願では曲路率は、セパレータ
を一般の吸着法で求めた吸着表面積Ｓ１をその投影面積Ｓ０で割ったものと定義する（γ
＝Ｓ１／Ｓ０）。
【００３８】
　セパレータの厚みは電池構造体の強度を失わない程度に薄い方が好ましく、２０μｍ以
下であるとより好ましい。セパレータの厚みが薄いと、上記式１に示す範囲内で単電池の
積層数を増やすことができるため好ましい。
【００３９】
　セパレータに保持される電解質については、後述の電解質層の項に記載する。
【００４０】
　［正極活物質層］
　正極活物質の平均粒径は小さい方が好ましく、２μｍ以下であるとより好ましい。正極
活物質の平均粒径が大きいと、セパレータを突き破りマイクロショートを起こすおそれが
ある。セパレータの厚みが２０μｍ以下の場合、正極活物質の粒径がセパレータの厚みの
１／１０以下、つまり２μｍ以下であると正極活物質層の表面が均一となり好ましい。
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【００４１】
　上述のマイクロショートの問題点などから正極活物質の粒径分布もできるだけ小さいほ
うが好ましい。また、正極活物質以外に補助材を用いる場合にも、平均粒径は小さい方が
好ましく、粒径分布もできるだけ小さいほうが好ましい。
【００４２】
　正極活物質層は正極活物質を含み、正極活物質としては特に限定されないが、Ｌｉ－Ｍ
ｎ系複合酸化物、および／またはＬｉ－Ｎｉ系複合酸化物を含むことが好ましい。Ｌｉ－
Ｍｎ系複合酸化物の例としてはＬｉＭｎＯ２およびスピネルＬｉＭｎ２Ｏ４が挙げられ、
Ｌｉ－Ｎｉ系複合酸化物の例としてはＬｉＮｉＯ２が挙げられる。正極活物質として上述
のものを用いることにより、電圧－充放電時間のグラフから得られる充放電曲線中の充放
電時間軸と水平な部分を傾けることができるため、電圧を計測することで電池構造体の充
電状態（ＳＯＣ）を正確に推定することができる。その結果、過充電や過放電を検知して
対処することができる。また、正極活物質として上述のものを用いた場合には、過充電ま
たは過放電により電池構造体が故障する際にも反応が穏やかであることから、異常時の信
頼性が高いといえる。
【００４３】
　正極活物質として、ＬｉＣｏＯ２などのリチウム－コバルト系複合酸化物、ＬｉＦｅＯ

２などのリチウム－鉄系複合酸化物、ＬｉＦｅＰＯ４などの遷移金属とリチウムとのリン
酸化合物、および遷移金属とリチウムとの硫酸化合物などの遷移金属とリチウムとの化合
物；Ｖ２Ｏ５、ＭｎＯ２、ＭｏＯ３などの遷移金属酸化物；ＴｉＳ２、ＭｏＳ２などの遷
移金属硫化物；ＰｂＯ２；ＡｇＯまたはＮｉＯＯＨなどを用いることもできる。これらは
単独で用いてもかまわないし、併用してもかまわない。
【００４４】
　正極活物質層には、正極活物質以外にも電解質、電解質塩、および導電助剤などの補助
材を含むことができる。電解質および電解質塩の詳細については、後述の電解質層の項に
記載する。導電助剤の例としてアセチレンブラック、カーボンブラック、またはグラファ
イトなどが挙げられる。
【００４５】
　［負極活物質層］
　正極活物質と同様の理由により、負極活物質の平均粒径は小さい方が好ましく、６μｍ
以下であるとより好ましく、２μｍ以下であると更に好ましい。また、粒径分布もできる
だけ小さい方が好ましい。負極活物質以外に補助材を用いる場合にも、平均粒径は小さい
方が好ましく、粒径分布もできるだけ小さい方が好ましい。
【００４６】
　負極活物質層は負極活物質を含み、負極活物質としては特に限定されないが、結晶性炭
素材、および／または非結晶性炭素材を含むことが好ましい。結晶性炭素材の例としては
グラファイトが挙げられ、非結晶性炭素材の例としてはハードカーボンが挙げられる。負
極活物質として上述のものを用いることにより、電圧－充放電時間のグラフから得られる
充放電曲線の充放電時間軸と水平な部分を傾けることができるため、電圧を計測すること
で電池構造体の充電状態（ＳＯＣ）を正確に推定することができる。その結果、過充電や
過放電を検知して対処することができる。また、負極活物質として上述のものを用いた場
合には、過充電または過放電により電池構造体が故障する際にも反応が穏やかであること
から、異常時の信頼性が高いといえる。これらの効果は非結晶性炭素材を用いた場合に特
に顕著である。
【００４７】
　また、負極活物質として、ＴｉＯ、Ｔｉ２Ｏ３およびＴｉＯ２などの金属酸化物；また
はＬｉ４／３Ｔｉ５／３Ｏ４などの遷移金属とリチウムとの複合酸化物などを用いること
もできる。これらは単独でもちいてもかまわないし、併用してもかまわない。
【００４８】
　負極活物質層には、負極活物質以外にも電解質、電解質塩、導電助剤、などの補助材を
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含むことができる。電解質および電解質塩の詳細については、後述の電解質層の項に記載
する。導電助剤の例としてアセチレンブラック、カーボンブラック、またはグラファイト
などが挙げられる。
【００４９】
　［電解質層］
　電解質層を形成する電解質としては固体高分子電解質またはゲル電解質が挙げられる。
【００５０】
　固体高分子電解質としては、例えばポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、
またはこれらの共重合体などが挙げられる。
【００５１】
　ゲル電解質は、高分子電解質からなる骨格中に電解液を含んだものである。骨格として
はイオン導伝性を有する固体高分子電解質、またはイオン導伝性を持たない高分子を用い
ることができる。
【００５２】
　電解液は電解質塩と可塑剤とからなる。電解質塩として例えば、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ

４、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＴａＦ６、ＬｉＡｌＣｌ４、またはＬｉ２Ｂ１０

Ｃｌ１０などの無機陰イオン塩、もしくは；Ｌｉ（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ、またはＬｉ（Ｃ

２Ｆ５ＳＯ２）２Ｎなどの有機陰イオン塩が挙げられる。これらは１種単独で可塑剤と混
合してよいし、２種以上を可塑剤と混合してもよい。可塑剤として例えば、プロピレンカ
ーボネート、エチレンカーボネートなどの環状カーボネート類；ジメチルカーボネート、
メチルエチルカーボネート、またはジエチルカーボネートなどの鎖状カーボネート類；テ
トラヒドロフラン、２－メチルテトラヒドロフラン、１，４－ジオキサン、１，２－ジメ
トキシエタン、１，２－ジブトキシエタンなどのエーテル類；γ－ブチロラクトンなどの
ラクトン類；アセトニトリルなどのニトリル類；プロピオン酸メチルなどのエステル類；
ジメチルホルムアミドなどのアミド類；および酢酸メチル、ギ酸メチルなどのエステル類
などが挙げられる。これらは１種単独で電解質塩と混合してよいし、２種以上を電解質塩
と混合してもよい。
【００５３】
　ゲル電解質に用いられる、イオン導伝性を有する固体高分子電解質として、例えばポリ
エチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、またはこれらの共重合体などが挙げられる
。ゲル電解質に用いられる、イオン導伝性を持たない高分子として、例えば、ポリフッ化
ビニリデン、ポリビニルクロライド、ポリアクリロニトリル、またはポリメチルメタクリ
レートなどが挙げられる。
【００５４】
　ゲル電解質において、固体高分子電解質と電解液との質量比は２０：８０～９８：２が
好ましい。
【００５５】
　電解質層はセパレータに上述の電解質を保持させたものである。
【００５６】
　［集電体］
　集電体は、圧延等の方法により作製された金属箔からなるものや、スプレーコート等の
方法により作製された金属箔以外の薄膜からなるものがある。
【００５７】
　金属箔からなるものとしては、特に限定されないが、例えば、ニッケル材とアルミニウ
ム材とを貼り合せたクラッド材の箔、ニッケル箔、ニッケル系合金の箔、アルミニウム箔
、またはステンレス箔などがあげられる。コスト面では、アルミニウム箔を用いることが
好ましく、強度面ではステンレス箔を用いることが好ましい。
【００５８】
　金属箔以外の薄膜からなるものとしては、特に限定されないが、例えば、アルミニウム
、鋼、チタン、ニッケル、ステンレス、またはこれらの合金の粉末とバインダーとの混合
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物などがあげられる。これらの金属粉末は、１種単独で用いてもよいし、２種以上を混合
してもよい。バインダーとしては、エポキシ樹脂などがあげられる。
【００５９】
　集電体の厚みは、５～２０μｍが好ましく、特に好ましくは８～１５μｍ、さらに好ま
しくは１０～１５μｍである。集電体の厚みが５μｍ以上である場合、剛性の点から好ま
しく、１０μｍ以上である場合、剛性の点から特に好ましい。また、集電体の厚みが２０
μｍ以下である場合、電池の放熱性の点から好ましい。
【００６０】
　［シール］
　本発明のバイポーラ電池は、集電体同士の間にシールを備えることができる。シールは
、正極活物質層、電解質層および負極活物質層を取り囲むように配置されるため、電解質
層としてゲル電解質を用いた場合に、電解液の漏出を防ぐことができる。
【００６１】
　シールは、特開２００４－１５８３４３号公報に記載のように、熱融着性のある第一の
樹脂同士の間に、第一の樹脂よりも融点が高く非導電性の第二の樹脂が集電体と並行にな
るように介在している構造が好ましい。第一の樹脂と第二の樹脂の組み合わせとしては、
第一の樹脂が１８０℃未満の融点を有し、第二の樹脂が１８０℃以上の融点を有し第一の
樹脂と熱融着させることのできるものが製法上好ましい。これらの樹脂としては、特に限
定されないが、例えば、第一の樹脂としてポリプロピレン、ポリエチレン、ポリウレタン
または熱可塑オレフィンゴムなどが挙げられ、第二の樹脂として、ナイロン６、ナイロン
６６、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、ポリスチレンなどのポリア
ミド系樹脂またはシリコーンゴムなどが挙げられる。
【００６２】
　電池構造体における電極の短辺長さ、電極面積および電池構造体の厚みの関係について
研究がなされてこなかったため、従来の電池構造体における電極の大きさの限界はＡ６サ
イズ程度であった。その結果、電池をより高出力化・高容量化させることができずにいた
。しかし、本発明により、約Ａ５～Ａ２サイズといったこれまでにない大きさを持った電
極を備えた電池構造体を作製することが可能となり、それに伴い電池をより高出力化・高
容量化させることが可能となった。
【００６３】
　本発明の第二は、上述の電池構造体が２以上、直列および／または並列に接合されてな
る組電池である。図４Ａ、４Ｂおよび４Ｃに示した電池構造体（１０または２０）をケー
ス１７０に入れた組電池モジュール３１の外観模式図を図５Ａ、５Ｂおよび５Ｃに示し、
これを６並列に接続した組電池３０の外観模式図を図６Ａ、６Ｂおよび６Ｃに示す。図６
Ａ、６Ｂおよび６Ｃにおいて、各組電池モジュール３１は連結板１８０と固定ネジ１９０
により一体化し、各組電池モジュール３１の間に弾性体２００を設置して防振構造を形成
している。また、各組電池モジュール３１のタブ１３３はバスバー２１０により連結され
ている。図４Ａ、４Ｂおよび４Ｃ、図５Ａ、５Ｂおよび５Ｃおよび図６Ａ、６Ｂおよび６
Ｃは、電池構造体、組電池モジュールおよび組電池の一例であり、本発明はこれらに限定
されない。
【００６４】
　本発明の第三は、上述の電池構造体または上述の組電池を搭載した車両である。本発明
の電池構造体または本発明の電池構造体からなる組電池は信頼性および発電特性に優れる
ことから、車両等の移動用電源として好ましく用いることができる。図７に示すように、
本発明の電池構造体（１０または２０）および組電池３０は、省スペースであることから
、車両４０の床下に設置してもよいし、シートバック裏またはシート下などに設置するこ
とができる。
【実施例】
【００６５】
　次に実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、これらの実施例は何ら本発明を制限
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するものではない。
【００６６】
　（実施例２、４～３１および比較例４～１０）
　まず、実施例４のバイポーラ電池構造体の製造方法を示す。
【００６７】
　１５μｍのＳＵＳ箔を集電体として用い、ＳＵＳ箔の一面に正極活物質としてＬｉ－Ｍ
ｎ系のＬｉＭｎＯ２（平均粒径２μｍ）を１０μｍの厚みに塗布し、正極活物質層とした
。その後、ＳＵＳ箔の一方の面に、負極活物質として非結晶性炭素材料のハードカーボン
（平均粒径６μｍ品）を１５μｍの厚みに塗布し、負極活物質層とした。
【００６８】
　加架橋型ゲル電解質の前駆体であるＰＶｄＦをポリエステル不織布セパレータ（厚さ２
０μｍ：硬度ショアＡ　６１）に染込ませ電解質層とした。端部集電体として上述のＳＵ
Ｓ箔を用い、一面に上述の正極活物質層を形成したもの、および一面に負極活物質層を形
成したものを作製した。電極のサイズはＡ４サイズとなるように作製した。
【００６９】
　単電池層を積層し、正極端側にはアルミニウムのタブ（厚さ１００μｍ：幅１００ｍｍ
）を振動溶着し、負極端側にはＣｕのタブ（厚さ１００μｍ：幅１００ｍｍ）を振動溶着
し、熱融着性樹脂フィルムとしてマレイン酸変性のポリプロピレンフィルム、金属箔とし
てＳＵＳ、剛性を有する樹脂フィルムとしてナイロン－アルミ－変性ポリプロピレンの３
層構造からなるラミネート材で封止した。次に、約８０℃で約２時間加熱架橋し、実施例
４のバイポーラ電池構造体を製造した。電極の長辺長さａ、電極の短辺長さｂ、電池構造
体の厚みｃ、電極の外周Ｌ、電極の面積Ｓ、および電極の対角線Ｔを表１に示す。
【００７０】
　実施例２、実施例５～３１および比較例４～１０のバイポーラ電池構造体は実施例４と
同様に作製した。各実施例および各比較例のスペックを表１～３に示す。但し、正極活物
質の材質としてＬｉ－Ｎｉ系と記載してあるものはＬｉＮｉＯ２を用い、負極活物質の材
質として結晶性と記載してあるものはグラファイトを用い、セパレータの材質としてアラ
ミドと記載してあるものはアラミド不織布を用い、ポリプロピレンと記載してあるものは
ポリプロピレン不織布を用い、ＰＥＴと記載してあるものはポリエチレンテレフタレート
不織布を用い、無機材含有と記載してあるものは無機材料としてＳｉＯ２超微粉末が添加
されており、無機材料を用いた場合ＳｉＯ２超微粉末はセパレータに８０質量％含まれて
おり、外装材の材質として樹脂と記載してあるものはＰＰ（ポリプロピレン）を用いた。
【００７１】
　（実施例１、３および比較例１～３）
　まず、実施例３の積層電池構造体の製造方法を示す。
【００７２】
　正極は、１５μｍのアルミ箔を集電体として用い、アルミ箔の両面に正極活物質として
Ｌｉ－Ｍｎ系のＬｉＭｎＯ２（平均粒径２μｍ）を１０μｍの厚みに塗布し、正極活物質
層とした。負極は、銅箔１５μｍを集電体として用い、銅箔の両面に負極活物質として結
晶性炭素材料のハードカーボン（平均粒径６μｍ品）を１５μｍの厚みに塗布し、負極活
物質層とした。
【００７３】
　加架橋型ゲル電解質の前駆体をポリエステル不織布セパレータ（厚さ２０μｍ：硬度シ
ョアＡ　６１）に染込ませ電解質層とした。電極のサイズはＡ４サイズとなるように作製
した。
【００７４】
　単電池層を積層し、正極側にはＡｌのタブ（厚さ１００μｍ：幅１００ｍｍ）を振動溶
着し、負極側にはＣｕのタブ（厚さ１００μｍ：幅１００ｍｍ）を振動溶着し、熱融着性
樹脂フィルムとしてマレイン酸変性のポリプロピレンフィルム、金属箔としてＳＵＳ、剛
性を有する樹脂フィルムとしてナイロン－アルミ－変性ポリプロピレンの３層構造からな
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るラミネート材で封止した。次に、約８０℃で約２時間加熱架橋し、実施例３の積層電池
構造体を製造した。電極の長辺長さａ、電極の短辺長さｂ、電池構造体の厚みｃ、電極の
外周Ｌ、電極の面積Ｓ、および電極の対角線Ｔを表１に示す。
【００７５】
　実施例１、および比較例１～３の積層電池構造体は実施例３と同様に作製した。各実施
例および比較例のスペックを表１～３に示す。但し、負極活物質の材質として非結晶性と
記載してあるものはハードカーボンを用い、外装材の材質として金属缶と記載してあるも
のはアルミニウムを用いた。
【００７６】
　（実施例３２）
　実施例１～３１および比較例１～１０の方法により得られる単電池要素の中央部に加速
度ピックアップを設定し、インパルスハンマーによってハンマリングしたときの加速度ピ
ックアップの振動スペクトルを測定した。設定方法はＪＩＳ－Ｂ－０９０８（振動及び衝
撃ピックアップの校正方法・基本概念）に準拠した。測定スペクトルはＦＦＴ分析器によ
り解析し周波数と加速度の次元に変換した。得られた周波数の平均化とスムージングを行
い、振動伝達率スペクトルを得た。この加速度スペクトルの１０～３００Ｈｚまでの平均
を振動平均値とした。
【００７７】
　各実施例の振動平均の各基準の値に対する比を振動減衰率とした。つまり、振動減衰率
を、実施例の振動平均値×１００／比較例の振動平均値、から求めた。振動減衰率＝０％
の場合は比較例と実施例の振動平均値が同等であり減衰が起きていないことを示し、振動
減衰率＝３０％の場合は、比較例に対する実施例の振動平均値が３０％低減されたことを
示す。各基準は同じ電極の面積を有する比較例を用いた。具体的には実施例１、２の比較
基準は比較例４とし、実施例３～６および１３の比較基準は比較例５とし、実施例７～９
の比較基準は比較例６とし、実施例１０～１２の比較基準は比較例７とし、実施例１４、
比較例８～９の比較基準は比較例１とし、実施例１５～１６、比較例１０の比較基準は比
較例２とし、実施例１７～１９の比較基準は比較例３とし、実施例２０～２２の比較基準
は比較例４とし、実施例２３～２５の比較基準は比較例５とし、実施例２６～２８の比較
基準は比較例６とし、実施例２９～３１の比較基準は比較例７とした。
【００７８】
　表１に各実施例の振動減衰率と、各実施例および各比較例の一次共振ピーク（最も低周
波側に現れる最大ピーク周波数）とを示す。表１の振動減衰率の欄からは、各実施例にお
いて振動平均値が低減されていることがわかる。
【００７９】
　図８に実施例１、４、７および比較例５の振動伝達率と周波数を示す。図８中のＪ１、
Ｊ４、Ｊ７およびＨ５はそれぞれ実施例１、実施例４、実施例７および比較例５を示す。
図８において、比較例５の単電池層は１００Ｈｚ以下に一次共振ピークが現れていること
がわかる。一般の車両上に発生する振動は約１００Ｈｚ以下であり、この範囲に電池の一
次共振があると車両上で電池が共振する。一方、実施例１、４および７の一次共振ピーク
は１００Ｈｚよりも高周波側にあることから、車両上では共振に達しないことがわかる。
更に、表１の一次共振ピークの欄において、図８には示していない実施例においても、一
次共振ピークが１００Ｈｚよりも高周波側に現れていることがわかる。このことから、本
発明の電池は防振性能に優れるが分かる。
【００８０】
　（実施例３３）
　実施例１～３１および比較例１～１０の方法により得られた電池構造体を用いて、１０
Ｃサイクル試験を６０分行った。試験中の電池構造体の中央部平均温度の最高到達温度を
測定し、試験開始前の温度との差を熱上昇とした。また、６０分後に電流を止め室温で放
置した際の温度変化を調べ、室温まで戻る時間を放熱時間とした。積層構造の電池の温度
の測定は中央に位置する箔の縁に熱電対を取り付けて行った。１０Ｃサイクル試験を６０
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分行うとは、１０Ｃの電流値で、６分の充電と６分の放電とを５回行うことである。
【００８１】
　表１に各実施例および各比較例の熱上昇および放熱時間を示す。放熱時間の測定は６０
分まで行い、６０分で室温まで戻らない場合には「６０以上」と記載した。表１の熱上昇
の欄からは、比較例と比べると実施例の電池構造体は、使用中に電池内部の温度が上昇し
にくいことがわかる。更に表１の放熱時間の欄をみると、各比較例の電池構造体の中央部
平均温度が６０分を経過しても室温にまで低下していないのに対して、実施例の電池構造
体の中央部平均温度は、長くても２０分経過した時点で室温にまで低下していることがわ
かる。また、図９に実施例１、４、７および比較例５の放熱性能を示す。図９からも、実
施例の方が１０Ｃサイクル試験を行っている最中の０～６０分の間は電池温度－時間曲線
の傾きが小さく、６０分以降は傾きが大きくなることから、比較例と比べると実施例の電
池構造体は、使用中に電池内部の温度が上昇しにくいことがわかる。
【００８２】
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【００８３】
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【００８４】



(16) JP 5082227 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

【表３】

【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】積層電池構造体の断面概略図（Ａ）および平面概略図（Ｂ）である。
【図２】バイポーラ電池構造体の断面概略図（Ａ）および平面概略図（Ｂ）である。
【図３】バイポーラ電池構造体のマスバネモデルを示した図である。
【図４】電池の外観概略図である。
【図５】組電池モジュールの外観概略図である。
【図６】組電池の外観概略図である。
【図７】電池または組電池を搭載した車両の断面概略図である。
【図８】実施例および比較例の一次共振ピークを示した図である。
【図９】実施例および比較例の放熱性能を示した図である。
【符号の説明】
【００８６】
　　１０　　積層電池構造体、
　　２０　　バイポーラ電池構造体、
　　３０　　組電池、
　　３１　　組電池モジュール、
　　４０　　車両、
　　１００　　集電体、
　　１０１　　端部集電体、
　　１１１　　セパレータＡ、
　　１１２　　セパレータＢ、
　　１２０　　正極活物質層、
　　１２１　　負極活物質層、
　　１３１　　正極タブ、
　　１３２　　負極タブ、
　　１３３　　単電池モジュールのタブ
　　１４０　　外装、
　　１５０　　シール、
　　１６０　　電解質層、
　　１７０　　電池ケース、
　　１８０　　連結版、
　　１９０　　固定ネジ、
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　　２００　　弾性体、
　　２１０　　バスバー、
　　ａ　　電極の長辺長さ、
　　ｂ　　電極の短辺長さ、
　　ｃ　　電池構造体の厚み、
　　Ｌ　　電極の外周、
　　Ｓ　　電極の面積、
　　Ｔ　　電極の対角線、
　　Ｊ１　　実施例１のサンプル、
　　Ｊ４　　実施例４のサンプル、
　　Ｊ７　　実施例７のサンプル、
　　Ｈ５　　比較例５のサンプル。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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