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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウムイオンが出入り可能な正極板とリチウムイオンが出入り可能な負極板とを、電
気的に分離する多孔質のセパレータを介して渦状に巻く捲回体を、電池缶に挿入して形成
する捲回型のリチウムイオン二次電池において、前記電池缶の内部であって、前記電池缶
と接する様に放熱板を設け、
　前記捲回体の中心に、前記放熱板と同様の材料からなる軸芯を有し、
　前記軸芯と前記放熱板との間に、前記軸芯及び前記放熱板と同様の材料からなる負極集
電リングを有することを特徴とするリチウムイオン二次電池。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記軸芯が前記負極集電リングに接する面積よりも、前記放熱板が前記負極集電リング
に接する面積のほうが大きいことを特徴とするリチウムイオン二次電池。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記電池缶とパッキンを介して接合する電池蓋と、前記電池蓋に正極接合部材を介して
電気的に接合する正極集電リングと、を有することを特徴とするリチウムイオン二次電池
。
【請求項４】
　請求項３において、
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　前記正極集電リングと前記軸芯とに接合する接続リングを有することを特徴とするリチ
ウムイオン二次電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウムイオン二次電池に関するものであり、特に、電池の内部で発生した
熱を効率よく放熱できるリチウムイオン二次電池に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　リチウムイオン二次電池は、鉛電池やニッケル水素電池などに比べて、起電力およびエ
ネルギー密度が高く、しかも充放電効率も優れていることから、携帯用の小型電池から車
載用や電力貯蔵用などの大型電池まで、幅広い用途が期待されている。
【０００３】
　しかし、充放電時の電池反応や電池の内部抵抗で発熱することが知られており、特に、
出力の大きな電池では電池の内部が高温となり、この状態が長く続くと寿命の低下や劣化
を生じて、所定の出力が取れなくなる問題があった。
【０００４】
　このような問題を解決するため、以下に示すような電池の内部を冷却する手段が提案さ
れている。
【０００５】
　特許文献１では、電池容器（缶）のほぼ中心のセンターピンに電池の外まで伸びたヒー
トパイプを挿入し、電池の内部で発生した熱を電池の外部に放出する構造が提案されてい
る。
【０００６】
　また、特許文献２では、外部端子を含む電流経路を冷却する手段を設けることが開示さ
れており、冷却手段として気体や液体が提案され、また、電気やガス等をエネルギー源と
した冷却装置を用いることが提案されている。
【０００７】
　さらに、特許文献３では、電極の捲回領域にある軸芯の一部に軸芯の比熱より大きな比
熱を有する有機系の接着剤からなる熱吸収部を設け、電池が発熱した際に熱吸収部と軸芯
との両方から熱を回収して放熱させることが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０００－２６０４７４号公報
【特許文献２】特開２００２－３５２８６３号公報
【特許文献３】特開２００７－３１１３７４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、電池容器（缶）のほぼ中心にヒートパイプを挿入し、外部から内部に冷
却媒体を循環させた場合、高い冷却効果が得られるものの、電池ごとに冷却媒体の強制循
環ラインが必要となる。また、複数の電池を集合化してシステムを構築する場合、電池の
配置上で制約を受けるというおそれがある。
【００１０】
　また、伝熱経路となる電流経路を直接冷却することは、冷却効率が高く、かつ電池の体
積効率の面でも優れているが、放熱部分が電池の電極端子に限られるため、強制冷却が必
要である。また、電極端子に直接冷却作用を施すため静電作用により、浮遊する微細粒子
が付着し易くなり、電極端子が腐食する可能性がある。
【００１１】



(3) JP 5211022 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

　さらに、軸芯よりも比熱の大きな熱吸収部を設けることは、一定時間後の電池の内部の
温度上昇を緩和するためには有効であるが、出力変動の大きな使用環境や急峻な充放電を
繰り返すような使用環境では、吸熱の応答性が悪く、適切な温度に維持管理できない可能
性がある。
【００１２】
　そこで、本発明の目的は、電池の構造を大幅に変えることなく、電池の内部で発生した
熱を効率良く電池缶に伝え、温度に起因する電池特性の劣化を防止したリチウムイオン二
次電池を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一実施形態であるリチウムイオン二次電池は、リチウムイオンが出入り可能な
正極板とリチウムイオンが出入り可能な負極板とを、電気的に分離する多孔質のセパレー
タを介して渦状に巻く捲回体を、電池缶に挿入して形成するリチウムイオン電池である。
【００１４】
　そして、電池缶の内部であって、電池缶と接する様に放熱板を設けることを特徴とする
。
【００１５】
　また、捲回体の中心に、放熱板と同様の材料からなる軸芯を有することが好ましい。
【００１６】
　また、軸芯と放熱板との間に、軸芯及び放熱板と同様の材料からなる負極集電リングを
有することが好ましい。
【００１７】
　また、軸芯が負極集電リングに接する面積よりも、放熱板が負極集電リングに接する面
積のほうが大きいことが好ましい。
【００１８】
　また、このリチウムイオン二次電池は、電池缶とパッキンを介して接合する電池蓋と、
電池蓋に正極接合部材を介して電気的に接合する正極集電リングと、を有することを特徴
とする。
【００１９】
　そして、正極集電リングと軸芯とに接合する接続リングを有することが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　これにより、本発明は、電池の構造を大幅に変えることなく、電池の内部で発生した熱
を効率良く電池缶に伝え、温度に起因する電池特性の劣化を防止したリチウムイオン二次
電池を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】円筒型のリチウムイオン二次電池の摸式断面図。
【図２】角型のリチウムイオン二次電池の摸式図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　リチウムイオン二次電池には、用途に応じて、コイン型，円筒型，角型，ラミネート型
など様々な形態がある。
【００２３】
　本発明は、正極板と負極板とを、セパレータを介して渦状に巻く捲回体を用いたリチウ
ムイオン二次電池であり、円筒型や角型のリチウムイオン二次電池に適用可能である。
【００２４】
　以下、実施例１では円筒型のリチウムイオン二次電池を、実施例２では角型のリチウム
イオン二次電池を例にとって詳細に説明する。
【実施例１】
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【００２５】
　図１は、実施例１による円筒型のリチウムイオン二次電池の摸式断面図である。
【００２６】
　この実施例におけるリチウムイオン二次電池１は、電池缶２と電池蓋３とで構成された
空間内部に、捲回体４が組み込まれており、充放電中に、この捲回体４で発生した熱を電
池缶２に伝えて外部に放熱できるような構成となっている。
【００２７】
　なお、捲回体４は、リチウムイオンが出入り可能な正極板とリチウムイオンが出入り可
能な負極板とを、電気的に分離する多孔質のセパレータを介して渦状に巻いたものである
。
【００２８】
　このように正極電極と負極電極とがセパレータを介してスパイラル状に捲回した捲回体
４は、中心に軸芯５が組み込まれている。
【００２９】
　捲回体４の負極電極からは、電池缶２の底部側に多数の負極タブ６が出ており、この多
数の負極タブ６は、軸芯５に接合された負極集電リング７の外周に接合されている。負極
集電リング７は、電池缶２の底部に設けた放熱板８に接合されている。
【００３０】
　捲回体４の正極電極からは、電池蓋３側に多数の正極タブ９が出ており、この多数の正
極タブ９は、正極集電リング１０の周囲に接合されている。正極集電リング１０は、電気
絶縁性の接続リング１２を介して、軸芯５に固定されている。
【００３１】
　また、正極集電リング１０は、正極接続部材１１で外部正極端子を兼ねた電池蓋３に接
続されている。
【００３２】
　これらの構成部材について、さらに詳しく説明する。
【００３３】
　電池缶２は、表面がニッケルメッキされたスチール製である。この電池缶２の底部には
、予め銅製の放熱板８を取り付ける。放熱板８は、電池缶２の底部と、電池缶２の側面部
の一部に接するように円筒状に製作して挿入し、内部からローラで拡管して、電池缶２と
密着させ固定する。
【００３４】
　なお、電池缶２の側面部の一部に接する放熱板８は、構造上の観点から、捲回体４の設
置位置より低く形成される。
【００３５】
　また、軸芯５が負極集電リング７に接する面積よりも、放熱板８が負極集電リング７に
接する面積のほうが大きくし、放熱板８と軸芯５と負極集電リング７とは同様の材料とす
る。
【００３６】
　捲回体４の正極電極は、短冊型のアルミニウム箔の両面に正極活物質であるリチウム遷
移金属複合酸化物を塗工して製作する。
【００３７】
　捲回体４の負極電極は、短冊型の銅箔の両面に負極活物質である炭素材を塗工して製作
する。
【００３８】
　これら正極活物質および負極活物質は、単体では塗工できないため、バインダであるポ
リフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）と、分散溶媒であるＮ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭ
Ｐ）を加えてスラリー化して塗工する。
【００３９】
　活物質を塗工後、乾燥してプレス機で所定の密度にプレスして電極とする。
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【００４０】
　セパレータは、ポリプロピレン／ポリエチレン／ポリプロピレンの３層構造で空孔率が
４５％の微孔性フィルムを用いる。
【００４１】
　中空の軸芯５は、銅製で、負極タブ６が形成される側を、捲回体４の長さより長くし、
正極タブ９が形成される側を捲回体４の長さより短くする。
【００４２】
　軸芯５の負極側は、銅製の負極集電リング７の中央部と接合して負極集電リング７を固
定する。負極集電リング７の周囲には、複数の負極タブ６を超音波溶接機により溶接する
。
【００４３】
　一方、軸芯５の正極側には、ポリプロピレン製の接続リング１２を固定し、接続リング
１２にアルミニウム製の正極集電リング１０を固定する。
【００４４】
　組み上げた捲回体４を放熱板８の付いた電池缶２に挿入して接合した後、正極集電リン
グ１０と電池蓋３とは、アルミニウム箔を複数枚重ねて作成した正極接続部材１１を介し
て接続される。
【００４５】
　電池蓋３は、内圧上昇の異常時に開裂するアルミニウム製の開裂弁の機能を有し、捲回
体４の正極側と正極接続部材１１を介して接続され、外部正極端子を兼ねている。
【００４６】
　電池缶２と電池蓋３は、電気絶縁性のパッキン（ガスケット）１４を介して、内部に電
解液１３を充填して接続され、電池缶２をかしめ機でかしめて密封する。
【００４７】
　次に、実施例１のリチウムイオン二次電池１について、その作用等を説明する。
【００４８】
　充放電操作における電池の内部の発熱は、電池の内部抵抗による発熱と、過充電等の電
池の異常時に生じる電解液と活物質との化学反応による発熱とがある。
【００４９】
　一般的に、電池の内部抵抗による発熱の場合では、放熱特性の悪い電池の中心部分が高
温となる。
【００５０】
　一方、化学反応による発熱の場合では、反応を生じている部位で発熱するため高温とな
る部位が偏在する。
【００５１】
　これらの発熱を効率良く放熱するためには、伝熱面積を大きく取る方法、および、強制
冷却で温度差を大きくする方法が有効である。
【００５２】
　本実施例は、放熱手段として伝熱面積を大きく取るように構成にしたものであり、電池
の中心部の発熱を熱伝導性の良好な銅製の軸芯５に伝え、この軸芯５に伝わった熱を伝熱
面積の大きな負極集電リング７に伝え、この負極集電リング７に伝わった熱をさらに伝熱
面積の大きな放熱板８に伝え、この放熱板８と接する面の電池缶２から放熱できるように
した点に特徴を有する。
【００５３】
　また、リチウムイオン二次電池１の使用環境により、電池缶２の自然冷却が取れないこ
とが想定される場合には、放熱板８と接して電池缶２の部分を強制冷却することにより、
電池全体の冷却が可能となる。
【実施例２】
【００５４】
　実施例１では、円筒型のリチウムイオン二次電池１を例示したが、本発明は電池形状に
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制限されるものではなく、捲回型であれば、角形、その他の多角形の電池にも適用可能で
ある。
【００５５】
　図２は、実施例２による角型のリチウムイオン二次電池を例にとって詳細に説明する。
【００５６】
　この実施例における角型のリチウムイオン二次電池は、捲回体４を横に配置したもので
、負極が図の左側で、正極が図の右側に相当する。
【００５７】
　本実施例で使用する捲回体４は、正極電極と負極電極とをセパレータを介してスパイラ
ル状に捲回したものであり、中心に楕円状の軸芯を組み込んだものである。
【００５８】
　捲回体４の負極側は、軸芯に負極集電リング７を取り付け、この負極集電リング７に放
熱板８を取り付ける。
【００５９】
　放熱板８は、角型の電池容器２２の内側の側面に接するように製作する。
【００６０】
　軸芯，負極集電リング７および放熱板８の材質は、熱伝導性の良好な銅とした。
【００６１】
　負極集電リング７と負極端子２４との間は、銅製で剛体の負極接続部材２１を用いて電
池蓋３に接続した。
【００６２】
　一方、捲回体４の正極側は、アルミニウム製の正極集電リング１０の内側に電気絶縁性
の接続リング１２を組み込み、軸芯と接続する。
【００６３】
　接続リング１２は、正極集電リング１０より長めに形成し、角型の電池容器２２と接触
しても短絡しないようにする。
【００６４】
　正極集電リング１０と正極端子２３との間は、アルミニウム箔を複数枚重ねて可撓性の
ある正極接続部材１１で接続する。
【００６５】
　電池蓋３に設けた正極端子２３は、ガスケット１４を介して取り付けられ、電気絶縁す
る。電池蓋３と一体化した放熱板８がついた捲回体４を電解液の入った角型の電池容器２
２に挿入して電池蓋３の周囲をシールして角型リチウムイオン電池に仕上げる。
【００６６】
　次に、実施例２の角型のリチウムイオン二次電池について、その作用等を説明する。
【００６７】
　本実施例の角型のリチウムイオン二次電池では、捲回体４の中心に組み込んだ軸芯で充
放電時に発生した熱を、負極集電リング７を介して放熱板８に伝え、角型の電池容器２２
から効率よく放熱できる。
【００６８】
　また、捲回体４の負極側を軸芯，負極集電リングおよび放熱板で、正極側を電気絶縁性
の接続リング１２で支持しているために、振動や衝撃に強い電池構造となっている。
【００６９】
　以上、実施例１及び実施例２とから、本発明の目的を達成するためのポイントは次の通
りである。
【００７０】
　正極板と負極板とをセパレータを介して、渦状または楕円渦巻状に巻いて作成する捲回
型のリチウムイオン二次電池で関するものであり、捲回の中心軸から電池缶の放熱部に至
る経路に熱伝導材を配置するものである。
【００７１】
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　そして、その熱伝導材の伝熱面積を、電池缶の中心軸から電池缶に負極側に至るほど大
きく形成するものである。これにより、放熱効率を高めることができる。
【００７２】
　また、電池缶に接する放熱部が、負極側の端子面と、電池缶の側面とで形成されている
ことである。これにより、放熱効果を高めることが可能となる。
【００７３】
　更には、電池缶と接する放熱部に、電池缶の側面から強制的に冷却する冷却手段を設け
てもよい。
【００７４】
　そして、これら実施例の特徴は、軸芯を単に電池缶に接するように構成するのではなく
、放熱板を用いたことにある。
【００７５】
　つまり、内部の熱を外部に効率よく放熱するには、軸芯から放熱面まで熱を伝え、この
放熱面と雰囲気との温度差を大きくする必要がある。熱を伝える条件として、伝熱面積を
大きくすることが有効であるが、材質固有の熱伝導率も重要である。
【００７６】
　電池缶には所定の強度が必要であり、現状、スチール（鉄基）缶あるいはアルミニウム
缶が使用されている。電池缶の底部を厚く形成し、放熱板を兼ねさせることも考えられる
が、こうするためには電池缶と放熱板とを同一材質とする必要がある。この場合、室温近
傍での熱伝導率は、鉄を基準にするとアルミニウムは約２.８倍、さらに銅であれば約４.
７倍の大きな値となる。
【００７７】
　しかしながら、熱伝導率の大きな銅を電池缶として用いると強度が低くなり、所定の強
度を達成するため、電池缶を厚く形成した場合には、重量エネルギー密度の低下をまねく
おそれがある。
【００７８】
　しがって、これら実施例では、電池缶とは別の材料で放熱板を形成する必要がある。
【００７９】
　このように、電池缶と放熱板との材質を変え、役割分担をする。すなわち、電池缶は薄
板のスチール製として強度を確保し、放熱板や軸芯には銅を用いて、放熱を良好にするこ
とができ、電池の内部の温度を適正に保つことによって、寿命劣化や電池特性の低下を防
止できる。
【００８０】
　以上のように、これら実施例であれば、複数の電池を集合化してシステムを構築する場
合であっても、電池の配置上、制約を受けることがない。
【００８１】
　また、電極端子を直接冷却する必要がないため、電極端子の腐食や、導電性の付着物が
絶縁部分に付着し、電気的な短絡を生じることがない。
【００８２】
　また、出力変動の大きな使用環境や、急峻な充放電を繰り返すような使用環境でも、吸
熱の応答性がよく、適切な温度に維持管理できる。
【００８３】
　つまり、これら実施例では、電池の構造を大幅に変えることなく、電池の内部で発生し
た熱を効率良く電池缶に伝え、放熱面積を大きく取り、温度に起因する電池特性の劣化を
防止して長寿命化を図ることができる。また、充放電中の電池温度の上昇も抑えて長寿命
化を図ることができる。
【００８４】
　これら本実施例によれば、捲回中心軸から電池缶の放熱部に至る熱伝導材が配置され、
その熱伝導材の伝熱面積が電池缶の放熱部に至るほど大きく形成されていることから、電
池の内部で発生した熱を電池缶に効率良く伝え、放熱部である電池缶から外部に熱を放散
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【００８５】
　また、これら実施例によれば、外部冷却手段を付加する場合、放熱板の取付け位置に特
定して冷却可能であり、かつ導電性付着物による腐食や短絡を防止できる。
【００８６】
　また、これら実施例によれば、充放電時に生じる捲回体の温度上昇を適切な範囲に抑え
られるため、温度上昇に起因する電池特性の劣化防止ができる。
【００８７】
　さらに、過充電等の電池異常時に生じる電解液と活物質との化学反応で発生した熱に対
しても電池缶の放熱部から放熱できるため電池を健全に維持できる。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明は、リチウムイオン二次電池に関するものであり、特に、車載用や電力貯蔵用な
どの大型電池に利用可能性が大きい。
【符号の説明】
【００８９】
１　リチウムイオン二次電池
２　電池缶
３　電池蓋
４　捲回体
５　軸芯
６　負極タブ
７　負極集電リング
８　放熱板
９　正極タブ
１０　正極集電リング
１１　正極接続部材
１２　接続リング
１３　電解液
１４　パッキン（ガスケット）
２１　負極接続部材
２２　角型の電池容器
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