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(57)【要約】
【課題】封止部材の被覆部と電池ケースとの間の気密性
を容易かつ確実に検査できる電池の製造方法を提供する
こと。
【解決手段】電池１００の製造方法は、挿入部１８３で
貫通孔１７０を気密に仮封止する仮封止工程と、被覆部
１８１を孔周囲部１１３ｍに気密に接合する本封止工程
と、被覆部１８１と孔周囲部１１３ｍとの間の気密性を
検査する気密検査工程とを備える。仮封止工程から本封
止工程までは、挿入部１８３の弾性により貫通孔１７０
を気密に仮封止可能な第１温度範囲内の環境温度で行い
、気密検査工程は、挿入部１８３の弾性低下により貫通
孔１７０の仮封止を維持不能な第２温度範囲内の環境温
度で行う。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自身の内外を連通する貫通孔を有する電池ケースと、
　前記電池ケース内に収容された電極体と、
　前記電池ケース内に収容された電解液と、
　前記貫通孔を前記電池ケースの外部から気密に封止してなる封止部材であって、
　　ゴム状弾性体からなり、前記貫通孔に挿入された挿入部、及び、
　　前記挿入部を前記外部から覆いつつ、前記電池ケースのうち前記貫通孔の周囲を囲む
環状の孔周囲部に気密かつ環状に接合してなる被覆部、を有する封止部材と、を備える
電池の製造方法であって、
　前記挿入部を、前記電解液が収容された前記電池ケースの前記貫通孔に前記外部から圧
入し、前記挿入部で前記貫通孔を気密に仮封止する仮封止工程と、
　前記仮封止工程の後、前記挿入部を前記外部から覆いつつ、前記被覆部を前記電池ケー
スの前記孔周囲部に気密かつ環状に接合する本封止工程と、
　前記本封止工程の後、前記封止部材の被覆部と前記電池ケースの前記孔周囲部との間の
気密性を検査する気密検査工程と、を備え、
　前記仮封止工程から前記本封止工程までを、
　　前記挿入部の弾性によって、前記挿入部で前記貫通孔を気密に仮封止可能な第１温度
範囲内の環境温度で行い、
　前記気密検査工程を、
　　前記第１温度範囲よりも低温で、かつ、
　　前記挿入部の弾性の低下により、前記挿入部による前記貫通孔の仮封止を維持不能な
第２温度範囲内の環境温度で行う
電池の製造方法。
【請求項２】
請求項１に記載の電池の製造方法であって、
　前記ゴム状弾性体は、
　　前記第１温度範囲が２０～３５℃の温度範囲を含み、かつ、
　　前記第２温度範囲が－５０～１０℃の温度範囲と少なくとも一部で重なる材質からな
る
電池の製造方法。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載の電池の製造方法であって、
　前記仮封止工程は、減圧下で行い、
　前記本封止工程は、大気圧下で行う
電池の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自身の内外を連通する貫通孔を有する電池ケースと、この電池ケース内に収
容された電極体及び電解液と、電池ケースの貫通孔を外部から気密に封止してなる封止部
材とを備える電池の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、電解液を注入するための注液孔などの貫通孔を有する電池ケースと、この電
池ケースに収容された電極体及び電解液と、電池ケースの貫通孔を外部から気密に封止し
てなる封止部材とを備える電池が知られている。封止部材としては、例えば、金属からな
る金属蓋部に、ゴム状弾性体からなるゴム栓部が接合されたものがある。このうちゴム栓
部は、電池ケースの貫通孔に外部から圧入され、貫通孔を気密に封止する。一方、金属蓋
部は、ゴム栓部を電池ケースの外部から覆いつつ、ゴム栓部を電池ケースの内部に向けて
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押圧した状態で、電池ケースに接合されている。このようにすることで、ゴム栓部による
貫通孔の気密封止をより確実なものとすることができる。
　なお、ゴム栓部と金属蓋部とを有する封止部材で貫通孔を封止した形態の電池として、
例えば特許文献１に開示された電池が挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－８７６５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の電池では、前述のように、貫通孔の気密封止はゴム栓部で行えば足りると考えら
れていたため、金属蓋部と電池ケースとの間の気密性まで厳密に要求されることはなかっ
た。しかしながら、ゴム栓部は、経時的に劣化するため、ゴム栓部と貫通孔との間の気密
性も経時的に低下する。特に、ハイブリッド自動車や電気自動車などの車載用の電池は、
例えば１０年以上の長期間にわたり使用されるため、この経時劣化による気密性の低下が
懸念される。
【０００５】
　ゴム栓部が劣化してゴム栓部と貫通孔との間の気密性が低下すると、電池ケース内に収
容されていた電解液が、ゴム栓部と貫通孔との間に入り込み、更に、金属蓋部と電池ケー
スとの間の気密性も低い場合には、その電解液が金属蓋部と電池ケースとの間を通じて電
池外部まで漏れ出てしまうことがある。すると、電池ケース内の電解液が不足して、電池
特性が低下するおそれがある。また逆に、金属蓋部と電池ケースとの間、及び、ゴム栓部
と貫通孔との間を通じて、大気中の水分が電池ケース内に入り込み、電池特性が低下する
おそれもある。
【０００６】
　この問題を解決するためには、ゴム栓部が劣化してゴム栓部と貫通孔との間の気密性が
低下しても、電池ケースの内部と外部が連通しないように、金属蓋部と電池ケースとの間
を確実に気密に接合しておくことが考えられる。
　しかしながら、このようにした電池は、製造直後にはゴム栓部がまだ劣化しておらず、
ゴム栓部と貫通孔との間が気密に封止されている。つまり、この電池は、ゴム栓部と貫通
孔との密着、及び、金属蓋部と電池ケースとの接合により、二重に封止されている。この
ため、金属蓋部と電池ケースとの接合の不具合で封止不良が生じていたとしても、この封
止不良が生じた電池を検査により判別するのが難しい。従って、金属蓋部を電池ケースに
確実に気密に接合した電池を製造するのが困難であった。
【０００７】
　本発明は、かかる現状に鑑みてなされたものであって、封止部材のうちの被覆部と電池
ケースとを気密に接合して、電池ケースの貫通孔を気密に封止した電池において、封止部
材の被覆部と電池ケースとの間の気密性を容易かつ確実に検査した電池の製造方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するための本発明の一態様は、自身の内外を連通する貫通孔を有する電
池ケースと、前記電池ケース内に収容された電極体と、前記電池ケース内に収容された電
解液と、前記貫通孔を前記電池ケースの外部から気密に封止してなる封止部材であって、
ゴム状弾性体からなり、前記貫通孔に挿入された挿入部、及び、前記挿入部を前記外部か
ら覆いつつ、前記電池ケースのうち前記貫通孔の周囲を囲む環状の孔周囲部に気密かつ環
状に接合してなる被覆部、を有する封止部材と、を備える電池の製造方法であって、前記
挿入部を、前記電解液が収容された前記電池ケースの前記貫通孔に前記外部から圧入し、
前記挿入部で前記貫通孔を気密に仮封止する仮封止工程と、前記仮封止工程の後、前記挿
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入部を前記外部から覆いつつ、前記被覆部を前記電池ケースの前記孔周囲部に気密かつ環
状に接合する本封止工程と、前記本封止工程の後、前記封止部材の被覆部と前記電池ケー
スの前記孔周囲部との間の気密性を検査する気密検査工程と、を備え、前記仮封止工程か
ら前記本封止工程までを、前記挿入部の弾性によって、前記挿入部で前記貫通孔を気密に
仮封止可能な第１温度範囲内の環境温度で行い、前記気密検査工程を、前記第１温度範囲
よりも低温で、かつ、前記挿入部の弾性の低下により、前記挿入部による前記貫通孔の仮
封止を維持不能な第２温度範囲内の環境温度で行う電池の製造方法である。
【０００９】
　この電池の製造方法では、仮封止工程から本封止工程までを、挿入部の弾性により挿入
部で貫通孔を気密に仮封止可能な第１温度範囲内の環境温度で行う。このため、仮封止工
程において、挿入部で貫通孔を確実に気密に封止できる。また、この仮封止後、本封止ま
での間に、電池ケース内に収容された電解液が貫通孔を通じて電池ケースの外部（孔周囲
部等）に漏れ出るのを防止できる。従って、本封止工程の際に、貫通孔から漏れ出た電解
液が封止部材の被覆部と電池ケースの孔周囲部との間に入り込んで、封止不良が生じるの
を防止でき、被覆部と孔周囲部とを確実に接合できる。
【００１０】
　一方、気密検査工程は、第１温度範囲よりも低温で、かつ、挿入部の弾性の低下により
、挿入部による貫通孔の仮封止を維持不能な第２温度範囲内の環境温度で行う。このため
、この気密検査工程中は、仮封止が維持できず、挿入部と貫通孔との間の気密性が低下し
て、挿入部と貫通孔との間を気体が流通可能な状態となる。従って、電池ケース内の気体
が電池ケースの外部に漏れ出ないか否かを検査することにより、被覆部と電池ケースの孔
周囲部との間の気密性を容易かつ確実に検査することができる。そして、これらの間に封
止不良が生じている電池を確実に排除できる。従って、封止部材の被覆部と電池ケースの
孔周囲部との間の気密信頼性が高く、長期間にわたり封止部材（その被覆部）で注液孔を
気密に封止できる電池を容易かつ確実に製造できる。よって、封止部材の被覆部と電池ケ
ースとの間の気密性を容易かつ確実に検査した電池を製造できる。
【００１１】
　更に、上記の電池の製造方法であって、前記ゴム状弾性体は、前記第１温度範囲が２０
～３５℃の温度範囲を含み、かつ、前記第２温度範囲が－５０～１０℃の温度範囲と少な
くとも一部で重なる材質からなる電池の製造方法とすると良い。
【００１２】
　このような材質からなるゴム状弾性体で挿入部を形成することで、仮封止工程から本封
止工程までを２０～３５℃の温度範囲内の環境温度で行えば良く、これらの工程の環境温
度を極端に高い温度や低い温度にしなくても済む。従って、これらの工程を容易に行うこ
とができ、また、製造コストを低くできる。また、気密検査工程を－５０～１０℃の温度
範囲内のうち、第２温度範囲内となる環境温度で行えば良く、気密検査工程の環境温度に
ついても、極端に高い温度や低い温度にしなくても済む。従って、気密検査工程を容易に
行うことができ、また、製造コストを低くできる。
【００１３】
　更に、上記のいずれかに記載の電池の製造方法であって、前記仮封止工程は、減圧下で
行い、前記本封止工程は、大気圧下で行う電池の製造方法とすると良い。
【００１４】
　仮封止工程を減圧下で行うことで、この仮封止後の電池ケース内を減圧状態（負圧）に
することができる。このため、本封止工程後に行うコンディショニング工程（初期充電工
程）の際やその後の使用において、電池ケース内に気体が発生しても、電池ケースの内圧
が早期に高くなるのを防止できる。一方、溶接などによる接合を行う本封止工程は、大気
圧下で行うので、減圧下で行う場合に比して、本封止工程を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施形態１に係るリチウムイオン二次電池を示す縦断面図である。
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【図２】実施形態１に係り、電極体を示す斜視図である。
【図３】実施形態１に係り、正極板及び負極板をセパレータを介して互いに重ねた状態を
示す部分平面図である。
【図４】実施形態１に係り、ケース蓋部材、正極端子及び負極端子等を示す分解斜視図で
ある。
【図５】実施形態１に係り、注液孔及び封止部材の近傍を示す部分拡大縦断面図である。
【図６】実施形態１に係り、図５の上方から見た、封止部材の近傍を示す部分拡大平面図
である。
【図７】実施形態１に係り、封止部材を示す縦断面図である。
【図８】実施形態１に係るリチウムイオン二次電池の製造方法に関し、仮封止工程におい
て、封止部材の挿入部材を注液孔に圧入して、挿入部材で注液孔を気密に仮封止する様子
を示す説明図である。
【図９】試験用電池１，２について行った気密性試験における、環境温度とヘリウムガス
のリーク量との関係を示すグラフである。
【図１０】実施形態２に係るハイブリッド自動車を示す説明図である。
【図１１】実施形態３に係るハンマードリルを示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
（実施形態１）
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しつつ説明する。図１に、本実施形態１に係
るリチウムイオン二次電池（電池）１００（以下、単に電池１００とも言う）を示す。ま
た、図２及び図３に、この電池１００を構成する捲回型の電極体１２０及びこれを展開し
た状態を示す。また、図４に、ケース蓋部材１１３、正極端子１５０及び負極端子１６０
等の詳細を示す。また、図５及び図６に、注液孔（貫通孔）１７０及び封止部材１８０の
近傍の形態を示す。なお、図１，図４及び図５における上方を電池１００の上側、下方を
電池１００の下側として説明する。
【００１７】
　この電池１００は、ハイブリッド自動車や電気自動車等の車両や、ハンマードリル等の
電池使用機器に搭載される角型電池である。この電池１００は、直方体形状の電池ケース
１１０、この電池ケース１１０内に収容された捲回型の電極体１２０、電池ケース１１０
に支持された正極端子１５０及び負極端子１６０等から構成されている（図１参照）。ま
た、電池ケース１１０内には、非水系の電解液１１７が保持されている。
【００１８】
　このうち電池ケース１１０は、金属（本実施形態１ではアルミニウム）により形成され
ている。この電池ケース１１０は、上側のみが開口した箱状のケース本体部材１１１と、
このケース本体部材１１１の開口１１１ｈを閉塞する形態で溶接されたケース蓋部材１１
３とから構成されている（図１及び図４参照）。ケース蓋部材１１３は、電池ケース１１
０の内部を向く内側主面１１３ｃと、電池ケース１１０の外部を向く外側主面１１３ｄと
を有する矩形板状をなす。
【００１９】
　ケース蓋部材１１３には、その長手方向の中央付近に、電池ケース１１０の内圧が所定
圧力に達した際に破断する非復帰型の安全弁１１５が設けられている。また、この安全弁
１１５の近傍には、ケース蓋部材１１３を貫通し、電池ケース１１０の内外を連通する後
述する注液孔（貫通孔）１７０が設けられている。この注液孔１７０は、電池ケース１１
０内が大気圧よりも減圧された状態（負圧状態）で、後述する封止部材１８０で気密に封
止されている。また、ケース蓋部材１１３には、それぞれ電池ケース１１０の内部から外
部に延出する形態の通電端子部材１５１からなる正極端子１５０及び負極端子１６０と、
ボルト１５３，１５３とが、樹脂からなる絶縁部材１５５，１５５を介して固設されてい
る（図１及び図４参照）。
【００２０】
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　次に、電極体１２０について説明する。この電極体１２０は、絶縁フィルムを上側のみ
が開口した袋状に形成した絶縁フィルム包囲体１１９内に収容され、横倒しにした状態で
電池ケース１１０内に収容されている（図１参照）。この電極体１２０は、帯状の正極板
１２１と帯状の負極板１３１とを、帯状のセパレータ１４１を介して互いに重ねて（図３
参照）、軸線ＡＸ周りに捲回し、扁平状に圧縮したものである（図２参照）。
【００２１】
　正極板１２１は、芯材として、帯状のアルミニウム箔からなる正極集電箔１２２を有す
る。この正極集電箔１２２の両主面のうち、幅方向の一部でかつ長手方向に延びる領域上
には、それぞれ正極活物質層１２３，１２３が長手方向（図３中、左右方向）に帯状に設
けられている。これらの正極活物質層１２３，１２３は、正極活物質、導電剤及び結着剤
から形成されている。
【００２２】
　正極板１２１のうち、自身の厚み方向に正極集電箔１２２及び正極活物質層１２３，１
２３が存在する帯状の部位が、正極部１２１ｗである。この正極部１２１ｗは、電極体１
２０を構成した状態において、その全域がセパレータ１４１を介して負極板１３１の後述
する負極部１３１ｗと対向している（図３参照）。また、正極板１２１に正極部１２１ｗ
を設けたことに伴い、正極集電箔１２２のうち、幅方向の片方の端部（図３中、上方）は
、長手方向に帯状に延び、自身の厚み方向に正極活物質層１２３が存在しない正極集電部
１２１ｍとなっている。この正極集電部１２１ｍの幅方向の一部は、セパレータ１４１か
ら軸線ＡＸ方向の一方側ＳＡに渦巻き状をなして突出しており（図２参照）、前述の正極
端子１５０と接続している（図１参照）。
【００２３】
　また、負極板１３１は、芯材として、帯状の銅箔からなる負極集電箔１３２を有する。
この負極集電箔１３２の両主面のうち、幅方向の一部でかつ長手方向に延びる領域上には
、それぞれ負極活物質層１３３，１３３が長手方向（図３中、左右方向）に帯状に設けら
れている。これらの負極活物質層１３３，１３３は、負極活物質、結着剤及び増粘剤から
形成されている。
【００２４】
　負極板１３１のうち、自身の厚み方向に負極集電箔１３２及び負極活物質層１３３，１
３３が存在する帯状の部位が、負極部１３１ｗである。この負極部１３１ｗは、電極体１
２０を構成した状態において、その全域がセパレータ１４１と対向している。また、負極
板１３１に負極部１３１ｗを設けたことに伴い、負極集電箔１３２のうち、幅方向の片方
の端部（図３中、下方）は、長手方向に帯状に延び、自身の厚み方向に負極活物質層１３
３が存在しない負極集電部１３１ｍとなっている。この負極集電部１３１ｍの幅方向の一
部は、セパレータ１４１から軸線ＡＸ方向の他方側ＳＢに渦巻き状をなして突出しており
（図２参照）、前述の負極端子１６０と接続している（図１参照）。
　また、セパレータ１４１は、樹脂からなる多孔質膜であり、帯状をなす。
【００２５】
　次に、注液孔１７０及び封止部材１８０について説明する（図５～図７参照）。
　注液孔１７０は、電解液１１７を電池ケース１１０内に注入するために形成され、ケー
ス蓋部材１１３の内側主面１１３ｃと外側主面１１３ｄとの間を貫通する形態で軸線ＢＸ
方向に延びる孔であり、電池ケース１１０の内外を連通している。この注液孔１７０は、
円孔をなす内側円筒部１７１と、これよりも径大な円孔をなす外側円筒部１７３とが同軸
状に繋がった段付き孔である。
【００２６】
　内側円筒部１７１は、円筒状をなす円筒状内周面１７１ｆで構成されており、軸線ＢＸ
方向の内側ＢＣ（電池内部側、図５中、下方）に位置し、内側主面１１３ｃに開口してい
る。また、外側円筒部１７３は、円筒状をなす円筒状外周面１７３ｆで構成されており、
軸線ＢＸ方向の外側ＢＤ（電池外部側、図５中、上方）に位置し、外側主面１１３ｄに開
口している。内側円筒部１７１をなす円筒状内周面１７１ｆと、外側円筒部１７３をなす
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円筒状内周面１７３ｆとは、内側主面１１３ｃ及び外側主面１１３ｄに平行な円環状の中
間面１７２ｆを介して繋がっている。
【００２７】
　一方、封止部材１８０は、被覆部材（被覆部）１８１と、これに接合された挿入部材（
挿入部）１８３とから構成されている。
　このうち被覆部材１８１は、電池ケース１１０の材質と同じ材質、具体的には、アルミ
ニウムからなる。この被覆部材１８１は、封止部材１８０の軸線ＣＸ方向の内側ＣＣ（ケ
ース蓋部材１１３側、図５及び図７中、下方）に位置する主面である被覆部内側面１８１
ｃと、これに平行で軸線ＣＸ方向の外側ＣＤ（ケース蓋部材１１３とは反対側、図５及び
図７中、上方）に位置する主面である被覆部外側面１８１ｄとを有し、注液孔１７０（そ
の外側円筒部１７３）の内径よりも径大な円板状をなす。
【００２８】
　この被覆部材１８１は、注液孔１７０を軸線ＢＸ方向の外側ＢＤから覆い、注液孔１７
０と同軸になる形態で、電池ケース１１０（そのケース蓋部材１１３）に固着されている
（図５参照）。具体的には、被覆部材１８１の外周縁に沿う円環状の周縁部１８１ｍが、
ケース蓋部材１１３のうち注液孔１７０の周囲を囲む円環状の孔周囲部１１３ｍに、全周
にわたり溶接されて、平面視円環状の溶接部１８１ｙを形成している。これにより、被覆
部材１８１の周縁部１８１ｍと電池ケース１１０の孔周囲部１１３ｍとの間が気密に封止
されている。
【００２９】
　また、挿入部材１８３は、ゴム状弾性体からなる。具体的には、パーフロロエラストマ
ー（デュポン社製、カルレッツ）からなる。このゴム状弾性体のガラス転移点Ｔｇは－５
～５℃である。このゴム状弾性体は、１３～２００℃の温度範囲で、十分に高い弾性を有
する。一方、９℃以下の温度範囲では明らかに弾性が低下し、０℃以下では弾性が殆ど消
失する特性を有する。
【００３０】
　この挿入部材１８３は、径小な頂面１８３ｃと径大な底面１８３ｄとこれらの間を結ぶ
側面１８３ｆとを有する円錐台状をなす。頂面１８３ｃは、注液孔１７０の内側円筒部１
７１の内径よりも径小となっている。また、底面１８３ｄは、頂面１８３ｃよりも径大で
、かつ、注液孔１７０の内側円筒部１７１の内径よりも径大で、かつ、注液孔１７０の外
側円筒部１７３の内径よりも径小となっている。
【００３１】
　この挿入部材１８３は、その底面１８３ｄが被覆部材１８１の被覆部内側面１８１ｃの
中央に接合されて、被覆部材１８１と一体化されている。この挿入部材１８３は、被覆部
材１８１の被覆部内側面１８１ｃから軸線ＢＸ，ＣＸ方向の内側ＢＣ，ＣＣ（図５中、下
方）に延びて、注液孔１７０内に挿入されている。
【００３２】
　より具体的には、挿入部材１８３をなすゴム状弾性体は、前述のように、２０～３５℃
の温度範囲を含む１３～２００℃の温度範囲（前述の第１温度範囲に相当する）で、十分
に高い弾性を有する。従って、この第１温度範囲内の環境温度（例えば２５℃）で仮封止
及びそれ以降の工程を行えば、挿入部材１８３の弾性によって、挿入部材１８３の側面１
８３ｆが、注液孔１７０のうち、円筒状内周面１７１ｆと中間面１７２ｆとのなす角部１
７１ｆａに気密に圧接して、挿入部材１８３で注液孔１７０を気密に封止（密栓）した状
態となる。このため、この範囲の環境温度とし続けることで、注液孔１７０は、封止部材
１８０の被覆部材１８１と挿入部材１８３とにより二重にシールされ続ける。特に、この
第１温度範囲が２０～３５℃の温度範囲を含んでいるので、この２０～３５℃の範囲内の
温度を容易に保ちつつ、挿入部材１８３によるシールを保つことができる。
【００３３】
　一方、挿入部材１８３をなすゴム状弾性体は、前述のように、９℃以下の温度範囲（前
述の第２温度範囲に相当する）で明らかに弾性が低下し、０℃以下では弾性が殆ど消失す
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る。従って、この第２温度範囲内の環境温度（例えば－５℃）では、挿入部材１８３の側
面１８３ｆが、注液孔１７０の角部１７１ｆａに接触しているものの、挿入部１８３と注
液孔１７０との間の仮封止を維持できず、これらの間は、気密ではなく、気体が流通可能
な状態となる。このため、この温度環境下では、注液孔１７０は、封止部材１８０の被覆
部材１８１でのみシールされる。
【００３４】
　次いで、上記電池１００の製造方法について説明する。まず、別途形成した帯状の正極
板１２１及び帯状の負極板１３１を、帯状のセパレータ１４１を介して互いに重ね（図３
参照）、巻き芯を用いて軸線ＡＸ周りに捲回する。その後、これを扁平状に圧縮して電極
体１２０を形成する（図２参照）。
　また別途、被覆部材１８１と挿入部材１８３とからなる封止部材１８０（図７参照）を
形成しておく。具体的には、金属板からなる被覆部材１８１を射出成形用の金型にセット
し、前述のようにパーフロロエラストマー（デュポン社製、カルレッツ）を用いて、射出
成形により挿入部材１８３を被覆部材１８１と一体に成形する。
【００３５】
　また、安全弁１１５及び注液孔１７０等を形成したケース蓋部材１１３と、通電端子部
材１５１及びボルト１５３とを用意し、これらを射出成形用の金型にセットする。そして
、射出成形により絶縁部材１５５を一体的に成形して、ケース蓋部材１１３に正極端子１
５０及び負極端子１６０を固設する（図４参照）。
【００３６】
　次に、正極端子１５０と電極体１２０の正極集電部１２１ｍとを接続（溶接）する。ま
た、負極端子１６０と電極体１２０の負極集電部１３１ｍとを接続（溶接）する。その後
、ケース本体部材１１１及び絶縁フィルム包囲体１１９を用意し、ケース本体部材１１１
内に絶縁フィルム包囲体１１９を介して電極体１２０を収容すると共に、ケース本体部材
１１１の開口１１１ｈをケース蓋部材１１３で塞ぐ。そして、レーザ溶接により、ケース
本体部材１１１とケース蓋部材１１３とを溶接して、電池ケース１１０を形成する（図１
参照）。
【００３７】
　次に、溶接したケース本体部材１１１とケース蓋部材１１３との間の気密性を検査する
。具体的には、この電池１００をチャンバ内に入れて、チャンバ内をヘリウムガスで充満
させると共に、ケース蓋部材１１３の注液孔１７０に吸引用ノズルを気密に装着して、電
池ケース１１０の内部を減圧する。ケース本体部材１１１とケース蓋部材１１３との間に
封止不良がある場合には、電池ケース１１０外のヘリウムガスが電池ケース１１０内に侵
入するので、この侵入したヘリウムガスを検知することで、ケース本体部材１１１とケー
ス蓋部材１１３との間の気密性を検査する。
【００３８】
　次に、２５℃の温度環境下において、この電池を真空チャンバ内に入れて真空チャンバ
内を減圧する。そして、注液用ノズルを注液孔１７０内に挿入して、注液用ノズルから電
池ケース１１０内に電解液１１７を注液する。その後、注液孔１７０の周囲（孔周囲部１
１３ｍを含む）を清掃する。具体的には、不織布により、注液孔１７０の周囲を拭く。電
解液１１７の注入の際に、電解液１１７が注液孔１７０の周囲に付着するおそれがあるが
、この清掃により注液孔１７０の周囲を清浄状態とすることができる。
【００３９】
　次に、この減圧下及び２５℃の温度環境下において、仮封止工程を行う。即ち、挿入部
材１８３を注液孔１７０に電池ケース１１０の外部から圧入し、挿入部材１８３で注液孔
１７０を気密に仮封止する。より具体的には、封止部材１８０のうちの挿入部材１８３を
、注液孔１７０にその軸線ＢＸ方向の外側ＢＤから圧入し、挿入部材１８３の側面１８３
ｆを注液孔１７０の角部１７１ｆａに圧接させる（図８参照）。これにより、挿入部材１
８３で注液孔１７０を気密に仮封止（密栓）する。
【００４０】
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　本実施形態１では、この仮封止工程から後述する本封止工程までを、挿入部材１８３の
弾性によって、挿入部材１８３で注液孔１７０を気密に封止可能な第１温度範囲（本実施
形態１では１３～２００℃）内の環境温度（本実施形態１では２５℃）で行う。このため
、仮封止工程から本封止工程までの期間中、挿入部材１８３は高い弾性を有するので、挿
入部材１８３のうち、注液孔１７０の角部１７１ｆａに当接した当接部１８３ｔは、自身
の弾性により変形して、注液孔１７０の角部１７１ｆａに密着する。
【００４１】
　引き続き２５℃の温度環境下において、真空チャンバ内を大気圧に戻して、真空チャン
バからこの電池を取り出す。電池ケース１１０は、仮封止工程で気密に封止されているの
で、電池１００を大気圧下に戻しても、電池ケース１１０内はその減圧状態を保っている
。
　ところで、注液孔１７０が仮封止されていない場合には、電池ケース１１０内に収容さ
れた電解液１１７が、電池外部に漏れ出たり、電池ケース１１０の孔周囲部１１３ｍに付
着するおそれがある。しかし、本実施形態１では、前述の仮封止工程において挿入部材１
８３で注液孔１７０を気密に仮封止しているので、電解液１１７が電池外部に漏れ出るの
を確実に防止できる。また、次述する本封止工程をも、電池ケース１１０内を減圧状態に
保ったまま、大気圧下で行うことができる。
【００４２】
　次に、この大気圧下及び２５℃の温度環境下において、本封止工程を行う。即ち、挿入
部材１８３を電池ケース１１０の外部から覆う被覆部材１８１の周縁部１８１ｍを、電池
ケース１１０（そのケース蓋部材１１３）の孔周囲部１１３ｍに気密かつ環状に接合する
。より具体的には、封止部材１８０の被覆部材１８１を軸線ＢＸ，ＣＸ方向の内側ＢＣ，
ＤＣに押圧して、被覆部材１８１の周縁部１８１ｍをケース蓋部材１１３の孔周囲部１１
３ｍに当接させる。そしてこの状態で、レーザ溶接を行い、被覆部材１８１の周縁部１８
１ｍと電池ケース１１０の孔周囲部１１３ｍとを全周にわたって溶接して平面視円環状の
溶接部１８１ｙを形成する。これにより、被覆部材１８１の周縁部１８１ｍと電池ケース
１１０の孔周囲部１１３ｍとの間が気密に封止される。
【００４３】
　次に、コンディショニング工程において、この電池１００の初期充電を行う。その際、
電池ケース１１０内には、水素などの気体が発生する。このため、電池ケース１１０の内
圧は、コンディショニング工程の前よりも高くなる（電池ケース１１０内の減圧度が低く
なる）。
【００４４】
　次に、この電池１００について気密検査工程を行う。即ち、封止部材１８０の被覆部材
１８１と電池ケース１１０（そのケース蓋部材１１３）の孔周囲部１１３ｍとの間の気密
性を検査する。この気密検査工程は、前述した仮封止工程から本封止工程までとは異なり
、第１温度範囲（本実施形態１では１３～２００℃）よりも低温で行う。しかも、挿入部
材１８３の弾性の低下により、挿入部材１８３による注液孔１７０の仮封止を維持不能な
第２温度範囲（本実施形態１では９℃以下）内の環境温度（本実施形態１では－５℃）で
行う。前述のように、挿入部材１８３をなすゴム状弾性体は、９℃以下で明らかに弾性が
低下し、０℃以下で弾性が殆ど消失するので、この－５℃の温度環境下では、硬化して（
ガラス状態となり）弾性が殆ど消失する。このため、挿入部材１８３の当接部１８３ｔと
注液孔１７０の角部１７１ｆａとの密着性が殆どなくなり、挿入部材１８３と注液孔１７
０との間で気体が流通可能な状態となる。
【００４５】
　この気密検査工程は、－５℃の温度環境下で、電池１００を真空チャンバ内に置いて、
真空チャンバ内を減圧する。そして、封止部材１８０の近傍に、水素ガス検知器（Hydrog
en Leak Detector H2000：センシスター社製）を設置して、１２０秒間、水素ガスを検知
することにより行う。前述のように、電池ケース１１０内には、初期充電の際に発生した
水素ガスが存在する。このため、被覆部材１８１の周縁部１８１ｍと電池ケース１１０の



(10) JP 2013-20730 A 2013.1.31

10

20

30

40

50

孔周囲部１１３ｍとの間に封止不良が生じている場合には、この水素ガスが、気体が流通
可能な状態とされている挿入部材１８３と注液孔１７０との間を通じ、更に、封止不良の
ある被覆部材１８１の周縁部１８１ｍと電池ケース１１０の孔周囲部１１３ｍとの間を通
じて、電池ケース１１０の外部に漏れ出る。従って、水素ガス検知器により水素ガスが検
知できれば、被覆部材１８１の周縁部１８１ｍと電池ケース１１０の孔周囲部１１３ｍと
の間に封止不良が生じていることが判る。そこで、この封止不良のある電池を排除し、封
止不良のない良品の電池１００のみを選別する。かくして、電池１００が完成する。
【００４６】
　以上で説明したように、本実施形態１に係る電池１００は、自身の内外を連通する注液
孔（貫通孔）１７０を有する電池ケース１１０と、これに収容された電極体１２０及び電
解液１１７と、注液孔１７０を気密に封止してなる封止部材１８０とを備える。このうち
封止部材１８０は、ゴム状弾性体からなり、注液孔１７０に挿入された挿入部材（挿入部
）１８３と、挿入部材１８３を外部から覆いつつ、電池ケース１１０のうち注液孔１７０
の周囲を囲む環状の孔周囲部１１３ｍに気密かつ環状に接合してなる被覆部材（被覆部）
１８１とを有する。
【００４７】
　そして、本実施形態１に係る電池１００の製造方法は、挿入部材１８３を注液孔１７０
に外部から圧入し、注液孔１７０を気密に仮封止する仮封止工程と、その後、挿入部材１
８３を外部から覆いつつ、被覆部材１８１を電池ケース１１０の孔周囲部１１３ｍに気密
かつ環状に接合する本封止工程と、その後、被覆部材１８１と電池ケース１１０の孔周囲
部１１３ｍとの間の気密性を検査する気密検査工程とを備える。そして、仮封止工程から
本封止工程までを、挿入部材１８３の弾性によって、挿入部材１８３で注液孔１７０を気
密に仮封止可能な第１温度範囲（本実施形態１では１３～２００℃）内の環境温度（本実
施形態１では２５℃）で行う。一方、気密検査工程を、第１温度範囲よりも低温で、かつ
、挿入部材１８３の弾性の低下により、挿入部材１８３による注液孔１７０の仮封止を維
持不能な第２温度範囲（本実施形態１では９℃以下）内の環境温度（本実施形態１では－
５℃）で行っている。
【００４８】
　このように、この電池１００の製造方法では、仮封止工程から本封止工程までを、挿入
部材１８３の弾性によって、挿入部材１８３で注液孔１７０を気密に仮封止可能な第１温
度範囲（本実施形態１では１３～２００℃）内の環境温度（本実施形態１では２５℃）で
行う。このため、仮封止工程で、挿入部材１８３で注液孔１７０を気密に封止できる。ま
た、仮封止後、本封止までの間、電池ケース１１０内に収容された電解液１１７が注液孔
１７０を通じて電池ケース１１０の外部（孔周囲部１１３ｍ等）に漏れ出るのを防止でき
る。従って、本封止工程の際に、注液孔１７０から漏れ出た電解液１１７が封止部材１８
０の被覆部材１８１と電池ケース１１０の孔周囲部１１３ｍとの間に入り込んで、封止不
良が生じるのを防止でき、被覆部材１８１と孔周囲部１１３ｍとを確実に接合できる。
【００４９】
　一方、気密検査工程は、第１温度範囲（本実施形態１では１３～２００℃）よりも低温
で、かつ、挿入部材１８３の弾性の低下により、挿入部材１８３による注液孔１７０の仮
封止を維持不能な第２温度範囲（本実施形態１では９℃以下）内の環境温度（本実施形態
１では－５℃）で行う。このため、この気密検査工程中は、仮封止を維持できず、挿入部
材１８３と注液孔１７０との間の気密性が低下して、挿入部材１８３と注液孔１７０との
間を気体が流通可能な状態となる。従って、電池ケース１１０内の気体が電池ケース１１
０の外部に漏れ出ないか否かを検査することにより、被覆部材１８１と電池ケース１１０
の孔周囲部１１３ｍとの間の気密性を容易かつ確実に検査することができる。そして、こ
れらの間に封止不良が生じている電池を確実に排除できる。従って、封止部材１８０の被
覆部材１８１と電池ケース１１０の孔周囲部１１３ｍとの間の気密信頼性が高く、長期間
にわたり封止部材１８０（その被覆部材１８１）で注液孔１７０を気密に封止できる電池
１００を容易かつ確実に製造できる。よって、封止部材１８０の被覆部材１８１と電池ケ
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ース１１０との間の気密性を容易かつ確実に検査した電池１００を製造できる。
【００５０】
　更に、本実施形態１では、ゴム状弾性体は、第１温度範囲が２０～３５℃の温度範囲を
含み、かつ、第２温度範囲が－５０～１０℃の温度範囲と少なくとも一部で重なる材質か
らなる。このような材質からなるゴム状弾性体で挿入部材１８３を形成することで、仮封
止工程から本封止工程までを２０～３５℃の温度範囲内の環境温度（本実施形態１では２
５℃）で行えば良く、これらの工程の環境温度を極端に高い温度や低い温度にしなくても
済む。従って、これらの工程を容易に行うことができ、また、製造コストを低くできる。
また、気密検査工程を－５０～１０℃の温度範囲内のうち、第２温度範囲（本実施形態１
では９℃以下）と重なる－５０～９℃の温度範囲内の環境温度（本実施形態１では－５℃
）で行えば良く、気密検査工程の環境温度についても極端に高い温度や低い温度にしなく
ても済む。従って、気密検査工程を容易に行うことができ、また、製造コストを低くでき
る。
【００５１】
　また、本実施形態１では、仮封止工程は、減圧下で行い、本封止工程は、大気圧下で行
う。仮封止工程を減圧下で行うことで、この仮封止後の電池ケース１１０内を減圧状態（
負圧）にすることができる。このため、本封止工程後に行うコンディショニング工程（初
期充電工程）の際やその後の使用において、電池ケース１１０内に気体が発生しても、電
池ケース１１０の内圧が早期に高くなるのを防止できる。一方、溶接を行う本封止工程は
、大気圧下で行うので、減圧下で行う場合に比して、本封止工程を容易に行うことができ
る。
【００５２】
（試験結果）
　次いで、本発明の効果を確認するために行った試験結果について説明する。この試験で
は、試験を容易かつ確実に行うために、電極体、絶縁フィルム包囲体及び電解液を電池ケ
ース内に収容することなく、電池ケース、正極端子、負極端子及び封止部材のみにより試
験用電池を作製した。また、電池外部から電池ケース内に気体を供給できるように、電池
ケースのケース本体部材に配管を取り付けた。
【００５３】
　試験用電池１として、実施形態１と同様の電池ケース１１０、正極端子１５０、負極端
子１６０及び封止部材１８０を用いて試験用電池を作製した。但し、本封止工程では、封
止部材１８０の被覆部材１８１のうち周縁部１８１ｍの全周を、電池ケース１１０の孔周
囲部１１３ｍに円環状に溶接するのではなく、周縁部１８１ｍのうち周方向の９０％の部
分を溶接して、孔周囲部１１３ｍにＣ字状の溶接部を形成した。従って、この試験用電池
１は、被覆部材１８１と孔周囲部１１３ｍとの間を気体が流通可能な状態となっており、
本封止工程での溶接時に被覆部材１８１と孔周囲部１１３ｍとの間に封止不良が生じてい
る状態に相当する。
【００５４】
　また、試験用電池２として、挿入部材の材質を、前述のパーフロロエラストマーから、
エチレンプロピレンジエンゴム（ＥＰＤＭ）（ガラス転移点Ｔｇ＝－５０～－４０℃）に
変更し、それ以外は実施形態１と同様とした封止部材を用いて、また、電池ケース１１０
、正極端子１５０及び負極端子１６０は実施形態１と同様として、試験用電池を作製した
。この試験用電池２も、試験用電池１と同様に、封止部材の被覆部材のうち、周縁部の周
方向９０％の部分を溶接して、電池ケースの孔周囲部にＣ字状の溶接部を形成した。従っ
て、この試験用電池２も、被覆部材と孔周囲部との間を気体が流通可能な状態（封止不良
に相当する）となっている。
【００５５】
　次に、これらの試験用電池１，２について気密性試験を行った。具体的には、これらの
試験用電池１，２の電池ケース内に気体（具体的にはヘリウムガス）を送り込み、封止部
材近傍からのガス漏れ（ヘリウムガスのリーク量）をヘリウムガス検知器を用いて測定し
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た。この測定を環境温度を２５℃から－３０℃まで徐々に低下させながら行った。その結
果を図９に示す。
【００５６】
　図９のグラフから明らかなように、試験用電池１では、環境温度が１３℃以上で、ヘリ
ウムガスのリーク量がごく僅か（１．０×１０-9 程度）であった。一方、環境温度が９
℃以下では、ヘリウムガスのリーク量が著しく増大した（１．０×１０-5 程度）。また
、この低温環境下におけるリーク量は、温度に拘わらずほぼ一定であった。
　これに対し、試験用電池２は、２５℃から－３０℃のいずれの環境温度でも、ヘリウム
ガスのリーク量がごく僅か（１．０×１０-9 程度）で、しかも、このリーク量が環境温
度に拘わらずほぼ一定であった。
【００５７】
　このような試験結果を生じる理由は、以下であると考えられる。実施形態１でも説明し
たように、試験用電池１で用いた挿入部材をなすゴム状弾性体（パーフロロエラストマー
）は、環境温度を低下させ、環境温度が９℃となると、明らかに硬化し弾性が低下し始め
る。一方、環境温度が１３℃以上の状態では、挿入部材は十分に弾性を有するので、挿入
部材と注液孔との間が密着し、気密に封止（仮封止）された状態にある。従って、電池ケ
ース内に送り込まれたヘリウムガスは、挿入部材と注液孔との間を通過することができず
、ヘリウムガスは電池外部に漏れ出ない。このため、環境温度が１３℃以上では、ヘリウ
ムガスのリークは殆ど認められない。
【００５８】
　一方、９℃以下の温度環境下では、挿入部材の弾性が低下する。更に環境温度を下げる
と、挿入部材の弾性は殆ど消失する。このため、挿入部材と注液孔との間の気密性が失わ
れ、仮封止が維持できず、挿入部材と注液孔との間で気体が流通可能な状態となる。なお
、前述したように、この試験用電池１は、被覆部材と孔周囲部との間で気体が流通可能な
状態（封止不良に相当する状態）となっている。従って、電池ケース内に送り込まれたヘ
リウムガスは、挿入部材と注液孔との間を通り、更に、被覆部材と孔周囲部との間を通っ
て、電池外部に漏れ出る。このため、試験用電池１では、環境温度が９℃以下であると、
ヘリウムガスのリーク量が著しく増えたと考えられる。
【００５９】
　これに対し、試験用電池２では、封止部材の挿入部材をなすゴム状弾性体（ＥＰＤＭ）
は、ガラス転移点Ｔｇが－５０～－４０℃であり、－３９～１００℃の温度範囲で、十分
に高い弾性を有する。一方、－４０℃以下の温度範囲では、明らかに弾性が低下する特性
を有する。上述の気密性試験で行った環境温度（－３０～２５℃）は、いずれも－３９℃
よりも高いので、ＥＰＤＭからなる挿入部材はどの場合でも十分な弾性を有し、挿入部材
と注液孔との間が気密に封止された状態にある。従って、電池ケース内に送り込まれたヘ
リウムガスは、挿入部材と注液孔との間を通過することができず、ヘリウムガスは電池外
部に漏れ出ない。このため、－３０～２５℃のいずれの環境温度下においても、ヘリウム
ガスのリークは殆ど認められない。
【００６０】
　以上、試験用電池１，２についての気密性試験結果から判るように、挿入部材をなすゴ
ム状弾性体の弾性が明らかに低下する或いは消失する温度環境下に電池を置くことで、挿
入部材と注液孔との仮封止を破り、これらの間で気体が流通可能な状態とすることができ
る。従って、このような温度環境下で気密検査を行うことで、被覆部材と孔周囲部との気
密性を容易かつ確実に検査できる。よって、封止不良のある電池を排除でき、被覆部材と
孔周囲部との間の気密信頼性が高く、長期間にわたり封止部材で注液孔を気密に封止でき
る電池を製造できる。
【００６１】
（実施形態２）
　次いで、第２の実施の形態について説明する。本実施形態２に係るハイブリッド自動車
（車両）７００（以下、単に自動車７００とも言う）は、実施形態１に係る電池１００を
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搭載し、この電池１００に蓄えた電気エネルギを、駆動源の駆動エネルギの全部または一
部として使用するものである（図１０参照）。
【００６２】
　この自動車７００は、電池１００を複数組み合わせた組電池７１０を搭載し、エンジン
７４０、フロントモータ７２０及びリアモータ７３０を併用して駆動するハイブリッド自
動車である。具体的には、この自動車７００は、その車体７９０に、エンジン７４０と、
フロントモータ７２０及びリアモータ７３０と、組電池７１０（電池１００）と、ケーブ
ル７５０と、インバータ７６０とを搭載する。そして、この自動車７００は、組電池７１
０（電池１００）に蓄えられた電気エネルギを用いて、フロントモータ７２０及びリアモ
ータ７３０を駆動できるように構成されている。
　前述したように、電池１００は、長期間にわたり封止部材１８０で注液孔１７０を気密
に封止できるので、この自動車７００の耐久性を高くできる。
【００６３】
（実施形態３）
　次いで、第３の実施の形態について説明する。本実施形態３のハンマードリル８００は
、実施形態１に係る電池１００を搭載した電池使用機器である（図１１参照）。このハン
マードリル８００は、本体８２０の底部８２１に、電池１００を含むバッテリパック８１
０が収容されており、このバッテリパック８１０を、ドリルを駆動するためのエネルギー
源として利用している。
　前述したように、電池１００は、長期間にわたり封止部材１８０で注液孔１７０を気密
に封止できるので、このハンマードリル８００の耐久性を高くできる。
【００６４】
　以上において、本発明を実施形態に即して説明したが、本発明は上述の実施形態１～３
に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で、適宜変更して適用できること
は言うまでもない。
【００６５】
　例えば、実施形態１では、電池ケースの内外を連通する「貫通孔」として、電解液１１
７を注入するための注液孔１７０を例示したが、貫通孔は注液孔に限られない。貫通孔と
しては、例えば、電池ケース内の気体を抜くための通気孔などが挙げられる。また、実施
形態１では、「貫通孔」を、電池ケース１１０のうちケース蓋部材１１３に設けたが、貫
通孔の形成位置はこれに限られない。貫通孔は、例えば、ケース本体部材１１１の側面や
底面に設けてもよい。また、実施形態１では、「貫通孔」の形態を段付きの円孔としたが
、貫通孔の形態も適宜変更できる。
【００６６】
　また、実施形態１では、「電極体」として、各々帯状をなす正極板１２１及び負極板１
３１をセパレータ１４１を介して互いに重ねて捲回してなる捲回型の電極体１２０を例示
したが、電極体の形態はこれに限られない。例えば、電極体を、各々所定形状（例えば矩
形状など）をなす正極板及び負極板をセパレータを介して交互に複数積層してなる積層型
としてもよい。
　また、実施形態１では、「封止部材」として、被覆部材（被覆部）１８１と挿入部材（
挿入部）１８３とが一体化されたものを例示したが、被覆部と挿入部とを別体として形成
することもできる。また、被覆部の形状や大きさ、挿入部の形状や大きさは、適宜変更で
きる。
【００６７】
　また、実施形態１では、「被覆部」として、電池ケース１１０と同じ材質（アルミニウ
ム）からなる被覆部材１８１を例示したが、被覆部の材質は適宜変更できる。また、実施
形態１では、溶接により、被覆部材１８１を電池ケース１１０に固着したが、固着方法は
これに限られない。例えば、ロウ材やハンダ、接着剤等を用いて、被覆部を電池ケースに
固着してもよい。
【００６８】
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　また、実施形態１では、封止部材の「挿入部」として、円錐台状の挿入部材１８３を例
示したが、挿入部の形状や大きさは適宜変更できる。また、実施形態１では、「挿入部」
として、パーフロロエラストマーからなる挿入部材１８３を例示したが、挿入部をなすゴ
ム状弾性体の材質はこれに限られない。ゴム状弾性体の材質として、例えば、アクリルゴ
ム（ＡＣＭ）、ニトリルゴム（ＮＢＲ）、イソプレンゴム（ＩＲ）、ウレタンゴム（Ｕ）
、エチレンプロピレンゴム（ＥＰＭ，ＥＰＤＭ）、クロロスルホン化ポリエチレン（ＣＳ
Ｍ）、エピクロルヒドリンゴム（ＣＯ，ＥＣＯ）、クロロプレンゴム（ＣＲ）、シリコー
ンゴム（Ｑ）、スチレン・ブタジエンゴム（ＳＢＲ）、ブタジエンゴム（ＢＲ）、フッ素
ゴム（ＦＫＭ）、ブチルゴム（ＩＩＲ）などが挙げられる。
【００６９】
　このような材質の中から、第１温度範囲が２０～３５℃の温度範囲を含み、かつ、第２
温度範囲が－５０～１０℃の温度範囲と少なくとも一部で重なる材質を選択するのが特に
好ましい。仮封止工程から本封止工程まで、及び、気密検査工程を、極端に高い環境温度
或いは低い環境温度で行わなくても済むからである。
【００７０】
　また、実施形態１では、「仮封止工程」から「本封止工程」までを行う環境温度を２５
℃とする場合を例示したが、この環境温度は、挿入部の弾性により挿入部で貫通孔を気密
に封止可能な第１温度範囲内で、適宜変更できる。
　また、実施形態１では、「仮封止工程」を減圧下で行っているが、これを大気圧下で行
うこともできる。
【００７１】
　また、実施形態１では、「気密検査工程」を行う環境温度を－５℃とする場合を例示し
たが、この環境温度は、第１温度範囲よりも低温で、かつ、挿入部の弾性の低下により、
挿入部による貫通孔の仮封止を維持不能な温度範囲内で、適宜変更できる。
　また、実施形態１では、「気密検査工程」として、電池１００を減圧下に置き、ガス検
知器を用いて電池ケース１１０内からの気体の漏れを検知しているが、気密検査の方法は
これに限られない。例えば、電池１００を水などの液中に没して、電池ケース１１０内か
らの気体の漏れ（泡）を目視等により確認してもよい。
【００７２】
　また、実施形態２では、本発明に係る電池１００を搭載する車両として、ハイブリッド
自動車７００を例示したが、これに限られない。本発明に係る電池を搭載する車両として
は、例えば、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド鉄道車両、フォ
ークリフト、電気車いす、電動アシスト自転車、電動スクータなどが挙げられる。
【００７３】
　また、実施形態３では、本発明に係る電池１００を搭載する電池使用機器して、ハンマ
ードリル８００を例示したが、これに限られない。本発明に係る電池を搭載する電池使用
機器としては、例えば、パーソナルコンピュータ、携帯電話、電池駆動の電動工具、無停
電電源装置など、電池で駆動される各種の家電製品、オフィス機器、産業機器などが挙げ
られる。
【符号の説明】
【００７４】
１００　リチウムイオン二次電池（電池）
１１０　電池ケース
１１１　ケース本体部材
１１３　ケース蓋部材
１１７　電解液
１２０　電極体
１５０　正極端子
１６０　負極端子
１７０　注液孔（貫通孔）
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１７１　内側円筒部
１７１ｆａ　角部
１７３　外側円筒部
１８０　封止部材
１８１　被覆部材（被覆部）
１８１ｍ　（被覆部材の）周縁部
１８１ｙ　溶接部
１８３　挿入部材（挿入部）
１８３ｆ　側面
１８３ｔ　当接部
７００　ハイブリッド自動車（車両）
７１０　組電池
８００　ハンマードリル（電池使用機器）
８１０　バッテリパック

【図１】 【図２】
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