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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】結合された高分子ガスケットを含むボタン電池
の密封を改善可能な、電池の新しい製造方法を提供する
。
【解決手段】容器４とキャップ３とを備えるケース２と
、ポリプロピレンからなり、容器とキャップとの間で圧
縮され、結合される重合体ガスケット５とを備え、シリ
カ被覆層を摩擦化学サンドブラスティングによってガス
ケットの表面のすべてまたは一部に埋め込むステップと
、接着層６を、シリカ被覆層を備えるガスケットの表面
に、および／または容器の表面のすべてまたは一部に、
およびガスケットに結合されることを意図するキャップ
の表面に追加するステップと、ケースをガスケットと組
み立てるステップであって、ガスケットは容器とキャッ
プとの間に圧縮によって配置され、接着層によって結合
されるステップと、を連続して含む、ボタン電池１を製
造する方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電池、具体的にはボタン電池（１）を製造する方法であって、前記ボタン電池（１）は
、
　－容器（４）とキャップ（３）とを備えるケース（２）と、
　－ポリオレフィン系熱可塑性樹脂からなる重合体ガスケット（５）であって、前記容器
と前記キャップとの間で圧縮され、前記ケースに結合されて、前記ケースを密封し、前記
容器を前記キャップからガルバニック絶縁する重合体ガスケットと、
　を備え、
　前記方法は、
　－前記ケースと結合することを意図する前記重合体ガスケット（５）の表面のすべてま
たはその一部を摩擦化学サンドブラスティングすることによって、シリカで被覆されたア
ルミナ粒子を埋め込み、前記重合体ガスケットの表面のすべてまたは一部上にシリカ被覆
層（７）を形成するステップと、
　－接着層（６）を、前記シリカ被覆層（７）を備える前記重合体ガスケット（５）の表
面に、および／または前記容器（４）の表面のすべてまたは一部に、および／または前記
重合体ガスケットに結合されることを意図する前記キャップ（３）の表面に追加するステ
ップと、
　－前記ケース（２）を前記重合体ガスケット（５）と組み立てるステップであって、前
記重合体ガスケット（５）は圧縮によって前記容器（４）と前記キャップ（３）との間に
配置され、前記ケースに前記接着層（６）によって結合されるステップと、
　を連続して含むことを特徴とする、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の製造方法であって、シリカ被覆層（７）を埋め込む前記ステップと、
接着層（６）を追加する前記ステップとの間に、前記シリカ被覆層（７）と化学結合する
シラン基を備える接着促進剤（８）の層を蒸着するステップをさらに含むことを特徴とす
る、方法。
【請求項３】
　請求項１または２のいずれかに記載の製造方法であって、前記接着層（６）は前記追加
ステップ中に液体であることを特徴とする、方法。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の製造方法であって、前記接着層（６）はエポ
キシ、アクリレートまたはポリウレタン接着剤で形成されることを特徴とする、方法。
【請求項５】
　請求項２に記載の製造方法であって、前記接着層（６）はアクリレート接着剤で形成さ
れ、前記接着促進剤（８）は前記接着層（６）に１または複数の結合剤によって結合する
ことを意図する官能基を含み、具体的には前記基は、イオンまたは共有型の相互作用を備
える基、およびファンデルワールス力または水素結合などの弱い分子間相互作用を備える
基から選択され、前記接着促進剤（８）はアクリレート官能基を備え、前記アクリレート
接着剤と組み合わせて用いられることを特徴とする、方法。
【請求項６】
　請求項２に記載の製造方法であって、前記接着層（６）はエポキシ接着剤で形成され、
前記接着促進剤（８）は前記接着層（６）に１または複数の結合剤によって結合すること
を意図する官能基を含み、具体的には前記基は、イオンまたは共有型の相互作用を備える
基、およびファンデルワールス力または水素結合などの弱い分子間相互作用を備える基か
ら選択され、前記接着促進剤（８）はアミン官能基を備え、前記エポキシ接着剤と組み合
わせて用いられることを特徴とする、方法。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載の製造方法であって、シリカ被覆層（７）を埋
め込む前記ステップは、シリカで被覆されたアルミナ粒子を用いて摩擦化学サンドブラス
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ティングによって実施され、前記アルミナ粒子は１０μｍから１００μｍの範囲の平均粒
径を有し、好ましくは、範囲２０μｍから４０μｍの範囲の平均粒径を有することを特徴
とする、方法。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれかに記載の製造方法であって、前記容器（４）の表面の
すべてまたは一部および前記ガスケット（５）に結合されることを意図する前記キャップ
（３）の表面のすべてまたは一部もまた、前記接着層（６）を追加するステップの前に、
シリカで被覆されたアルミナ粒子を用いて摩擦化学サンドブラスティングを受けることを
特徴とする、方法。
【請求項９】
　請求項２、５、または６に記載の製造方法、または請求項２に従属する請求項３、４、
７、または８に記載の製造方法であって、前記容器（４）の表面のすべてまたは一部およ
び前記ガスケット（５）に結合されることを意図する前記キャップ（３）の表面のすべて
または一部もまた、前記接着層（６）を追加するステップの前に、接着促進剤（８）の層
を蒸着するステップを受けることを特徴とする、方法。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９のいずれかに記載の製造方法であって、前記重合体ガスケット（
５）はポリプロピレン、ポリエチレンからなり、またはポリプロピレンとポリエチレン共
重合体からなることを特徴とする、方法。
【請求項１１】
　電池、具体的にはボタン電池（１）であって、
　－容器（４）とキャップ（３）とを備えるケース（２）と、
　－ポリオレフィン系熱可塑性樹脂からなる重合体ガスケット（５）であって、前記容器
と前記キャップとの間で圧縮され、接着層（６）によって前記ケースに結合されて、前記
ケースを密封し、前記容器を前記キャップからガルバニック絶縁する重合体ガスケットと
、
　を備え、
　前記電池は、前記重合体ガスケット（５）がその表面のすべてまたは一部に埋め込まれ
たシリカ被覆層（７）を備えることを特徴とし、前記シリカ被覆層は、前記重合体ガスケ
ット（５）と前記接着層との接着を改善するために、少なくとも部分的に前記接着層（６
）の下部に配置される、電池。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の電池であって、接着促進剤（８）の層は前記シリカ被覆層（７）と
前記接着層（６）との間に挿入されて、前記シリカ被覆層（７）と前記接着層とを化学結
合することを特徴とする、電池。
【請求項１３】
　請求項１１または１２に記載の電池であって、前記シリカ被覆層（７）はシリカで被覆
されたアルミナ粒子の層から形成され、前記アルミナ粒子の層は前記重合体ガスケット（
５）の表面のすべてまたは一部に、５０μｍ未満、または実質的に５０μｍに等しい平均
的な厚さで埋め込まれることを特徴とする、電池。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の電池であって、前記シリカ被覆層（７）は非連続性であることを特
徴とする、電池。
【請求項１５】
　請求項１１から請求項１４のいずれかに記載の電池であって、前記重合体ガスケット（
５）はポリプロピレン、ポリエチレンからなり、またはポリプロピレンとポリエチレン共
重合体からなることを特徴とする、電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は電池、具体的にはボタン電池を製造する方法に関する。本発明はさらに、前述
の製造方法によって得られる電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ボタン電池は一般に、容器およびキャップを備えるケースを含む。容器およびキャップ
はそれぞれ電池の正極および負極を形成する。従来、ボタン電池は容器とキャップとの間
に圧縮によって配置される重合体ガスケットによって密封される。この重合体ガスケット
によって、正極と負極の間にガルバニック絶縁が実現し、電池に含有される電解液とおよ
び外部環境との間に障壁が形成される。ただし、この障壁は完全には不浸透性ではない。
一定の条件下、たとえば過剰な湿度がある場合は、蒸気はガスケットとケースとの間の接
合面を介して電池内に侵入可能である。その結果として、電池が早期に劣化し、したがっ
て電池の寿命が短くなる。
【０００３】
　電池のケースに対するガスケットの接着を改良するための解決法が存在する。ある解決
法はガスケットを接着剤で被覆することからなり、それによってガスケットが押圧される
容器およびキャップのそれぞれの表面に対してガスケットは結合する。ただし、ガスケッ
トと接着剤との接着は、電池の内部と外部との間で流体が循環することを防ぐには十分で
ないことが多い。本発明の範囲内では、主要な問題は、当業者が推測的に考慮していたよ
うにケースを形成する金属への接着剤の接着が悪いことから生じるのではなく、むしろ、
接着剤とガスケットとの接合面での接着が悪いことから生じることが分かった。より具体
的には、電池と一体化されるガスケットに広く用いられているポリプロピレンなどの一定
の重合体の表面エネルギーが低いため、接着剤がガスケットに適切に接着することができ
ない。
【０００４】
　一般に、プラズマまたはコロナ処理によってこれらの重合体の表面エネルギーが増加し
、したがって濡れ性が増加することが提案されてきた。ただし、これらの処理は一定の欠
点を有する。コロナ処理は耐久性が相対的に低いという欠点がある。より具体的には、処
理された表面は約２４時間という時間尺で改善された接着特性を失う。したがって重合体
を処理し、その後すぐに結合することが必要であり、さもなければ接着剤の重合体への接
着が十分ではなくなる。プラズマ処理には、特別な環境（真空、アルゴンまたは酸素）で
高額な機器が必要となる。さらに、排気の際に、処理された表面はその特徴の一部も失う
。
【０００５】
　このように、今までの研究の努力にもかかわらず、簡潔かつ安価な様式で電池を密封す
る問題を克服可能な完全に満足が行く解決法は見つかっていない。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、電池、より具体的には、結合された高分子ガスケットを含むボタン電池の密
封を改善可能な、電池の新しい製造方法に関する。
【０００７】
　そのために、本発明による製造方法は接着層を追加するステップの前に、シリカ被覆層
を摩擦化学サンドブラスティングによって、電池のケースに接着層によって結合されるこ
とを意図するガスケットの表面の少なくとも一部分上に埋め込むことからなるステップを
含む。このシリカ被覆処理によって、ガスケットの表面エネルギーが増加し、したがって
、ガスケットに対する接着剤の濡れ性が増加する。これによって、ガスケットに対する接
着剤の接着が良くなり、電池の密封が改善された最終製品が製造される。コロナまたはプ
ラズマ処理と比較すると、摩擦化学サンドブラスティングは、処理された表面に持続性の
ある強化された濡れ性をもたらし、１か月の経時後にも濡れ性の顕著な変化は観測されな
い。さらに、摩擦化学サンドブラスティングは、高額な機器を用いずに空気中で使用可能
であるという別の有利点も有する。
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【０００８】
　本発明はしたがって、請求項１で定義する、電池、具体的にはボタン電池を製造する方
法に関する。
【０００９】
　本発明による方法の有利な実施形態によると、本製造方法はさらに、シリカ被覆層を埋
め込むステップと、接着層を蒸着するステップとの間に、接着促進剤を蒸着するステップ
を含む。具体的には、接着促進剤は、シリカ被覆層と化学結合を形成するシランと、蒸着
された接着剤と特に反応するように、接着剤に応じて選択される別の化学的機能を備える
。このように、持続性のある化学結合は、ケースの複数の組み立て面と、それらの組み立
て面の間に配置される接着剤との間に生成され、電池に対して強力な結合と密封を形成す
る。
【００１０】
　本発明のその他の特徴および有利点は、添付図を参照して、非限定的な例として提供さ
れる好ましい実施形態の以下の説明を読むことによって明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の製造方法によって処理され、結合された重合体ガスケットを用いて密封
されたキャップおよび容器を有するケースを備えるボタン電池を半分に切断した断面図を
示す。
【図２】本発明による方法によって重合体ガスケットの表面に埋め込まれた、または蒸着
された異なる層を図式的に例示する。
【図３】ポリプロピレンプレートの表面エネルギーを示すグラフであり、それぞれ表面処
理のない場合（参照）、本発明による摩擦化学サンドブラスティング後に官能基化処理を
行う場合（シリカ被覆処理（Ｓｉｌｉｃ．）＋促進剤（Ｐｒｏｍｏ．））または行わない
場合（シリカ被覆処理）、従来のサンドブラスティング後に官能基化処理を行う場合（サ
ンドブラスティング（ＳＢ）＋促進剤）または行わない場合（サンドブラスティング）を
示す。
【図４】放電中の電池の内部抵抗を示すグラフであり、それぞれ４０℃、残留湿度９０％
未満で１８週間の経時処理後と、－１０℃と＋６０℃との間で変動する温度サイクルで１
８週間の経時処理後の場合を示す。結果は、本発明によってシリカで被覆され、官能基化
されたガスケット（シリカ被覆処理＋促進剤）を備える電池および標準ガスケットを備え
る電池（参照）に対して示される。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は電池を製造する方法に関する。より具体的には、本発明は、電池のケースの容
器とキャップとの間が密封されたアセンブリを得るために実装されるステップに関する。
本発明はさらに電池に関し、具体的には本製造方法によって製造されるボタン電池に関す
る。
【００１３】
　図１に示すボタン電池１は、キャップ３と容器４から形成されるケース２を含む。キャ
ップ３と容器４はそれぞれ、電池の負極および正極を形成する。従来、ケース２は、キャ
ップ３と容器４との間に圧縮されることによって配置される重合体ガスケット５を含む。
この重合体ガスケットは、好ましくはポリプロピレンからなるが、ポリエチレン、ポリエ
チレンとポリプロピレンの共重合体からなってもよく、またはその他のポリオレフィン系
熱可塑性樹脂からなってもよい。重合体ガスケットはキャップ３および容器４に接着層６
によって結合される。接着層６は、好ましくはガスケット５の全表面にわたって延在する
。
【００１４】
　本発明によれば、製造方法の間に、ガスケットの表面の一部または好ましくはすべてが
、結合前に摩擦化学サンドブラスティングによって処理され、状況に応じて官能基化され
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て、ガスケットと接着層との間の接着を改善し、したがって、電池ケースの密封を改善す
る。図１の代替的な実施形態によれば、ガスケット５の全表面はシリカ被覆処理を受け、
状況に応じて官能基化される。別の代替的な実施形態によれば、容器と結合されることを
意図するガスケットの面、およびケースの底部（すなわちケースが閉鎖される位置）のキ
ャップのみを処理することも考えられる。別の電池構成では、この閉鎖区域はケースの上
部に配置されてもよい。この場合には、処理されることが好ましいのはケースの上部の区
域となる。
【００１５】
　図２に示すように、ガスケット５の表面はまず、摩擦化学サンドブラスティングを受け
る。これは、シリカ被覆とも呼ばれ、シリカとも呼ばれる二酸化ケイ素で被覆されたアル
ミナ粒子を表面に吹きかけて磨くことからなる。一般に、平均的な粒子の粒径は、１０μ
ｍから１００μｍの範囲であり、好ましくは２０μｍから４０μｍの範囲である。摩擦化
学サンドブラスティングによって、表面粗さが増加し、シリカ被覆層７が蒸着可能となる
。シリカ被覆層７は緻密層の形で存在し、ガスケットの表面上に一定の厚さでガスケット
に埋め込まれる粒子を含む。この層は相対的に非連続的であり、処理されたガスケット５
の表面にしっかりと固定される個々の粒子から形成される。粒子はガスケットの表面に侵
入し、その平均的な厚さは一般に５０μｍ未満か、または実質的に５０μｍに等しい。
【００１６】
　以下一例として示すように、シリカ被覆処理によって、重合体ガスケットの表面エネル
ギーは顕著に増加し、したがって、ガスケットの接着剤の濡れ性も顕著に増加する。この
シリカ被覆処理は、利用可能なサンドブラスティング機器に応じて当業者が容易に決定可
能である圧力下および時間条件下で実施される。
【００１７】
　状況に応じて、摩擦化学サンドブラスティング後に、接着促進剤８は化学結合剤および
官能基化剤として機能可能である。接着促進剤８はガスケット５の表面に固定されたシリ
カ被覆層７に蒸着される。有利には、接着促進剤はシランを備える。シランのアルコキシ
ル官能基は、シリカ被覆層との化学結合を形成することを意図する。接着促進剤はさらに
、別の有機官能基、たとえば、アクリレート、アミン、エポキシ、アルキル、アセトキシ
、アリール、グリコール、メルカプト、メタクリル、ビニルなどを備える。これらの有機
官能基は、イオンまたは共有結合の型の強力結合およびファンデルワールス相互作用タイ
プ、水素結合などの低相互作用から選択された１または複数の結合によって接着剤と結合
することを意図する。官能性は、選択された接着剤に適合するように選択されなければな
らない。したがって、たとえば、接着剤がアクリレート接着剤のとき、アクリレート基を
備える接着促進剤が優先される。ただし、接着剤がエポキシ接着剤であるとき、アミン基
を備える接着促進剤が優先される。接着促進剤および接着剤はまた、電池の内部および外
部に用いられる素材との化学的適合性に応じて選択される。
【００１８】
　最後に、接着層６が従前に処理されたガスケット５の表面上に、および／またはガスケ
ットに結合されることを意図するケースの表面上に蒸着される。アクリレートまたはエポ
キシ接着剤についてすでに述べたが、別の接着剤、１つあげるとすると、具体的にはポリ
ウレタン接着剤を用いることも可能である。好ましくは、これらの接着剤は液体接着剤で
あり、ガスケットを浸した後に乾燥することによって被覆することができる。
【００１９】
　最後に、摩擦化学サンドブラスティングによって処理され、場合によっては官能基化さ
れた表面上の接着剤の濡れ性が改善される。ガスケットと接着剤との接着も、したがって
改善される。接着促進剤がある場合には、ガスケットのシリカ被覆層の固定は、一方では
シリカ被覆層と接着促進剤との化学結合と組み合わせて、他方では、接着促進剤と接着剤
との相互作用と組み合わせて、接着剤とガスケットとの間で強力かつ持続性のある結合を
生成する。
【００２０】
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　さらに、本発明は、ガスケットに結合することを意図するケース表面の追加処理を除外
しないことは明白である。ケース表面はシリカ被覆および官能基化処理を受けることもあ
り、またはシリカ被覆または官能基化処理のいずれかのみを受けることもある。
【００２１】
　本発明による方法の有利点を、以下の非限定的な実施例によって例示する。
【００２２】
実施例
　ポリプロピレンガスケットの表面エネルギーに対するシリカ被覆の影響を、接触角測定
を用いて判断した。電池部品の劣化に対するシリカ被覆および官能基化の影響も判断した
。
【００２３】
重合体の表面エネルギーに対するシリカ被覆の影響（図３）
　シグマアルドリッチ社が販売する市販のポリプロピレン（ＰＰ）の表面エネルギーの計
算は、ＰＰ上の２つの液体（水およびジヨードメタン）の接触角測定に基づいてＯｗｅｎ
ｓ－Ｗｅｎｄｔ－Ｒａｂｅｌ－Ｋａｅｌｂｌｅ（ＯＷＲＫ）法によって求めた。５つの試
料を調整した。
　－ＰＰからなる参照試料、図３に参照と示す。
　－２つの比較試料。１つはＰＰからなり、標準サンドブラスティングを受けた試料であ
り、サンドブラスティングと示す。もう１つはＰＰからなり、同一のサンドブラスティン
グを受けた後、接着促進剤で官能基化された試料であり、サンドブラスティング＋接着促
進剤と示す。
　－本発明による２つの試料。１つはＰＰからなり、シリカ被覆を受けた試料である（シ
リカ被覆と示す）。もう１つはＰＰからなり、シリカ被覆の後に比較試料と同一の接着促
進剤で官能基化された試料である（シリカ被覆＋接着促進剤と示す）。
【００２４】
　摩擦化学サンドブラスティングは、３ＭTM　ＥＳＰＥTMによるＣｏＪｅｔ　ＰｒｅｐTM

マイクロブラスターで３０μｍの平均的な粒径を有するコジェットサンドTMを用いて５バ
ールの圧力下で実施された。比較実験で用いた従来のサンドブラスティングは、つまり、
表面荒さを生成することを意図するがシリカ被覆層の埋め込みを伴わないサンドブラステ
ィングであり、類似した平均的な粒径３６．５μｍを有する砂（Ｆ２８０の砂）を用いて
実施された。試験に用いた接着促進剤は、シランおよびアミン基（スウォッチグループＲ
＆Ｄ、高分子部門によるＡｓｕｓｉｌ）を含む。
【００２５】
　図３の結果から、シリカ被覆は単独で、または接着促進剤と組み合わせて、参照試料と
比較して３倍の値まで顕著に表面エネルギーを増加することが分かる。図３の結果から、
シリカ被覆層を埋め込まず、その後に接着促進剤を蒸着させない場合は、標準サンドブラ
スティングによる表面粗さの増加は表面エネルギーに何の効果もないことがさらに分かる
。これらの結果から、摩擦化学サンドブラスティングによるシリカ被覆層の埋め込みによ
って、ポリプロピレン表面の濡れ性が増強され、その結果として接着剤のガスケット上へ
の分布が改善され、最終的には結合によって組み立てられるケースの部分間の密封が改善
されると結論することができる。さらに、ポリプロピレン表面の摩擦化学サンドブラステ
ィングから１カ月後に実施された接触角測定から、摩擦化学サンドブラスティングによっ
て表面の濡れ性の持続性が強化されることが示された。
【００２６】
電池の経時に対するシリカ被覆および官能基化の影響（図４）
　経時試験をＰＰからなるガスケットを用いて組み立てられたＣＲ２４５０Ｎ型の一次リ
チウム電池の２つのバッチで実施した。１つのバッチはガスケットの全表面にシリカ被覆
処理を行った後、接着促進剤をガスケットおよびケースに施したガスケットを含有する。
シリカ被覆条件および接着促進剤は表面エネルギー試験で用いたのと同じである。もう１
つのバッチはＰＰからなり、シリカで被覆されていない標準ガスケットを含有する。２つ
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のバッチにおいて、液体エポキシ接着剤を用いてガスケットをスチールケースに結合した
。電池はバッチごとに６から１３であり、人工気候室に１８週間にわたって配置された。
各気候室に各バッチから複数の電池を配置した。試験は人工気候室において温度４０℃、
残留湿度９０％で実施された。その他の試験は人工気候室において－１０から＋６０℃の
間で変化する温度サイクル、周囲湿度で実施された。電池部品の劣化を示す内部抵抗を、
経時試験の最後に放電中に測定した。バッチごとの平均的な測定を図４に示す。結果から
、ガスケットをシリカ被覆および官能基化処理（シリカ被覆＋接着促進剤）すると、標準
ガスケット（参照）を備える電池と比較して、エージング後の電池の内部抵抗が約２５％
低減することが分かる。ここから、本処理によって電池の密封が改善され、電池の寿命が
延長されることが推定される。
【符号の説明】
【００２７】
（１）ボタン電池
（２）ケース
（３）キャップ
（４）容器
（５）重合体ガスケット
（６）接着層
（７）シリカ被覆層
（８）接着促進剤層
Ｒｅｆ　参照
ＳＢ　従来のサンドブラスティング
Ｓｉｌｉｃ．　シリカ被覆
Ｐｒｏｍｏ．　促進剤

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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