
JP 4218267 B2 2009.2.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電池セルから構成される集合電池であって、
　前記電池セルをそれぞれ収納する電槽と、
　複数の前記電槽を一体化した角型電槽と、
　各前記電槽と前記角型電槽の内部とを連通する連通路と、
　各前記電槽単位に、前記連通路に設けられ、予め定められた第１の圧力条件に従って、
内圧の高い電槽から前記角型電槽の内部へガスを流通させるための第１のガス流通手段と
、
　前記連通路に接続されるように前記角型電槽に設けられ、予め定められた第２の圧力条
件に従って、前記角型電槽の内部から前記角型電槽の外部へガスを排出させるための第２
のガス流通手段とを含む、集合電池。
【請求項２】
　前記第１のガス流通手段は、予め定められた第１の圧力になると、内圧の高い電槽から
前記角型電槽の内部へガスを流通させるための手段を含み、
　前記第２のガス流通手段は、予め定められた第２の圧力になると、前記角型電槽の内部
から前記角型電槽の外部へガスを排出させるための手段を含む、請求項１に記載の集合電
池。
【請求項３】
　前記第１のガス流通手段は、予め定められた第１の圧力になると、内圧の高い電槽から
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前記角型電槽の内部へガスを流通させる安全弁であって、
　前記第２のガス流通手段は、予め定められた第２の圧力になると、前記角型電槽の内部
から前記角型電槽の外部へガスを排出させる安全弁である、請求項１または２に記載の集
合電池。
【請求項４】
　前記第１のガス流通手段は、各前記電槽間を仕切る隔壁に設けられた薄膜であって、予
め定められた第１の圧力になると前記薄膜が破損して、内圧の高い電槽から前記角型電槽
の内部へガスが流通して、
　前記第２のガス流通手段は、予め定められた第２の圧力になると、前記角型電槽の内部
から前記角型電槽の外部へガスを排出させる安全弁である、請求項１または２に記載の集
合電池。
【請求項５】
　前記第１のガス流通手段は、各前記電槽間を仕切る隔壁に設けられたシール部材であっ
て、予め定められた第１の圧力になるとＯリングが移動して、内圧の高い電槽から前記角
型電槽の内部へガスを流通させ、
　前記第２のガス流通手段は、予め定められた第２の圧力になると、前記角型電槽の内部
から前記角型電槽の外部へガスを排出させる安全弁である、請求項１または２に記載の集
合電池。
【請求項６】
　前記第１の圧力よりも前記第２の圧力が高い、請求項２～５のいずれかに記載の集合電
池。
【請求項７】
　前記電池は、ニッケル－水素電池である、請求項１～６のいずれかに記載の集合電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数の単電池を接続して構成された集合電池に関し、特に、駆動源として車両
に搭載される集合電池に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電気自動車の駆動源である電気モータに電力を供給するために、二次電池が搭載される。
従来から、このような二次電池は、必要な電力容量が得られるように複数の単電池を接続
して一体的に連結して構成された集合型二次電池が多く採用されている。このような集合
型二次電池は、たとえば、単電池として、密閉型のアルカリ二次電池が使用される。複数
個の単電池を、単電池の電槽の幅の広い長側面どうしを互いに対向させて重ねるように配
置して、両端の単電池の電槽の外側にエンドプレートを当接させ、両エンドプレート間を
拘束バンドにて結束することにより一体的に連結して構成されている。
【０００３】
単電池は、正極板と負極板をセパレータを介して積層してなる発電要素である極板群を電
解液とともに電槽内に収容し、各電槽の開口部を、安全弁を設けた蓋で閉じ、極板群を構
成する各正極板の一側部上端から上方にリードを引き出してその上部に正極端子を接続し
、また同様にして各負極板の他側部上端から上方にリードを引き出してその上部に負極端
子を接続し、これら正極端子および負極端子を蓋に取付けて構成されている。
【０００４】
このような集合型二次電池では、複数の単電池が完全に分離してそれぞれ密閉されている
ため、各単電池の容量ばらつきや温度ばらつきによって一部の単電池の内圧が高くなる場
合がある。このため、単電池の電槽の破裂を防止すべく、内部に発生したガスを外部に放
出するための安全弁が各単電池毎に設けられている。この状態を図９に示す。図９に示す
ように、第１の単電池～第６の単電池により集合型二次電池が構成され、各単電池ごとに
安全弁１０００が設けられている。
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【０００５】
このような集合型二次電池に対して、各単電池の劣化のバランスを取り易くして集合電池
全体としての寿命を延ばすことが図られる。特開２００１－５７１９９号公報は、このよ
うな集合型二次電池をを開示する。この公報に開示された集合型二次電池は、複数の電槽
を相互に一体的に連結して成る角型電槽と、各電槽の上面開口を一体的に閉鎖した蓋体と
、互いに隣接する適当数の電槽を相互に連通する連通路と、蓋体に、互いに連通された複
数の電槽に対して設けられた単一の安全弁とを含む。
【０００６】
この公報に開示された集合型二次電池は、複数の電槽を相互に一体的に連結して構成され
る角型電槽を設けるとともに、各電槽の上面開口を蓋体にて一体的に閉鎖した。この集合
型二次電池には、互いに隣接する適当数の電槽を相互に連通する連通路が設けられる。互
いに連通された複数の電槽に対して単一の安全弁を蓋体に設けた。この状態を図１０に示
す。
【０００７】
図１０に示すように、集合型二次電池は、第１セル（第１の単電池）～第６セル（第６の
単電池）により構成され、各セル間は、連通路により互いに連通されているとともに、単
一の安全弁１０００が蓋体に設けられている。各セル間は、連通路により互いに連通され
ているので、各電槽の内圧が均一になる。さらに、劣化が先行した単電池で発生したガス
は他の単電池で吸収されることによって劣化した単電池の劣化が抑制される。その結果、
各単電池間のバランスが確保されて、集合型二次電池の寿命が全体として向上する。また
、互いに連通された複数の電槽に対して単一の安全弁を蓋体に設けたため、安全弁の設置
数を削減できてコスト低下を図ることができる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図９に示す集合型二次電池では、安全弁１０００が各単電池ごとに設置し
なければならず、コスト面およびサイズ面で問題がある。また、各単電池ごとに安全弁で
ガスが大気開放されるので、個々の単電池において安全弁が頻繁に開くと、ガスが頻繁に
放出されて内部の電解液に影響を及ぼす。
【０００９】
また、上述した公報に開示された集合型二次電池では、各セル間は、連通路により互いに
連通されているので、正常なセルでも、異常なセルの影響を受ける。この状態を図１１を
用いて説明する。この二次電池はニッケル－水素電池であるとする。図１１は、負極の水
素吸蔵能力の異なる２つのセルの正極容量と負極容量とを示す。
【００１０】
負極は、電池の寿命の低下防止のために、正極の容量が０になっても負極に水素を残存さ
せておく。これを負極放電リザーブという。負極が完全に０まで放電してしまうと電極が
痛んで電池の寿命が短くなるためである。このようにして負極には、少なくとも負極放電
リザーブ分の容量が残存している状態である。この状態で、水素吸蔵能力の低いセルと水
素吸蔵能力の高いセルとが集合型二次電池に混在すると、連通路を通って水素が、水素吸
蔵能力の低いセルから水素吸蔵能力の高いセルに移動する。その結果、連通路のない場合
には負極放電リザーブの容量が各セル間でばらつきがなかったのに、連通路がある場合に
は負極放電リザーブの容量が各セル間でばらつきが発生してしまう。このことは、負極放
電リザーブの容量が低いセルにおける電池の劣化が早まることを意味する。
【００１１】
本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであって、電池サイズを大きくする
ことなく、各電池セル間のばらつきをなくし、電池寿命を延ばすことができる、低価格の
集合電池を提供することである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
第１の発明に係る集合電池は、複数の電池セルから構成される。この集合電池は、電池セ
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ルをそれぞれ収納する電槽と、複数の電槽を一体化した角型電槽と、各電槽と角型電槽の
内部とを連通する連通路と、各電槽単位に、連通路に設けられ、予め定められた条件に従
って、内圧の高い電槽から角型電槽の内部へガスを流通させるための第１のガス流通手段
と、連通路に接続されるように角型電槽に設けられ、予め定められた条件に従って、角型
電槽の内部から角型電槽の外部へガスを排出させるための第２のガス流通手段とを含む。
【００１３】
第１の発明によると、複数の電池セルはそれぞれ複数の電槽に収納される。複数の電槽を
一体化した角型電槽が構成される。各電槽には、角型電槽の内部にガスを流通させる連通
路に接続されるように第１のガス流通手段が設けられる。この第１のガス流通手段として
、たとえば低めの作動圧が設定された安全弁がある。角型電槽には。角型電槽の内部から
外部（大気）にガスを排出する第２のガス流通手段が設けられる。この第２のガス流通手
段として、たとえば高めの作動圧が設定された安全弁がある。何らかの要因で、ある電池
セル（ニッケル－水素電池とする）の内部において水素ガスの圧力が上昇して、予め定め
られた条件（たとえばその電槽に設けられた安全弁の作動圧を超えるという条件）を満足
すると、第１のガス流通手段により、その電槽から連通路を介して角型電槽の内部に高い
圧のガスが流通される。さらに、ある電池セルの内部において水素ガスの圧力が上昇して
、予め定められた条件（たとえば角型電槽に設けられた安全弁の作動圧を超えるという条
件）を満足すると、第２のガス流通手段により、その角型電槽の内部から角型電槽の外部
（大気開放）に高い圧のガスが排出される。これにより、複数の電池セルから構成される
集合電池において、各電池セルにおいて水素ガスの発生により内部の圧力が上昇すると、
各電池セル毎に設けた第１のガス流通手段を用いて、各電池セルから連通路を介して角型
電槽の内部へガスを逃がす。さらに、電池セルにおいて水素ガスの発生により角型電槽内
部の圧力が上昇すると、角型電槽に設けた第２のガス流通手段を用いて、角型電槽の内部
から外部（大気）へガスを逃がす。このようにすると、複数の電池セルを角型電槽に収納
した集合電池であっても、第１のガス流通手段が作動するまでは各電池セルが連通路に接
続されないので、ガスが自由に行き来できないので、負極に水素吸蔵能力の差があっても
、負極放電リザーブとして負極に吸蔵される水素にばらつきを生じない。電池セルの内圧
が上昇すると電池セルを収納した電槽の破裂を防止すべく、第１のガス流通手段により、
発生したガスを流通路を介して角型電槽の内部に逃がす。他の電池セルに悪影響を及ぼす
ことなく電池セル毎にガスを逃がすことができる。第１のガス流通手段により連通路に接
続された電池セルの内圧がさらに上昇すると角型電槽の破裂を防止すべく、第２のガス流
通手段により、発生したガスを大気開放できる。他の電池セルに悪影響を及ぼすことなく
角型電槽からにガスを逃がすことができる。各電槽単位に設けられる第１のガス流通手段
を連通路に設けたので、集合電池のサイズが大きくなることを避けることができる。その
結果、電池サイズを大きくすることなく、各セル間のばらつきをなくし、電池寿命を延ば
すことができる、集合電池を提供することができる。
【００１４】
第２の発明に係る集合電池は、第１の発明の構成に加えて、第１のガス流通手段は、予め
定められた第１の圧力になると、内圧の高い電槽から角型電槽の内部へガスを流通させる
ための手段を含む。第２のガス流通手段は、予め定められた第２の圧力になると、角型電
槽の内部から角型電槽の外部へガスを排出させるための手段を含む。
【００１５】
第２の発明によると、予め定められた第１の圧力になると作動する機能を有する安全弁な
どを用いて、電池セルから角型電槽の内部へガスを逃がし、予め定められた第２の圧力に
なると作動する機能を有する安全弁などを用いて、角型電槽の外部へガスを逃がすことが
できる。
【００１６】
第３の発明に係る集合電池は、第１または２の発明の構成に加えて、第１のガス流通手段
は、予め定められた第１の圧力になると、内圧の高い電槽から角型電槽の内部へガスを流
通させる安全弁である。第２のガス流通手段は、予め定められた第２の圧力になると、角
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型電槽の内部から角型電槽の外部へガスを排出させる安全弁である。
【００１７】
第３の発明によると予め定められた第１の圧力になると作動する安全弁を用いて、電池セ
ルから角型電槽の内部へガスを逃がし、予め定められた第２の圧力になると作動する安全
弁を用いて、角型電槽の外部へガスを逃がすことができる。このようにすると、各電池セ
ル毎に必要な第１のガス流通手段としての安全弁は、作動圧が低いので安価で小さいので
、電池サイズを大きくすることなく、各セル間のばらつきをなくし、電池寿命を延ばすこ
とができる、低価格の集合電池を提供することができる。
【００１８】
第４の発明に係る集合電池は、第１または２の発明の構成に加えて、第１のガス流通手段
は、各電槽間を仕切る隔壁に設けられた薄膜であって、予め定められた第１の圧力になる
と薄膜が破損して、内圧の高い電槽から角型電槽の内部へガスが流通するものである。第
２のガス流通手段は、予め定められた第２の圧力になると、角型電槽の内部から角型電槽
の外部へガスを排出させる安全弁である。
【００１９】
第４の発明によると、第１のガス流通手段として安全弁ではなく、さらに、小さく、低価
格の薄膜を用いて、各セル間のばらつきをなくし、電池寿命を延ばすことができる、低価
格の集合電池を提供することができる。
【００２０】
第５の発明に係る集合電池は、第１または２の発明の構成に加えて、第１のガス流通手段
は、各電槽間を仕切る隔壁に設けられたシール部材であって、予め定められた第１の圧力
になるとＯリングが移動して、内圧の高い電槽から角型電槽の内部へガスを流通させるも
のである。第２のガス流通手段は、予め定められた第２の圧力になると、角型電槽の内部
から角型電槽の外部へガスを排出させる安全弁である。
【００２１】
第５の発明によると、第１のガス流通手段として安全弁ではなく、従来から電池セルをし
きる隔壁に設けられているシール部材を用いる。このため、第１のガス流通手段を、さら
に、小さく、低価格で実現できる。
【００２２】
第６の発明に係る集合電池は、第２～５のいずれかの発明の構成に加えて、第１の圧力よ
りも第２の圧力が高いものである。
【００２３】
第６の発明によると、第１のガス流通手段が作動する第１の圧力よりも、第２のガス流通
手段が作動する第２の圧力のほうが高い。そのため、内圧が上昇すると、まず第１の圧力
に到達して電池セルから一体の角型電槽の内部にガスが逃げ、さらに内圧が上昇して、第
２の圧力に到達して一体の角型電槽の内部から外部へガスが逃げて、各電槽および一体の
角型電槽も破損することがない。また、異常なセルの影響を他の正常なセルが受けること
もない。
【００２４】
第７の発明に係る集合電池は、第１～６のいずれかの発明の構成に加えて、電池は、ニッ
ケル－水素電池であるものである。
【００２５】
第７の発明によると、ニッケル－水素電池において発生する、負極の放電リザーブ用の吸
蔵水素のばらつきを抑えることができ、電池寿命を延ばすことができる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同一
の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがって
それらについての詳細な説明は繰返さない。なお、以下においては、本発明の実施の形態
に係る電池モジュールを含む集合電池として、複数の電槽を一体化した角型電槽（すなわ



(6) JP 4218267 B2 2009.2.4

10

20

30

40

50

ち、一体化した電槽の内部に壁を設けて、各電池セルを仕切っている構造を有する）につ
いて説明するが、本発明はこれに限定されない。複数の電槽を収納する一体の角型電槽で
あってもよい。さらに、本発明の電槽の形状は、角型に限定されない。たとえば、円筒型
の電池セルを収納した円筒型電槽であってもよい。
【００２７】
＜第１の実施の形態＞
本発明の実施の形態に係る電池モジュールを含む集合電池について説明する。この集合電
池は、たとえば自動車に搭載されて、自動車の駆動源である電気モータへ電力を供給する
。この集合電池は、本発明の実施の形態に係る電池モジュールを複数含む。図１に集合電
池の斜視展開図を示す。
【００２８】
図１に示すように、集合電池１００は、バッテリカバー１０２およびロワーケース１２２
からなる外装部材の内部にモジュール集合体１２０が収容された構造である。モジュール
集合体１２０は、複数の電池モジュール１３０を積層して形成される。電池モジュール１
３０としては、たとえばニッケル―水素電池などの二次電池を用いることができる。電池
モジュール１３０はいわゆる角型平板状の外形を有している。
【００２９】
電池モジュール１３０は複数の電池セルを含む。具体的には、図２に示すように、電池モ
ジュール１３０はモジュール外装部材である一体の角型電槽１３８と、この角型電槽１３
８の内部の隔壁により仕切られた６つの電池セル１４０～１５０とを備える。角型電槽１
３８の長軸方向における端面上には、端子１２８が形成されている。角型電槽１３８の側
面上には、電池モジュール１３０の間に冷却風流路としての間隙を形成するための突起部
１５２が形成されている。電池モジュール１３０を積層したモジュール集合体１２０（図
１参照）では、電池モジュール１３０の突起部１５２同士が当接することにより、電池モ
ジュール１３０の間に間隙が形成される。なお、図２では排気端子１２６（図１参照）の
図示を省略するとともに、電池セル１４０～１５０を説明するために角型電槽１３８の一
部を除去した状態を示している。
【００３０】
それぞれの電池セル１４０～１５０は基本的に同様の構造を備える。第１の電池セル１４
０を例として説明すると、電池セル１４０は、たとえばシート状の複数の電極部材をセパ
レータによって絶縁状態として相互に重ねて構成された積層電極体１５４と、積層電極体
１５４を挟むように配置された一対の集電板１５６とからなる。なお、積層電極体１５４
には電解液が含浸あるいは注入されている。
【００３１】
積層電極体１５４においては、正極となる電極部材と、負極となる電極部材とが交互に重
なった状態となっている。また、正極となる電極部材の端部は、一括して一方の集電板１
５６に接続されている。そして、負極となる電極部材の端部は、一括して他方の集電板（
図示せず）に接続されている。この結果、正極となる全ての電極部材と一方の集電板１５
６とが電気的に接続された状態となる。また、負極となる全ての電極部材と他方の集電板
とが電気的に接続された状態となる。電池モジュール１３０に含まれる電池セル１４０～
１５０は、電気的に直列接続されている。たとえば、電池セル１４０～１５０のそれぞれ
の定格電圧が１．２Ｖである場合、電池モジュール１３０全体の定格電圧は７．２Ｖとな
る。なお、電池セル１４０～１５０の構成は、上述したような構成に限らず他の構成であ
ってもよい。
【００３２】
図１に示すように、モジュール集合体１２０の両端部には拘束プレート１１６、１１８が
配置されている。拘束プレート１１６、１１８は、拘束パイプ１０８、１１０により互い
に接続および固定されている。なお、拘束プレート１１６、１１８はロワーケース１２２
に固定されている。また、個々の電池モジュール１３０もロワーケース１２２に固定され
ている。
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【００３３】
モジュール集合体１２０を構成する電池モジュール１３０のそれぞれの側面（端面）上に
は、すでに述べたように電池モジュール１３０へと電流の入出力を行なうための端子１２
８が形成されている。この電池モジュール１３０の端子１２８を互いに接続するため、モ
ジュール集合体１２０の側面上にはバスバーモジュール１１２、１１４が配置されている
。バスバーモジュール１１２、１１４が電池モジュール１３０のそれぞれの端子１２８に
接続されることにより、モジュール集合体１２０では電池モジュール１３０が電気的に直
列接続されている。
【００３４】
モジュール集合体１２０の上部表面上には、電池モジュール１３０から排気される水素ガ
スなどを一括して排出するための安全弁を内蔵した排気端子１２６が形成されている。こ
の排気端子１２６上には、排気端子１２６に接続され、電池モジュール１３０から排出さ
れる水素ガスなどを集合電池１００の外部へ排出するための排気ホース１０４が設置され
ている。また、モジュール集合体１２０の側壁面上には、モジュール集合体１２０の温度
を測定するための温度センサ１２４およびハーネスが配置されている。この温度センサ１
２４の出力に応じて、モジュール集合体１２０の温度を所定の範囲に保持するため、モジ
ュール集合体１２０へブロアファンなどを用いて冷却風が供給される。
【００３５】
図３を参照して、電池モジュール１３０の内部構造について説明する。図３に示すように
、この電池モジュール１３０は、６個の電池セル１４０～１５０を収納した角型電槽１３
８を外枠として、６個の電池セル１４０～１５０と、角型電槽１３８との間の連通路３０
０とを有する。角型電槽１３８には、排気端子１２６が形成され、その排気端子１２６の
中に一括安全弁２００が設けられる。この一括安全弁２００は、角型電槽１３８内の内圧
が高くなると作動して、排気ホース１０４を介して水素ガスなどを集合電池１００の外部
に排出する。
【００３６】
各々の電池セル１４０～１５０と連通路３００との間には、セル間安全弁２１０～２２０
が設けられている。このセル間安全弁２１０～２２０における作動圧は、一括安全弁２０
０の作動圧よりも低く設定されている。このセル間安全弁２１０～２２０は、各々の電池
セル１４０～１５０内の内圧が高くなると作動して、水素ガスなどを連通部３００に排出
する。
【００３７】
この一括安全弁２００の作動圧は、セル間安全弁２１０～２２０の作動圧よりも高く、一
括安全弁２００の方がセル間安全弁２１０～２２０よりもサイズが大きくかつ価格が高い
。セル間安全弁２１０～２２０は、電池セル１４０～１５０に対応させて、連通路３００
に面して設けられる。このように、セル間安全弁２１０～２２０は、一括安全弁２００に
比較して、その個々のサイズが小さい上に、連通路３００に設けられるため、本実施の形
態に係る電池モジュールにより構成された集合電池１００は、各電池セル１４０～１５０
のそれぞれに安全弁を設けた集合電池よりも、そのサイズを小さくできる。さらに、本実
施の形態に係る電池モジュールにより構成された集合電池１００は、各電池セル１４０～
１５０のそれぞれに安全弁を設けた集合電池よりも、製造コストを抑えることができる。
【００３８】
なお、図３に示す代わりに、図４に示すように、電池モジュール１３０を構成してもよい
。このようにすると、セル間安全弁を１つ少なくすることができる。なお、以下の説明で
は、この図３に示す電池モジュールを例にして説明する。
【００３９】
このような構造を有する電池モジュール１３０の動作を図５を用いて説明する。
【００４０】
第１セル１４０において、なんらかの原因で水素ガスが発生し出して、その発生が停止し
ないまま、一括安全弁２００が作動する前に、第２セル１４２において水素ガスが発生し
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出して、その後、一括安全弁２００が作動したものと想定する。
【００４１】
第１セル１４０で、水素ガスが発生し出すと、第１セル１４０の内圧が徐々に高まる。セ
ル間安全弁２１０の作動圧を越えると、セル間安全弁２１０が作動して、第１セル１４０
の内部で発生した水素ガスなどが連通路３００に排出される。この後も、第１セル１４０
における水素ガスの発生が停止せず、第１セル１４０の内圧は一旦下がるものの、再度、
セル間安全弁２１０の作動圧を越えて上昇を続ける。
【００４２】
第１セル１４０において内圧が上昇しているときに、第２セル１４２において水素ガスが
発生し出す。このため第２セル１４２の内圧が徐々に高まる。セル間安全弁２１０の作動
圧を越えると、セル間安全弁２１０が作動して、第２セル１４２の内部で発生した水素ガ
スなどが連通路３００に排出される。このとき、図５に示すように、すでに連通路３００
と連通している第１セル１４０の内圧は、第２セル１４２のセル間安全弁２１２の作動圧
よりも高くなっており、セル間安全弁２１２が作動すると、第２セル１４２の内圧（第１
セル１４０の内圧および連通路３００における内圧と同じ）は、急激に上昇する。この後
も、第２セル１４２における水素ガスの発生が停止せず、第２セル１４２の内圧はセル間
安全弁２１０の作動圧を越えて上昇を続ける。
【００４３】
このようにして、連通路３００を介して接続された、第１セル１４０、第２セル１４２お
よび連通路３００における内圧が上昇を続けて、一括安全弁２００の作動圧を越える。一
括安全弁２００は、排気ホース１０４を介して大気開放されるので、一括安全弁２００が
作動すると、第１セル１４０、第２セル１４２および連通路３００における内圧は一気に
大気圧状態にまで下がる。
【００４４】
以上のようにして、水素ガスが発生した異常セルの影響を他の正常なセルへ及ぼさないで
、セル間安全弁を用いて電池セル毎の破損を防止し、一括安全弁を用いて電池モジュール
の角型電槽の破損を防止できる。また、セル間安全弁は、一括安全弁よりも小さくかつ安
価で、電池セル単位で連通路に取り付けられる。このため、集合電池のサイズが大きくな
らないで、製造コストの上昇を招かないで、各セル間のばらつきをなくし、電池寿命を延
ばすことができる、低価格の集合電池を提供することができる。
【００４５】
＜第２の実施の形態＞
以下、本発明の第２の実施の形態に係る電池モジュールを含む集合電池について説明する
。なお、本実施の形態に係る集合電池は、前述の第１の実施の形態に係る集合電池に比較
して、集合電池を構成する電池モジュールの内部構造が異なるものである。それ以外の構
造は前述の第１の実施の形態と同じである。したがってそれらについての詳細な説明は繰
返さない。
【００４６】
図６を参照して、本実施の形態に係る電池モジュール１３０の内部構造について説明する
。図６に示すように、この電池モジュール１３０は、６個の電池セル１４０～１５０を収
納した角型電槽１３８を外枠として、６個の電池セル１４０～１５０と、角型電槽１３８
との間の連通路３００とを有する。角型電槽１３８には、各電池セル１４０～１５０を互
いに隔てる隔壁４００が設けられる。この隔壁により通常は電池セル１４０～１５０の間
を水素ガスは流通できない。隔壁の連通路３００近傍には薄膜４１０が設けられる。この
薄膜４１０は、予め定められた圧力がかかると破損して、高圧側から低圧側に水素ガスが
移動する。角型電槽１３８には、一括安全弁２００が設けられる。薄膜４１０が破損する
圧力は、一括安全弁２００の作動圧よりも低く設定されている。
【００４７】
このような構造を有する電池モジュール１３０の動作について説明する。
第２セル１４２において、なんらかの原因で水素ガスが発生し出して、その発生が停止し
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ないまま、一括安全弁２００が作動する前に、第３セル１４４において水素ガスが発生し
出して、その後、一括安全弁２００が作動したものと想定する。
【００４８】
第２セル１４２で、水素ガスが発生し出すと、第２セル１４２の内圧が徐々に高まる。薄
膜４１０の破損圧を越えると、薄膜４１０が破損して、第２セル１４２の内部で発生した
水素ガスなどが連通路３００を介して第３セル１４４に排出される。この薄膜４１０は、
一旦破損すると破損したままの状態である。この後も、第２セル１４２における水素ガス
の発生が停止せず、第２セル１４２の内圧は一旦下がるものの、再度、上昇を続ける。
【００４９】
第２セル１４２において内圧が上昇しているときに、第３セル１４４において水素ガスが
発生し出す。このとき、第２セル１４２と第３セル１４４との間の隔壁に設けられた薄膜
は破損しているので、水素ガスは、第２セル１４２と第三セル１４４との間を流通してい
る。第２セル１４２および第３セル１４４の内圧が徐々に高まる。第３セル１４４と第４
セル１４６との間の隔壁に設けられた薄膜４１０の破損圧を、第２セル１４２および第３
セル１４４の内圧が越えると、薄膜４１０が破損して、第２セル１４２および第３セルの
内部で発生した水素ガスなどが連通路３００を介して第４セル１４６に排出される。この
薄膜４１０は破損したままの状態である。この後も、第２セル１４２および第３セル１４
４における水素ガスの発生が停止せず、第２セル１４２、第３セル１４４および第４セル
１４６の内圧は一旦下がるものの、再度、上昇を続ける。
【００５０】
このようにして、薄膜４１０が破損することにより接続された、第２セル１４２、第３セ
ル１４４および第４セル１４６における内圧が上昇を続けて、一括安全弁２００の作動圧
を越える。一括安全弁２００は、排気ホース１０４を介して大気開放されるので、第２セ
ル１４２、第３セル１４４および第４セル１４６における内圧は一気に大気圧状態にまで
下がる。
【００５１】
以上のようにして、水素ガスが発生した異常セルの影響を他の正常なセルへ及ぼさないで
、セル間を仕切る隔壁に設けられた薄膜を用いて電池セル毎の破損を防止し、一括安全弁
を用いて電池モジュールの角型電槽の破損を防止できる。また、隔壁に設けられた薄膜は
、一括安全弁よりも小さくかつ安価で、電池セル単位で連通路に取り付けられる。このた
め、集合電池のサイズが大きくならないで、製造コストの上昇を招かないで、各セル間の
ばらつきをなくし、電池寿命を延ばすことができる、低価格の集合電池を提供することが
できる。
【００５２】
＜第３の実施の形態＞
以下、本発明の第３の実施の形態に係る電池モジュールを含む集合電池について説明する
。なお、本実施の形態に係る集合電池は、前述の第１の実施の形態に係る集合電池に比較
して、集合電池を構成する電池モジュールの内部構造が異なるものである。それ以外の構
造は前述の第１の実施の形態と同じである。したがってそれらについての詳細な説明は繰
返さない。
【００５３】
図７を参照して、本実施の形態に係る電池モジュール１３０の内部構造について説明する
。図７に示すように、この電池モジュール１３０は、６個の電池セル１４０～１５０を収
納した角型電槽１３８を外枠として、６個の電池セル１４０～１５０と、角型電槽１３８
との間の連通路３００とを有する。角型電槽１３８には、各電池セル１４０～１５０を互
いに隔てる隔壁４００が設けられる。この隔壁により通常は電池セル１４０～１５０の間
を水素ガスは流通できない。隔壁の連通路３００近傍にはシール部５００が設けられる。
このシール部５００は、予め定められた圧力がかかるとシール部５００に内蔵されたＯリ
ング５２０が移動して、ガスの流路ができて、高圧側から低圧側に水素ガスが移動する。
【００５４】
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図８に示すように、通常のシール部６００は、隔壁４００の両方にＯリング５２０が設け
られる。本実施の形態に係るシール部５００は、これらのＯリング５２０の一方がなく、
その部分の隔壁４００に凹部を設けたものである。このように構成することにより、図７
に示すように、高圧側から圧力がかかるとＯリング５２０が移動して、凹部にガスの流路
が形成される。
【００５５】
また、角型電槽１３８には、一括安全弁２００が設けられる。シール部５００のＯリング
５２０が移動する圧力は、一括安全弁２００の作動圧よりも低く設定されている。
【００５６】
このような構造を有する電池モジュール１３０の動作について説明する。
第２セル１４２において、なんらかの原因で水素ガスが発生し出して、その発生が停止し
ないまま、一括安全弁２００が作動する前に、第３セル１４４において水素ガスが発生し
出して、その後、一括安全弁２００が作動したものと想定する。
【００５７】
第２セル１４２で、水素ガスが発生し出すと、セル内の内圧が徐々に高まる。シール部５
００のＯリング５２０の移動圧を越えると、Ｏリング５２０が移動して、第２セル１４２
の内部で発生した水素ガスなどが、シール部５００の流路および連通路３００を介して第
３セル１４４に排出される。この後も、第２セル１４２における水素ガスの発生が停止せ
ず、第２セル１４２の内圧は一旦下がるものの、再度、上昇を続ける。
【００５８】
第２セル１４２において内圧が上昇しているときに、第３セル１４４において水素ガスが
発生し出す。このとき、第２セル１４２と第３セル１４４との間のシール部５００のＯリ
ング５２０は移動しているので、水素ガスは、第２セル１４２と第３セル１４４との間を
流通している。第２セル１４２および第３セル１４４の内圧が徐々に高まる。第３セル１
４４と第４セル１４６との間の隔壁に設けられたシール部５００のＯリング５２０の移動
圧を、第２セル１４２および第３セル１４４の内圧が越えると、第３セル１４４と第４セ
ル１４６との間のシール部５００のＯリング５２０が移動して、第２セル１４２および第
３セル１４４の内部で発生した水素ガスなどが連通路３００を介して第４セル１４６に排
出される。
【００５９】
この後も、第２セル１４２および第３セル１４４における水素ガスの発生が停止せず、第
２セル１４２、第３セル１４４および第４セル１４６の内圧は一旦下がるものの、再度、
上昇を続ける。
【００６０】
このようにして、Ｏリング５２０が移動することにより接続された、第２セル１４２、第
３セル１４４および第４セル１４６における内圧が上昇を続けて、一括安全弁２００の作
動圧を越える。一括安全弁２００は、排気ホース１０４を介して大気開放されるので、第
２セル１４２、第３セル１４４および第４セル１４６における内圧は一気に大気圧状態に
まで下がる。
【００６１】
以上のようにして、水素ガスが発生した異常セルの影響を他の正常なセルへ及ぼさないで
、セル間を仕切る隔壁に設けられたシール部を用いて電池セル毎の破損を防止し、一括安
全弁を用いて電池モジュールの角型電槽の破損を防止できる。また、隔壁に設けられたシ
ール部は元来必要なものであるので、集合電池の製造コストの上昇を招くものではない。
このため、集合電池のサイズが大きくならないで、コストの上昇を招かないで、各セル間
のばらつきをなくし、電池寿命を延ばすことができる、低価格の集合電池を提供すること
ができる。
【００６２】
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
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特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される
。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施の形態に係る集合電池の展開模式図である。
【図２】　図１の集合電池を構成する電池モジュールの斜視模式図である。
【図３】　本発明の第１の実施の形態に係る電池モジュールの模式図（その１）である。
【図４】　本発明の第１の実施の形態に係る電池モジュールの模式図（その２）である。
【図５】　本発明の第１の実施の形態に係る電池モジュールにおける安全弁の作動タイミ
ングを表わすタイミングチャートである。
【図６】　本発明の第２の実施の形態に係る電池モジュールの模式図である。
【図７】　本発明の第３の実施の形態に係る電池モジュールの模式図である。
【図８】　集合電池のシール部を示す図である。
【図９】　従来の集合電池に用いられる電池モジュールの模式図（その１）である。
【図１０】　従来の集合電池に用いられる電池モジュールの模式図（その２）である。
【図１１】　図１０に示す電池モジュールにおける水素移動状態を示す図である。
【符号の説明】
１００　集合電池、１０２　バッテリカバー、１０４　排気ホース、１０８、１１０　拘
束パイプ、１１２、１１４　バスバーモジュール、１１６、１１８　拘束プレート、１２
０　モジュール集合体、１２２　ロワーケース、１２４　温度センサ、１２６　排気端子
、１２８　端子、１３０　電池モジュール、１３８角型電槽、１４０～１５０　電池セル
、１５２　突起部、１５４　積層電極体、１５６　集電板、２００　一括安全弁、２１０
～２２０　セル間安全弁、３００　連通路、４００　隔壁、４１０　薄膜、５００、６０
０　シール部、５２０Ｏリング。

【図１】 【図２】

【図３】
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