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1．はじめに 

IPCC第４次評価報告書（AR4/WG1）では温室効果ガス（CO2,

メタン等）の増大により、北極や南極の海氷の縮小、高緯

度地域での降水量の増加、熱帯性低気圧の強度、最大風速、

降水量の増加、海洋の酸性化進行など変化が起こることを

予測している。このため、地球温暖化に関する意識が国際

的に高まっており、地球規模での温暖化問題への早急な具

体的対応が求められている。また、化石燃料の枯渇に対応

するため、大幅な省エネルギーとともに太陽光発電や風力

発電、バイオマスの活用など再生可能なエネルギー源への

シフトが本格的に検討されている。このような社会環境の

下で、各自動車メーカーはハイブリット自動車（HEV）、電

気自動車（BEV）、燃料電池自動車（FCV）などの環境対応

車の開発・実用化を加速している。 環境対応自動車とし

て、HEV,BEV,FCV、プラグインハイブリット車などが開発・

実用化されているが、いずれも二次電池が必要であり、搭

載する電池の性能がその自動車のエネルギー効率や走行性

能を決めるため、二次電池の性能改善が重要な課題となっ

ている。 

2．リチウムイオン二次電池 

2.1.  電池の原理と自動車用電池としての位置づけ 

リチウムイオン電池は正極、負極、セパレータ、電解液で構

成されており、リチウムイオンが正極と負極にインターカレ

ーション反応で出入りする原理で充放電が行われる。また、

電解液に非水系溶媒を用いるため、単電池の起電力が鉛電池、

ニッカド電池、ニッケル水素電池のような水溶液系電池の１V
程度に比べ 3V 以上と高く、重量エネルギー密度が高い特徴を

持っている。 
 リチウムイオン電池と自動車用で実用化されているニッケ

ル水素電池の性能比較を図 1 に示す。いずれの性能について

もリチウムイオン電池はニッケル水素電池を凌駕しており、

次世代自動車用電池として期待されていることがわかる。 
2.2.  正極材料による性能の特徴 

リチウムイオン電池は使用する正極材料の種類によってそ

の性能や特徴が大きく変化する。表 1 にはリチウムイオン電

池に使用されている主な正極材料と性能および特徴を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 リチウム電池とニッケル水素電池（NiMH）の比較 
 
携帯用リチウムイオン電池では LiCoO2 系材料が容量が大

きく取れるため主に用いられているが、自動車用としては熱

安定性、過充電耐性、資源埋蔵量、材料コストの観点から

LiMn2O4系やLiFePO4系での開発が進んでいる。 
 

表 1 リチウムイオン二次電池の正極材料比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.  積層ラミネート型リチウムイオン電池の特徴 

リチウムイオン電池は一般的には正極、負極、セパレータ、

電解液、容器、外部取り出し電極で構成されているが、実用

的な電池としては電極構造が巻回型と積層型のもの、外装容
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器が缶とラミネートフィルム外装のものに分類され、形態と

しては円筒型、角型、シート型に分類される。 
携帯機器用リチウムイオン電池では金属容器を用いた、円筒

型や角型の形態のものが多く使われており、電極は巻回型あ

るいはジェリーロールといわれる正極、セパレータ、負極を

重ねて同心円状に巻いたものが使われている。角型の形状の

ものも電極は反物状に扁平に巻き、角型の容器に挿入してい

るものが一般的である。 
自動車用リチウムイオン電池では大きな容量と低い内部抵

抗、高い放熱性能が要求されるため、これらの要求を満足で

きる大型積層ラミネートタイプの電池が開発されている。 
 この電池の構造を図 2 に示す。この電池は正極、セパレー

タ、負極を交互に積層し、それぞれの電極をﾀﾌﾞといわれる金

属端子に接続し、アルミラミネートフィルムで構成した容器

の中に入れ、電解液を注入してシールした形になっている。 
このような構成のため、①軽量、薄型化が可能、②放熱性に

優れる、③単純な集電構造により大電流充放電に対応可能、

④サイズや容量の変更が比較的容易などの特徴を持っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   図２ ラミネート型リチウムイオンセル構造 
  
自動車用二次電池では走行時に大電流の充放電が頻繁に発

生するため電池の直流抵抗を出来るだけ低くし、充放電時の

ジュール熱の発生を抑えることが重要となる。一般的に巻回

型の電極構造では低い電流値で充放電を行う場合には問題が

発生しないが、大電流を取り出すために集電体との接続抵抗

を低くしようとすると、正/負極電極と外部取り出し電極の接

続構造が複雑となる。一方、ラミネートタイプ電池で採用さ

れている積層型電極構造では正/負極と外部取り出しのための

ﾀﾌﾞとの接続構造が非常に単純であり、接続抵抗を低くするこ

とが可能である。また、発生したジュール熱が電池内部に滞

留し、電池温度が上昇すると性能劣化を加速するため、外部

への放熱性能も重要となる。ラミネートタイプ電池では構造

上体積あたりの表面積が大きく、電極中心から電池表面まで

の距離も短いため、内部で発生した熱を容易に外部へ逃がす

ことが可能であり、大電流による充放電を行っても温度上昇

を低く抑えることが可能である。図 3 には電池の構成材料は

同一のものを用い、ラミネート型と円筒型の電池を構成し、

それぞれ 100Ａ，8Ａの電流で 15 分間連続充放電を実施した

ときのセル温度上昇の結果を示す。ラミネート構造により急

速充放電によるセル温度上昇が大幅に低減されていることが

わかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 連続充放電によるｾﾙ温度上昇比較 
（ラミネート型ｖｓ円筒型） 

自動車用二次電池ではHEV,BEV,プラグインHEV,FCVな

どさまざまな用途に対応する電池が必要であり、このために

はエネルギー密度とパワー密度を用途に合わせて設計するこ

とが必要となる。ラミネートタイプの電池では積層電極の面

積と積層数によって容量が決まるため、設計の変更が比較的

容易であり、外装にもラミネートフィルムを使用しているた

め容器としての自由度も高く、さまざまな用途へ対応するこ

とが可能な構造である。 
3．自動車用大容量積層ラミネート型マンガン系 

リチウムイオン電池 

3.1.  セル仕様と外観 
ハイブリット自動車、電気自動車用に開発している 2 種類の

セル仕様と外観を表 2 に示す。L3-10 は電気自動車用に開発

したセルであり、エネルギー密度が大きくなるように設計さ

れている。また、L3-3 はハイブリット自動車用に設計された

セルで出力密度が大きくなるように設計されている。 
   表 2 自動車用ラミネート型セルの仕様と外観 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 
 

3.2. アビューズ試験 

  自動車用二次電池は搭載する電池の容量が大きいため、

安全性の確認が大きな課題となる。表 3 には容量の大きい

L3-10 セルのアビューズ試験結果を示す。いずれの試験にお

いても発火や発煙のような状況にはならず、高い安全性を示

した。 
   表 3 ラミネート型セルのアビューズ試験結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.3. 応用・実施例 
（1） ハイブリット自動車への応用 
  HEV 用車両はスバルレガシーをベースにした車両と

日産ティーノをベースにした車両を用いて開発を進めた。

レガシーでは述べ４万キロ以上の一般公道による走行試

験を実施し、１０－１５モードの燃費換算で同クラス既販

車に対し２７．７％の燃費向上を確認した。 また、ティ

ーノでは北米において、１．５年をかけて１５万マイルを

走破し、実用上寿命の問題が推定の範囲内であることを確

認し、信頼性を含めた実用性を実証した。  
（2） 電気自動車への応用 
  この電池を搭載した電気自動車 R1e（富士重工）の仕

様を表 5 に示す。この車両は一回の充電で８０ｋｍの走行

が可能であり、東京電力は業務用車両として 40 台を導入

し、試験走行を行っている。この車両はラミネート型電池

を用いているため、急速充電器を用いると 5 分で全容量の

50％（40ｋｍ） 15 分で 80％（60ｋｍ）を充電が可能で

あり、従来にくらべ充電時間を 1/16 に短縮できている。 
 
表 4 ラミネート型リチウムイオン電池 

を搭載した EV 車両（R1e)の仕様 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（3） 燃料電池車への応用 

   この電池は燃料電池車（日産 X-Trail FCV 2005 
Model）にも搭載され、実用車として市場に提供され、すでに

実用化されている。 
4．まとめ 

地球環境問題やエネルギー問題解決のため、環境対応自動

車の普及が不可欠であるが、これを実現するためには高性能

な自動車用二次電池の実用化が進展している。 
リチウムイオン二次電池は次世代自動車用二次電池としての

性能を十分満足できることが実証されており、今後コスト、

品質などの検討により、実用電池として近い将来普及すると

考えられている。特にラミネート型マンガン系リチウムイオ

ン電池は安全性、設計の柔軟性などの特徴から自動車用二次

電池市場で大きな役割を果たすと期待されている。 
 しかしながら、現在開発されているリチウムイオン電池では

自動車特に電気自動車として必要な容量を十分に満足できる

水準には至っていない。したがって、今後も更なるエネルギ

ー密度向上のための継続的開発が必要である。 
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