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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電磁波シールド性、特に低周波帯域の磁界シー
ルド性が要求される電池ケースに最適な電池ケースを提
供する。
【解決手段】金属層で被覆され、１０～６０％の開孔率
を有する導電性編地１と、樹脂本体２とからなり、前記
樹脂本体２が、ポリプロピレンとポリフェニレンエーテ
ルのアロイ、またはポリアミドとポリフェニレンエーテ
ルのアロイからなる電池ケース。該金属層が、Ｎｉメッ
キ層とＣｕメッキ層とからなり、該Ｎｉメッキ層が最表
層であることが好ましい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属層で被覆された、１０～６０％の開孔率を有する導電性編地と、樹脂本体とからな
り、前記樹脂本体が、ポリプロピレンとポリフェニレンエーテルのアロイ、またはポリア
ミドとポリフェニレンエーテルのアロイからなることを特徴とする電池ケース。
【請求項２】
　前記金属層が、Ｎｉメッキ層とＣｕメッキ層とからなり、該Ｎｉメッキ層が最表層であ
ることを特徴とする請求項１に記載の電池ケース。
【請求項３】
　前記導電性編地が、前記電池ケースの内側表面に露出していることを特徴とする請求項
１または２に記載の電池ケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は樹脂製の電池ケースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電池を動力源とする電気自動車、或いは電池とエンジンを組み合わせて動力源と
する、ハイブリッド自動車の発達が著しい。これらの自動車は良好な燃費を示すが、発達
に伴い、更なる燃費向上を目的として、金属部品を樹脂に置き換えて、自動車を軽量化す
る試みが盛んに行なわれている。
【０００３】
　樹脂化に於ける最大の課題は、電磁波シールド性の付与である。例えば、自動車に内蔵
された動力用二次電池ケースから発生する電磁波は、オーディオ、ＥＣＵ（電子制御基板
ユニット）に悪影響を与え、ノイズや誤動作の原因となる。そのため、電磁波シールド対
策の必要な装置、機器等のハウジング、筐体等には、電磁波シールドを目的として、通常
、鉄やアルミニウム等の金属が使用されている。
【０００４】
　これらの金属を、カーボンファイバー、カーボン、黒鉛等を添加した導電樹脂で代替す
ることが検討されているが、低周波帯域の磁界シールド性が著しく低く、実用上の問題を
有している。例えば、ラジオ等は受信帯域が低周波なので、１００Ｈｚ以下の低周波の影
響を受けやすい。導電樹脂に代わる方法として、成形品の表面に導電塗装、或いはＮｉ、
Ｃｕ、アルミニウムを真空蒸着、メッキする方法がある。しかし、導電塗装はＡｇ、Ｎｉ
、Ｃｕ等の金属紛を添加した導電塗料を用いても、バインダーに樹脂を使用するため、特
に低周波帯域の磁気については、十分なシールド性能を発現させるのが難しく、また、均
一な塗装が難しく、塗膜厚の均一性に欠ける等の問題を有する。一方、真空蒸着、メッキ
は、性能を満足するものの、生産コストが高い、生産性が悪い、大きな成形品の適用が難
しい等の問題点を有しており、実用的でない。
【０００５】
　特許文献１には、効率よく電磁波シールド性を付与する方法として、射出成形前に編地
に金属メッキ処理を施した導電性材料を型内に挿入し、射出成形、圧縮成形、トランスフ
ァ成形等によって、導電性材料を含有する成形品を得る方法が提案されている。
【０００６】
【特許文献１】特開昭６２－２２４１００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　然しながら、特許文献１に記載されている電磁波シールド成形品は、自動車用の電池ケ
ースに特に求められる低周波帯域の磁界シールド性を十分に満足するものとは言えない。
また、本発明者は鋭意研究の結果、車載される電池ケースは、低周波の磁気を十分にシー
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ルドすることの他、制振性や耐熱性を要することを見出したが、これらの特性を満足する
電磁波シールド成形品ケースは、特許文献１に記載されていない。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、電磁波シールド性、特に低周波帯域の磁界シールド性が要求
される電池ケースに最適な電池ケースを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、低周波帯域の磁界シールド性が要求される樹脂製電池ケースの製造につい
て鋭意検討した結果、金属層で被覆され、特定の開孔率を有する導電性編地と、特定の樹
脂とからなる電池ケースは、低周波帯域の磁界シールド性に優れ、制振性、耐熱性（高荷
重たわみ温度）を有し、車載可能であることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
　すなわち本発明の電池ケースは、金属層で被覆された、１０～６０％の開孔率を有する
導電性編地と、樹脂本体とからなり、前記樹脂本体が、ポリプロピレン（以下ＰＰと略す
。）とポリフェニレンエーテル（以下ＰＰＥと略す。）のアロイ（以下ＰＰ／ＰＰＥアロ
イと略す。）、またはポリアミド（以下ＰＡと略す。）とＰＰＥのアロイ（以下、ＰＡ／
ＰＰＥアロイと略す。）からなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の電池ケースは、優れた電磁波シールド性、特に炭素繊維、カーボン、グラファ
イト等の導電コンパウンド樹脂では得ることが難しい低周波帯域の磁界シールド性を有す
る他、制振性及び耐熱性を兼ね備えている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の電池ケースの一例を図１に示す。図１（ａ）は概略外観図、図１（ｂ）は図１
（ａ）のＡ－Ａ’断面図である。
【００１３】
　図１に示すように、本発明の電池ケースは、樹脂本体１と導電性編地２とからなる。樹
脂本体１と、導電性編地２は、導電性編地２の開孔内に樹脂が入り込んだ状態で、接着（
アンカリング）されいることが好ましい。また、導電性編地２は、樹脂本体１の内側表面
を均一に被覆し、電池ケースの内側表面に露出していることが好ましい。導電性編地２を
樹脂本体１の内側に設けることで、電池ケースの外観に影響せず、しかも導電性編地２が
外部損傷を受けにくい。また、導電性編地２を露出させることで、電池ケースの接地が容
易となり、しかも樹脂本体１に不透明樹脂を使用しても、導電性編地２の破損等を外観で
識別できる。
【００１４】
　尚、本発明における「電池ケース」とは、Ｎｉ－水素二次電池、燃料電池等の複数の電
池セルを収容するケースをいう。
【００１５】
　導電性編地は、編地と、編地を被覆する金属層とからなり、好ましくは２ｍｍ2以上３
０ｍｍ2以下、より好ましくは３ｍｍ2以上２０ｍｍ2以下の開孔部を連続的に有する。開
孔部は電磁波シールド性を損なわない範囲で大きい方が好ましい。導電性編地の開孔率は
、１０％以上６０％以下、好ましくは２０％以上５０％以下である。開孔率が６０％を超
えていると、導電性編地の強度と電磁波シールド性が低いので好ましくない。また、開孔
率が１０％未満であると、伸長性が低いことに加え、アンカリング効果も弱いため、導電
性編地が樹脂から剥がれ易いので好ましくない。
【００１６】
　導電性編地の開孔サイズは、導電性編地の拡大写真（１０倍程度）を撮影することによ
って測定できる。また開孔率は、
開孔率＝開孔部の面積÷（開孔部の面積＋メッシュ部の面積）
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の値の百分率と定義され、画像解析ソフト（例えば、ＭＥＤＩＡ　ＣＹＢＥＲＮＥＴＩＣ
Ｓ社製、商品名：ＩｍａｇｅＰｒｏ）を用いて、メッシュ部と開孔部の面積を測定し、求
めることができる。
【００１７】
　導電性編地の厚さは、０．２ｍｍ以上１．０ｍｍ以下が好ましく、更に好ましくは０．
４ｍｍ以上０．８ｍｍ以下である。導電性編地の厚さが０．２ｍｍ未満であると、導電性
編地の強度が弱くなる傾向がある。一方、導電編地の厚さが１．０ｍｍを超えると、伸長
性が悪くなる傾向がある。
【００１８】
　編地を形成する繊維材料は、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン等の合成繊維が
好ましく、コスト、耐熱性の観点から、ポリエステル繊維が最も好ましい。編地の編み方
は限定されないが、伸長性と引張り特性を両立する編み方が好ましい。例えば、トリコッ
ト編み、鎖編み、ゴム編み、メリアス編みが好適に用いられる。
【００１９】
　金属層を形成する金属としてはＣｕ、Ｎｉ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ａｇが挙げられるが、
コスト、電磁波シールド性の観点からは、Ｎｉ、Ｃｕが好ましく、Ｎｉを最表層とし、少
なくとも一層のＮｉ層及びＣｕ層を有するＮｉとＣｕの多層構造の金属層が最も好ましい
。Ｎｉを最表層とするＮｉとＣｕの多層構造である金属層は、優れた磁界シールド性を有
する上、耐湿熱特性等の耐環境性をも有する。
【００２０】
　金属層の厚さは、０．２μｍ以上３μｍ以下が好ましく、より好ましくは０．５μｍ以
上２μｍ以下である。電磁波シールド性の観点からは、金属層の厚さは厚い程好ましいが
、コスト、生産性の観点から、電磁波シールド性を満足する最小厚さに設定することが好
ましい。
【００２１】
　金属層の形成方法は、特に限定されないが、無電解メッキ法、真空蒸着、スパッタリン
グ、溶射等によって、金属層を編地に形成することができる。
【００２２】
　樹脂本体に用いる樹脂は、制音・制振性、耐油性、耐熱性（高荷重たわみ温度）、機械
的強度（衝撃強さ）、寸法精度（低反り）の観点から、ＰＰをマトリックスとするＰＰ／
ＰＰＥアロイ、またはＰＡをマトリックスとするＰＡ／ＰＰＥアロイである。
【００２３】
　電池ケースに要求される制振効果は損失係数ηの数値で定義される。損失係数とは振動
エネルギーに対する一周期当たりに失われたエネルギーの比であり、パーセント（％）で
表され、その値が大きいほど制振性が大きい。損失係数の測定は、短柵形状の試験片を一
端固定し、電磁加振機にて、自由端から試験片に振動を与え、他端より試験片の振動に対
する応答速度、変位を周波数応答関数解析し、試験片内部の与えた振動エネルギーに対す
る一周期当たりに失われたエネルギーの比で求められる。制振性を有する樹脂成形体は、
振動減衰効果と制音効果を有し、振動を減衰すると共にノイズの低減、他の部品との干渉
音を低減する効果を有する。ハイブリッド自動車用二次電池ケースには、複数の電池セル
が収納されるため、自動車の振動に起因する二次電池ケースの共振音の抑制や電池を冷却
するためのファンの風きり音、モータ音等の制音化特性が要求される。ＰＰ（ホモポリマ
ー）の損失係数は８～１０％と、熱可塑性樹脂の中でも最も高く、また吸湿したＰＡの損
失係数はＰＰに匹敵する位に高く、これらのアロイは二次電池ケースに要求される制振・
制音性を十分に満たすものである。
【００２４】
　しかし、ＰＰ単体、ＰＡ単体は、電池ケースの要求特性である制音・制振性、耐油性は
満足するものの、耐熱性（高荷重たわみ温度）、機械的強度（衝撃強さ）、寸法精度（反
り）を満足せず好ましくない。
【００２５】
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　本発明で用いられる、結晶性樹脂であるＰＰ、ＰＡをマトリックス相、非結晶性樹脂で
あるＰＰＥを分散相とするＰＰ／ＰＰＥ、ＰＡ／ＰＰＥのアロイは、ＰＰ、ＰＡの特性を
そのまま保持しつつ、ＰＰＥの存在（分散相のＰＰＥが高耐熱（ガラス転移温度約２１０
℃）有機フィラーとして作用する。）により、高荷重熱変形温度、衝撃強度、寸法精度（
反り）が著しく改善され、電池ケースの材料として好ましい。
【００２６】
　ＰＰ／ＰＰＥアロイに用いるＰＰとしては、一般にＰＰと呼ばれる樹脂を使用可能であ
る。例えば、少量のエチレンやαオレフィンとのランダムないしブロック重合体等を含む
。
【００２７】
　また、ＰＰＥとしては、構成単位が一般式（１）及び（２）から選ばれる少なくとも１
種からなる単独重合体、あるいは共重合体が使用できる。
【００２８】
【化１】

【００２９】
（式中、Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３，Ｒ４，Ｒ５，Ｒ６は、炭素１～４のアルキル基、アリール基
、ハロゲン、水素等の一価の残基であり、Ｒ５，Ｒ６は同時に水素ではない）
【００３０】
　ＰＰＥの単独重合体の代表例としては、ポリ（２，６－ジメチル－１，４－フェニレン
）エーテル、ポリ（２－メチル－６－エチル－１，４－フェニレン）エーテル、ポリ（２
，６－ジエチル－１，４－フェニレン）エーテル、ポリ（２－エチル－６－ｎ－プロピル
－１，４－フェニレン）エーテル、ポリ（２，６－ジ－ｎ－プロピル－１，４－フェニレ
ン）エーテル、ポリ（２－メチル－６－ｎ－ブチル－１，４－フェニレン）エーテル、ポ
リ（２－エチル－６－イソプロピル－１，４－フェニレン）エーテル、ポリ（２－メチル
－６－クロロエチル－１，４－フェニレン）エーテル、ポリ（２－メチル－６－ヒドロキ
シエチル－１，４－フェニレン）エーテル、及びポリ（２－メチル－６－クロロエチル－
１，４－フェニレン）エーテル、等のホモポリマーが挙げられる。
【００３１】
　ＰＰＥの共重合体は、２，６－ジメチルフェノールと２，３，６－トリメチルフェノー
ルとの共重合体、２，６－ジメチルフェノールとｏ－クレゾールとの共重合体、あるいは
２，６－ジメチルフェノールと２，３，６－トリメチルフェノール及びｏ－クレゾールと
の共重合体等、ポリフェニレンエーテル構造を主体としてなるポリフェニレンエーテル共
重合体を包含する。
【００３２】
　また、このＰＰＥは、還元粘度（０．５ｇ／ｄｌ、クロロホルム溶液、３０℃測定）が
、０．１０～２．０の範囲である事が好ましく、上記したものの他に、マレイン酸，無水
マレイン酸，フマル酸，イタコン酸，アクリル酸，アクリル酸エステル，メタクリル酸，
メタクリル酸エステル等のα，β－不飽和カルボン酸又はその誘導体にて変性された変性
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ポリフェニレンエーテル樹脂でも良い。
【００３３】
　かかるＰＰＥの製造方法は公知の方法であれば特に限定されるものではなく、例えば、
米国特許第３３０６８７４号明細書記載のＨａｙによる第一銅塩とアミンのコンプレック
スを触媒として用い、例えば２，６－キシレノールを酸化重合することにより容易に製造
でき、そのほかにも米国特許第３３０６８７５号、同第３２５７３５７号および同第３２
５７３５８号の各明細書、特公昭５２－１７８８０号および特開昭５０－５１１９７号お
よび同６３－１５２６２８号の各公報等に記載された方法で容易に製造できる。
【００３４】
　本発明に供するＰＰＥは、上記したＰＰＥ成分１００重量％でも利用可能であるが、本
発明では、ＰＰＥ／スチレン系樹脂＝１～９９重量％／９９～１重量％の割合で構成され
たものが好ましく用いることができ、中でも２０～８０重量％／８０～２０重量％の比率
で用いることがより好ましい。
【００３５】
　かかるスチレン系樹脂とは、スチレン系化合物の単独重合体、２種以上のスチレン系化
合物の共重合体およびスチレン系化合物の重合体よりなるマトリックス中にゴム状重合体
が粒子状に分散してなるゴム変性スチレン樹脂（ハイインパクトポリスチレン）等が挙げ
られる。これら重合体をもたらすスチレン系化合物としては、例えばスチレン、ｏ－メチ
ルスチレン、ｐ－メチルスチレン、ｍ－メチルスチレン、α－メチルスチレン、エチルス
チレン、α－メチル－ｐ－メチルスチレン、２，４－ジメチルスチレン、モノクロルスチ
レン、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルスチレン等が挙げられる。
【００３６】
　これらスチレン系化合物を２種以上用いて得られる共重合体でも良いが、中でもスチレ
ンを単独で用いて重合して得られるポリスチレンが好ましい。これらの重合体はアタクチ
ックポリスチレン、シンジオタクチックポリスチレン等の立体規則構造を有するポリスチ
レンが有効に利用できる。
【００３７】
　ＰＰとＰＰＥの混合割合は、ＰＰ／ＰＰＥ＝９５～４０重量％／５～６０重量％であり
、好ましくはＰＰ／ＰＰＥ＝９０～５０重量％／１０～５０重量％である。
【００３８】
　ＰＰをマトリックス相、ＰＰＥが分散相として均一に分散したアロイは、例えばＰＰと
ＰＰＥの両方に相溶性がある水添スチレンブタジエンブロック重合体（ＳＥＢＳ）等を相
溶化剤として、ＰＰとＰＰＥを熱混練して得られる。
【００３９】
　ＰＰをマトリックスとするＰＰ／ＰＰＥアロイの具体例としては、旭化成ケミカルズ（
株）製「ザイロンＥＶ１０２」、日本ジーイープラスチックス（株）製「ノリルＰＰＸ」
シリーズ等が挙げられる。
【００４０】
　ＰＡ／ＰＰＥアロイに用いるＰＡとしては、二塩基酸とジアミンの重縮合物、環状ラク
タム開環重合物、アミノカルボン酸の重縮合物、および、これらのコポリマー、ブレンド
物が挙げられる。より具体的には、ポリアミド６６、ポリアミド４６、ポリアミド６１２
、ポリアミド６１０、ポリアミド６、ポリアミド１１、ポリアミド１２等の脂肪族アミド
樹脂、ポリメタキシレンアジパミド（ポリアミドＭＸＤ６）、ポリヘキサメチレンテレフ
タラミド（ポリアミド６Ｔ）、ポリヘキサメチレンイソフタラミド（ポリアミド６Ｉ）等
の脂肪族、芳香族ポリアミド樹脂、および、これ等の共重合体やブレンド物が挙げられる
。これらのうち、耐熱性、機械的性質の観点からポリアミド６６、ポリアミド６、ポリア
ミド６６／６、ポリアミド６６／６Ｉが特に好ましく用いられる。
【００４１】
　また、ＰＰＥとしては、前述したＰＰ／ＰＰＥアロイと同様のＰＰＥが用いられる。
【００４２】
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　ＰＡとＰＰＥの混合割合は、ＰＡ／ＰＰＥ＝８０～４０重量％／２０～６０重量％であ
り、好ましくはＰＡ／ＰＰＥ＝７０～５０重量％／３０～５０重量％である。
【００４３】
　ＰＡ／ＰＰＥアロイは、分子構造内に少なくとも１個の炭素－炭素二重結合または、三
重結合および少なくとも１個のカルボン酸基、酸無水基、アミノ基、水酸基、またはグリ
シジル基を有する少なくとも１種の変性化合物を相溶化剤として、ＰＡとＰＰＥを熱混練
して得られる。これらの相溶化剤の中でも、マレイン酸、無水マレイン酸、クエン酸が好
適に用いられる。
【００４４】
　ＰＡ／ＰＰＥアロイの具体例としては、旭化成ケミカルズ（株）製「ザイロンＡ０２１
０」、日本ジーイープラスチックス（株）製「ノリルＧＴＸ」シリーズ、三菱エンジニア
リングプラスチックス（株）「レマロイ」シリーズ等が挙げられる。
【００４５】
　ＰＰ／ＰＰＥアロイ、ＰＡ／ＰＰＥアロイには、発明を損なわない範囲で、他の樹脂、
添加剤、例えば、エラストマー、可塑剤、安定剤、帯電防止剤、紫外線吸収剤、難燃剤、
着色剤、離型剤及びガラス繊維・チタン酸カリウィスカー・酸化亜鉛ウィスカー等の繊維
状補強剤、更にはガラスビーズ、ガラスフレーク、マイカ、炭酸カルシュウム、タルク等
の充填剤を添加することができる。
【００４６】
　本発明の電池ケースの製造方法としては、金型内で導電性編地を射出成形にて貼り合せ
る方法、或いは導電性編地を積層した２層シートを真空成形、真空・圧空で熱成形する方
法、或いは導電性編地を積層した２層シートを圧縮成形で熱賦形する方法等が挙げられる
。この内、射出成形が特に好ましく用いられる。射出成形に於いて、導電性編地が均一に
樹脂本体の内側に積層された電池ケースを得るには、樹脂を金型内に射出する前に、電池
ケースの内側を形成する金型表面上に導電性編地を均一に配置せしめることが重要である
。例えば、製品を形成する金型空隙部の要所要所にピン等の突起を設けて、金型が閉じる
際に自動的に突起の作用により、導電性編地が電池ケースの内側を形成す金型表面に均一
に押し付けられるような金型構造にすると良い。
【実施例】
【００４７】
　以下、実施例によって、本発明を更に詳細に説明する。
【００４８】
　＜樹脂＞
　実施例で使用した樹脂は以下の通りである。
【００４９】
　ＰＰ／ＰＰＥアロイ：旭化成ケミカルズ（株）製「ザイロンＥＶ１０２」
　ＰＡ／ＰＰＥアロイ：旭化成ケミカルズ（株）製「ザイロンＡ０２１０」
　ＰＰ：日本ポリプロ（株）製「ノバテックＥＡ９ＢＴ」
　導電性変性ＰＰＥ：旭化成ケミカルズ（株）製「ザイロンＸ８６００」
【００５０】
　＜測定方法＞
　実施例における測定方法は以下の通りである。
【００５１】
　（１）導電性編地の開孔率
　導電性編地の１０倍拡大写真をとり、画像解析ソフト（ＭＥＤＩＡ　ＣＹＢＥＲＮＥＴ
ＩＣＳ社製、商品名：ＩｍａｇｅＰｒｏ）を用いて測定した。開孔率は、開孔部の面積を
（開孔部の面積＋メッシュ部の面積）で割り、その値を百分率で表した。
【００５２】
　（２）電磁波シールド性
　電池ケースから１５０ｍｍ角の平板を切り取り、アドバンテスト法にて測定した。



(8) JP 2008-269954 A 2008.11.6

10

20

30

40

50

【００５３】
　（３）制振性
　ＡＳＴＭ－Ｅ７５６－８３に準じて片持ちはり法で、損失係数ηを求めた。損失係数は
二次共振周波数にて測定した。測定機は２０３２型２チャンネルＦＦＴアナライザー（販
売元：松貿機器会社）を用いた。
【００５４】
　（４）耐熱性
　電池ケースから、幅１２．７ｍｍ、長さ１３０ｍｍのタンザク状試験片を切り取り、Ａ
ＳＴＭ－Ｄ６４８に準じて、試験片に１．８２ＭＰａの曲げ応力をかけてオイル加熱槽（
昇温速度１２０℃／ｈｒ）に浸漬して加熱し、曲げたわみが０．２５４ｍｍに達した時の
温度（高荷重たわみ温度）を測定した。
【００５５】
　（５）アイゾット衝撃強さ（ノッチ付き）
　電池ケースから、幅１２．７ｍｍ、長さ１３０ｍｍのタンザク状試験片を切り取り、Ａ
ＳＴＭ－Ｄ２５６で規定されたＶノッチを入れて、アイゾット衝撃強さを測定した。
【００５６】
　（６）耐油性
　電池ケースから、幅１２．７ｍｍ、長さ１３０ｍｍのタンザク状試験片を切り取り、試
験片をベンディングバーに沿わせて固定し、試験片の表面に作動油を塗布した状態で、室
温で一日放置し、試験片の表面にクラックが発生するか否かを測定した。０．２以下の歪
で割れ、クラックが発生したものを耐油性が悪いと判定した。０．８以上の歪でも割れ、
クラックの発生しなかったものを耐油性が良好と判定した。
【００５７】
　（７）寸法精度
　射出成形品の長辺側面部の内反り量を測定した。
【００５８】
　（８）成形性
　導電性編地が破損なく、ほぼ均一に成形品表面に貼り付け成形されていて、成形品の端
の導電性編地を手で掴み剥離テストをおこなった際に密着強度が十分なものを成形性が良
好と判定した。導電性編地の一部破損が見られるものや導電性編地が成形品から容易に剥
がれるものを成形性が悪いと判定した。
【００５９】
　＜実施例１＞
　図１に示す電池ケースを製造した。
【００６０】
　ポリエステル繊維よりなるメッシュ状編地に、最表層がＮｉであるＮｉとＣｕの多層メ
ッキを２～３μｍ施した、厚さ０．３３ｍｍの導電性編地（メッシュサイズ：３～４ｍｍ
2、開孔率：３０％）を箱状金型内に挿入した後、ＰＰ／ＰＰＥアロイをシリンダー温度
２６０℃の成形条件にて射出成形した。得られた電池ケースは、厚さ３ｍｍであり、導電
性編地は電池ケースの内面に視認出来た。評価結果を表１に示す。
【００６１】
　表１に示すように、電池ケースに要求される特性、低周波磁界シールド性、制振性、耐
熱性（高荷重たわみ温度）、機械的強度（衝撃強度）、寸法精度（低反り）を十分に満足
するものであった。
【００６２】
　＜実施例２＞
　表１に示すメッシュサイズ、開孔率を有する以外は実施例１と同様の導電性編地を箱状
金型内に挿入した後、ＰＡ／ＰＰＥアロイをシリンダー温度２７０℃の成形条件にて射出
成形した。得られた電池ケースは、厚さ３ｍｍであり、導電性編地は電池ケースの内面に
視認出来た。
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　ＰＡは吸湿性樹脂であるので、実際に成形品が自動車で使用される環境（２３℃、５０
％ＲＨ平衡状態）を仮定して、成形品の調湿した後、評価を行った。その結果を表１に示
す。
【００６４】
　表１に示すように、電池ケースに要求される特性、低周波磁界シールド性、制振性、耐
熱性（高荷重たわみ温度）、機械的強度（衝撃強度）、寸法精度（低反り）を十分に満足
するものであった。
【００６５】
　＜実施例３、比較例１～３＞
　表１に示す樹脂と、表１に示すメッシュサイズ、開孔率を有する以外は実施例１と同様
の導電性編地を用いた以外は、実施例１と同様にして電池ケースを得た。得られた電池ケ
ースは、厚さ３ｍｍであり、導電性編地は電池ケースの内面に視認出来た。評価結果を表
１に示す。
【００６６】
　表１に示すように、実施例３は、実施例１と同様に電池ケースに要求される性能を十分
に満足するものであった。
　比較例１は、低周波磁界シールド性は満足するものの、導電性編地の一部破損が見られ
、成形品への固着強度も弱かった。
【００６７】
　比較例２は、１０ＭＨｚに於ける磁界シールド性が満足するものでなかった。
【００６８】
　比較例３は、低周波磁界シールド性、制振性を満足するものの、耐熱性（高荷重たわみ
温度）、機械的強度（衝撃強度）、寸法精度（低反り）を満足するものでなかった。
【００６９】
　＜比較例４＞
　導電性編地を使用しないで、炭素繊維を添加した導電性変性ＰＰＥを用い、シリンダー
温度２７０℃とした以外は、実施例１と同様にして電池ケースを得た。得られた電池ケー
スは、厚さ３ｍｍであった。評価結果を表１に示す。
【００７０】
　表１に示すように、制振性も低く、１０ＭＨｚに於ける磁界シールド性が殆どなかった
。
【００７１】
　＜比較例５＞
　導電性編地を使用しない以外は、実施例１と同様にして電池ケースを得た。得られた電
池ケースは、厚さ３ｍｍであった。次いで、電池ケースの内側表面に導電塗料（日本アセ
チン（株）製、ニッケルコーティング導電塗料「ＪＥＦ－６０６」）を、厚さ１０μｍで
塗装した後、評価を行った。その結果を表１に示す。
【００７２】
　比較例３と同様に１０ＭＨｚに於ける磁界シールド性が殆どなかった。
【００７３】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明の電池ケースは、磁界シールド性、制振性に優れ、自動車用電池ケースに要求さ
れる特性を十分に満たす。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の電池ケースの一例を示す図である。
【符号の説明】
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【００７６】
１　導電性編地
２　樹脂本体

【図１】
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