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液体ディスペンス式ギャップフィラーと
サーマルパッドの比較
熱性能に関するケーススタディ

要旨

高エネルギー密度のリチウムイオン
のバッテリーパックの進化において
は、充電・放電サイクルの間に発生す
る熱を効果的に制御することが重要
である。 多くの場合、バッテリーセル
および/またはモジュールを熱界面材
料（Thermal Interface Material,TIM）を
介してヒートシンクに接続することで
熱を制御する。 TIMは、充填する基材と
の間に存在する大きなギャップと微視
的粗面にある空気と置換することで熱
伝導を促す。 実際には、バッテリー製
造では一般的に2種類のTIM製品― 現
場硬化型液体ディスペンス式ギャップ
フィラーまたは予備硬化型サーマルパッ
ド（ギャップパッド）―のいずれかを使
用しており、これらはいずれも長所と短
所がある。 本研究の目的は、同等のバ
ルク熱伝導率を有するCoolTherm® ギャッ
プフィラーと市販されているサーマルパッ
ドの熱インピーダンスを比  較するこ
とにある。 本研究と将来の研究で得ら
れるバッテリーパックに関するデータ
は、高効率で高コストパフォーマンス
なバッテリーパックの開発を   より円
滑にする。 

Tim Fornes - Principal Scientist

図1: バッテリーセルまたはモジュールの伝熱方法

序論

近年、輸送業界において車両の電動化
に向けた強力なトレンドが見られる。 
電気自動車（EV）のさらなる普及に向
けて、このトレンドは現行の内燃機関
車両に似せるためにラインナップを増
やして性能を向上させようとしている。 
こうして、バッテリーパックのエンジニ
アにはエネルギー密度の向上に対し
て大きなプレッシャーがかかっている。 
密度の向上とは、より多くの熱がより小
さな容量で生み出され、熱制御がバッ
テリーパックの性能と設計にとって重
要な課題となることを意味する。

図1は、バッテリーパックが熱を放散
または吸収する3つの方法― 放射、対
流、伝導―を示す。 バッテリーパックと
冷却プレートの間の熱伝導は、EVバッ
テリーパックの加熱および/または冷
却で広く利用されている手段である。 
熱伝導による伝熱の制限要因は、バッ
テリーモジュールや冷却プレートなど
のコンポーネント間の界面である。 こ
うした表面は、肉眼ではなめらかで平
らに見えるが、図2(a)で描かれているよ
うに微視的スケールでは粗い。

Eric Wyman - Lead Global 
Applications Engineer

Alaina Hull - Senior Scientist I
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表面の粗さはごくわずかな見かけ上の
表面が互いに直接接触することにつな
がり、これによって空気が巻き込まれ
る。 この問題を解決するために、TIM
は図2(b)が示すように空気と置換して、
基材の微視的な表面の粗さに追従す
ることで、界面を充填するために使用
される。 TIMは、励起されたバッテリー
と、多くの場合は金属製ヒートシンク
の間で発生する高電圧による破壊から
保護するために、電気絶縁性を追加す
るように設計されていることも留意し
た方がよい。 

実際には、バッテリー製造では一般的
に2種類のTIM― 現場硬化型液体ディ
スペンス式ギャップフィラーまたは予
備硬化型サーマルパッド―を使用す
る。 ギャップフィラーは2液系を計量混
合し、2つの基材のうちの1つに計量吐
出し、仕様の厚さになるまで2つの基
材を一緒にプレスする方法で使用さ
れることが多い。 この材料は硬化して
固体になるが、界面に追従する。 一方、
サーマルパッドは希望の形状にあらか
じめカットされており、基材に載せて、
設定厚さまで圧縮して固定する。 圧縮
荷重を加えることで、固体だが追従す
るパッドに粗面との密接な接触を形
成させる。 パッドにかける圧力の大き
さは、パッドの熱抵抗に大きな影響を
与える。

現場硬化型液体ディスペンス式ギャッ
プフィラーと予備硬化型固体サーマル
パッドの固有の使用方法と物性の違い
を考慮すると、2つの固体基材と接合し
たときの2つの材料の定常状態の伝熱
特性を比較することは重要であった。 
具体的には、同等のバルク熱伝導率を
有する市販の固体サーマルパッドで得
られた熱インピーダンスと比較して、2
種類のCoolThermギャップフィラーで測
定された金属-TIM-金属のサンドイッチ構
造の熱インピーダンス。 この基  礎研究
と将来の応用研究で得られるバッテリー
パックに関するデータは、高効率で高
コストパフォーマンスなバッテリーパッ
クの開発をより円滑にする。

伝熱の用語と定義

本研究における実験の方法論と結果
を議論する前に、TIM材料の一般的な
伝熱に関する用語と定義について簡
単な説明を行う。 熱い基材から冷た
い基材へ熱を伝える能力は、充填する
TIMの熱抵抗に左右される。 この抵抗
は、以下の方程式によって定義するこ
とができる。

ここで、Rは摂氏毎ワット(°C/W)で示す
TIMの抵抗、∆T は摂氏 (°C ) で示す熱
い基材と冷たい基材の間の温度差、Q 
はワット (W). で示す熱流量とする。 （
注：温度はケルビンKでも示す。） 上記
の熱抵抗方程式に非常に似ているが
熱流束も考慮した、表面の熱インピー
ダンスの定義を使用する方が一般的
である。

ここで、Aは、平方メートル（m2）で示す
表面の断面積とする。

TIMの熱インピーダンスは2つの特
性―基材の不連続界面全域にわたっ
て熱を伝えるTIMの能力とTIM材料の
バルク熱抵抗―を反映している。 これ
は以下のように数学的に表すことがで
きる。

ここで、θ はTIMのボンドラインの熱イ
ンピーダンス、θ

i
, はボンドラインの上

面と底面の両方の界面インピーダン
ス、t はTIMのボンドライン厚、k はTIM
の熱伝導率とする。 実際には、TIMの
熱インピーダンスは、一定の定常状
態の熱流束の∆T を測定することで決
定する。 伝導率と界面インピーダンス
は、図3に図示したとおり、一連のTIM

TR
Q
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i
t
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図2:  （a）空気と（b）十分に追従するTIMを内包する、2つの固体表面の間で形成
される界面の微視的絵図。
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図3: 厚さに対する熱インピーダンス測定によるバルク熱伝導率k（逆勾配）と

       熱界面インピーダンスθ
i

（y切片）の決定

勾配 = 1/k
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のボンドライン厚における熱インピー
ダンスを測定することで決定すること
ができる。 前述のとおり、これらの個別
のパラメータは、不連続界面の全域に
わたって、およびTIM材料自体の大部
分を通過して、熱がいかに十分に伝わ
るかを評価する上で特に重要である。 
例えば、TIM材料は、熱伝導率が高くボ
ンドラインが薄いにも関わらず、熱イ
ンピーダンスは高い。 この原因は、ま
ずは片方または両方の基材と金属の
不十分な物理的接触、次に高い界面イ
ンピーダンスθ

i 
。であることが多い。 こ

うした理由から、ギャップフィラーとサー
マルパッドの熱インピーダンス特性
の比較が求められる。

実験

表1は、本研究で使用するギャップフィ
ラーとサーマルパッドのTIM材料を
主要な特性と共に一覧にしたもので
ある。 サーマルパッドは、CoolTherm 
SC-1200およびSC-1500の現場硬化型
液体ギャップフィラーと同程度の熱伝
導率と硬度の値を有するように選択し
た。 異なる厚さのパッドは、バッテリー
モジュール/パックとヒートシンクの間
におけるボンドラインの標準値をカバー
するために入手した。

熱抵抗は、Analysis Tech社の1400TIM
テスターを使用してASTM D5470に従っ
て測定した。 銅は、ヒートシンクの金属
表面を模倣したもので、金属-TIM-金
属測定への熱抵抗の寄与が非常に低
いものを選択した。 熱インピーダンス
測定への銅の寄与分は、以下の報告値
からは除外されている。 

表1: 熱インピーダンス研究に使用するギャップフィラーとサーマルパッドのTIM
材料の一覧

製品 製品形態 サプライヤー 報告伝導率 
(W/m·K)

呼び厚さ 
(mm) ショア硬さ

SC-1200 ギャップフィ
ラー

Parker LORD 2.0(a) NA OO-85

SC-1500 ギャップフィ
ラー

Parker LORD 3.8(a) NA OO-75

サーマル
パッド1

サーマルパッド 会社 1 2.0(b) 1, 2, 3 OO-45

サーマル
パッド2

サーマルパッド 会社 1 4.0(b) 1, 2, 3 OO-75

(a) ISO 22007のホットディスク法で測定
(b) ASTM D5470によって決定した技術データシートに記載の値

図5: ASTM D5470認証TIMテスター圧盤に挟まれ
た銅-TIM-銅のサンドイッチ構造の写真

銅製ディスク

TIM
(サーマルパッドまた

はフィラー）

銅-TIM-銅のサンドイッチ構造

図4: 熱インピーダンス試験に使用した銅-TIM-銅のサンド
イッチ構造のサンプル配置の写真

銅-ギャップフィラー-銅のサンドイッ
チ構造は、厚さ3mm、直径33mmの平
らな銅製ディスクの上面にCoolTherm 
SC-1200およびSC-1500のギャップフィ
ラーを定量吐出して準備した。 サンプ
ルは異なる厚さに圧縮され、熱分析を
行う前に室温で硬化させた。 銅-サー
マルパッド-銅のサンドイッチ構造は、
用意したサーマルパッドから33mmの
ディスクを切り出して、銅製ディスクの
間に挟むことで準備した。 加えられる
圧力とパッドの厚さがボンドラインの
厚さを決定した。 図4に銅-TIM-銅のサ
ンドイッチ構造の写真を示す。

TIMの熱インピーダンスを測定する前
に、様々な圧力下における銅製基材と
TIMテスター圧盤表面の抵抗を決定し
た。 銅のバルク抵抗はその厚さと報告
伝導率398 W/m·Kから算出した。 圧盤
表面の界面抵抗は、200cStシリコーン
液一滴で上面と底面を湿潤させた、一

枚の銅製ディスクの熱インピーダンス
を測定することで決定した。 この実験
は、様々な圧力下で繰り返した。 銅製ディ
スクのバルク抵抗と圧盤界面インピーダ
ンスの測定値は、TIM材料単独のイ
ンピーダンスを得るために、銅-TIM-
銅のサンプルから減じた。 

ギャップフィラーの熱インピーダン
スは、TIMテスターの最低許容圧力
50kPaで測定した。 サーマルパッドは、
インピーダンス測定を50～650kPaの
一連の圧力範囲で行った。 この圧力範
囲は、良好な接触と既定の最終ボンド
ライン厚を実現するために加えられる
可能性がある広範囲な荷重をカバー
するために使用した。 図5にTIMテス
ター内の銅-TIM-銅のサンドイッチ構
造の写真を示す。 積み重ねる際に確実
に空気を巻き込まないようにするため
に、少量のシリコーンオイルを銅のサ
ンドイッチ構造とTIMテスターの間の
表面に塗布した。
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表2: 製ギャップフィラーと市販のサーマルパッドで測定した熱伝導率と界面イン
ピーダンス

製品 熱伝導率測定値 - 逆勾配 
(W/m·K)

界面インピーダンス測定値 
- y切片 (K·cm2/W)

SC-1200 2.0 1.86

SC-1500 4.1 0.75

サーマルパッド1 1.3 4.31

サーマルパッド2 4.2 4.10

図6: での厚さの関数としての(a) Parker LORD製ギャップフィラー
と(b) 市販のサーマルパッドの熱インピーダンス P = 50 kPa

パッドについては、サーマルパッド2の
値が会社1の技術データシート（TDS）
のものとほぼ一致する。 しかし、サーマ
ルパッド1は報告値よりも約0.7W/m·K
低く測定された。 なぜ会社1の報告値
が、ここでの測定値よりも大幅に高い
のかは分からない。 TDSに記載の熱
伝導率は、会社1が50kPaよりも高い圧
力で測定した可能性がある。 残念なが
ら、TDSには具体的な試験の詳細が記
載されていない。

図6のy切片と表2が示す値に反映され
ている、パッドとギャップフィラーで得
られた界面インピーダンスの差異に
も注意した方がよい。 サーマルパッド
1がCoolTherm SC-1200ギャップフィ
ラーよりも2.3倍高い界面インピーダ
ンスを示す一方で、サーマルパッド2
の界面インピーダンスは、CoolTherm 
SC-1500ギャップフィラーよりも5.5倍近
く高い。 液体ギャップフィラーの著しく
低い値は、液体ギャップフィラーが空気
と置換して良好な接触と低い界面イン
ピーダンスを提供できることが理由で
ある可能性が高い。

サーマルパッド1について図7が示すよ
うに、サーマルパッドの厚さとインピー
ダンスに対する圧力の影響を決定す
ることも重要であった。 予想のとおり、
熱インピーダンスと厚さは圧力の増加
と共に減少する。 しかし、これらの低イ
ンピーダンス値を得るために必要な
圧力は実用的ではない。 具体的には、
サーマルパッド1は、50kPaで1mmの
CoolTherm SC-1200ギャップフィラーと
同等の熱インピーダンスを有するため
に、650kPaの圧力で1mmから0.64mm
へ圧縮する必要がある。 このような高
い圧力は、組立中にバッテリーモジュー
ルまたはヒートシンクにダメージを
与えるおそれがある。
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図7: サーマルパッド1の熱インピーダンスに対する圧力の
影響。 挿入写真は650kPaでの測定後のサンプルを撮影し
たものである。
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最初のステップは、TIMテスターを使
用した4種類の材料の伝導率の測定値
を報告値と比較することであった（表1
参照）。 熱インピーダンス測定は、複数
の厚さで50kPaで行われた。 結果のイ
ンピーダンス値は、熱伝導率である逆
勾配と共に厚さの関数でプロットした

（図6と表2を参照）。 ギャップフィラー
の測定値は、ISO 22007のホットディ
スク法を使用してParker LORDが報告
した値の近くまで下がった。 サーマル
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図8は、厚さの関数としてのサーマル
パッド1とCoolTherm SC-1200ギャップ
フィラーの熱インピーダンスを比較し
ている。 注：サーマルパッドは異なる
厚さに圧縮されているのに対して、 
ギャップフィラーは異なる厚さで硬化
して、50kPaの固定圧力で分析されて
いる。 この比較は、現実世界のシナリ
オを最大限模倣するために行われた。 
興味深いことに、サーマルパッドの熱
インピーダンス値は同等の厚さのギャッ
プフィラーよりも著しく高い。 この  
差異は、すでに表2に記載されているよ
うに材料の著しく高い界面インピーダ      
ンスを大きく反映しているが、 この差異
の一部はサーマルパッドの低熱伝導
率に寄与している可能性がある。 ま
た、パッドの厚さ依存は、特に1mmの
公称開始厚さを有するサーマルパッ
ドにおいて非常に顕著である。 例え
ば、1mmサーマルパッド1の1.2mmに
おける熱インピーダンスは、高圧力を
かけて0.95mm厚さで得られた値より
も3K·cm2/W以上高い。

図8のサーマルパッド1のy切片は界面
インピーダンスの値でないことに注意
することが重要である。 界面インピー
ダンスは、複数のTIM厚さで固定され
た圧力で決定する必要がある。 本研究
では、パッドを薄いボンドライン厚に
圧縮するために高い圧力が加えられ
た。 これも、界面インピーダンスが変
化する原因となる。 加えて、熱伝導率も
圧力増加と共に変化する可能性があ
る。 高圧にすることの欠点は、前述の
とおり、冷却の必要があるデバイスま
たはパーツに対する許容圧縮荷重を
超えるリスクがあることである。 

厚さに対する熱インピーダンスを
プロットする時、サーマルパッド2と
CoolTherm SC-1500ギャップフィラー
の比較においても同様の結論を導き
出せる（図9参照）。 サーマルパッドは
ギャップフィラーよりも相当高いイン
ピーダンス値を有している。 さらに、厚
さ依存は一層顕著である。 例えば、イ
ンピーダンスは公称1mmの開始厚さ
のパッドにおいて、わずか0.17mmで約
3.2 K·cm2/W増加した。 この非常に急
な勾配は、追従性の高いサーマルパッド
1よりも高い材料係数に寄与する。 ま
た、パッドは小さな範囲のギャップしか
充填できない。 全体的に高いインピーダ
ンスは、ギャップフィラーよりも著しく
高いパッドの界面インピーダンスを再
度反映している。 興味深いことに、サー
マルパッド2のバルク伝導率はギャップ
フィラーの約2倍あるにも関わらず、パッ
ドのインピーダンス値は、同等の厚さ
のCoolTherm SC-1200ギャップフィラー
の値と近い。

ギャップフィラーとサーマルパッドの
熱性能における前述の大きな違いは、
微視的粗面に追従するTIM材料の能
力によって説明することができる。 固
体サーマルパッドと異なり、液体ディス
ペンス式ギャップフィラーは細い谷間
を容易に流れることができるため、表
面と密接な接触を形成し、上下の基材
間の効率的な伝熱を可能にする。 図
10に2つの製品形態の追従性の違いを
図示する。

微視的追従性に加えて、液体ディスペ
ンス式ギャップフィラーは、ボンドライ
ンの全域にわたる微視的な厚さのバ
ラつきにうまく対応することができる。 
基材の平面性とバッテリーモジュール
の高度の公差によって、バッテリーパッ
クの全域にわたってボンドラインに数
ミリメートルのバラつきがあることは

珍しいことではない。 サーマルパッド
は高さが固定されており、バラつきの
ある高さに追従するためにはパッドに
荷重を加える必要があるため、この点
において限界がある。 さらに、ボンド
ラインに沿った荷重は著しいバラつき
が発生し、局所的な熱インピーダンス
の大きな差異につながり、その結果と
して局所的なホットスポットを生み出
す。 しかし、液体ディスペンス式ギャップ
フィラーは、大きなギャップを充填する
際に設計にストレスを与えるような強
力な荷重を加える必要がなく、一貫し
た界面インピーダンスを維持し、それ
によってホットスポットを最小限に抑 
えることができる。 図11に、EVバッテリー
パックで生じるボンドライン厚の大 
きな差異に対処する場合のサーマル
パッドと液体ディスペンス式ギャップフィ
ラーの追従性を図示する。

図8: サーマルパッド1とCoolTherm SC-1200ギャップフィラーの熱インピーダン
スに対する厚さの影響

図9: サーマルパッド2とCoolTherm SC-1500ギャップフィラーの熱インピーダン
スに対する厚さの影響
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2と同等であると場合に、ギャップフィ
ラーの導電率が2、4W/m·Kと1/2低い
にも関わらず、極めて著しいことが分かっ 
た。 ギャップフィラーは組立の容易
性、低い荷重、大きくバラつきのあるボ
ンドラインをカバーする能力、低コスト
と相まって良好な熱性能によって、理
にかなったTIM材料の選択肢になる。

図10: (a)固体サーマルパッドの微視的追従性が(b)液体ディスペンス式ギャップフィ
ラーと比較して不足している図

図11: 変化するボンドライン厚のサーマルパッド（左）と液体ディスペンス式ギャッ
プフィラー（右）の追従性に対する影響
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熱性能における差異に加えて、製造の
問題点もある。 サーマルパッドは大判
のシートで製造されるため、希望の形
状にカットする必要がある。 残った部
分はパックに使用するには適切なサ
イズまたは形状ではないため、廃棄す
ることになる。 もうひとつの問題点は、
サーマルパッドは可能なかぎり微視的
な谷間に流入させるために、低Tg（ガ
ラス転移温度）ポリマーで製造される
傾向があるということである。 結果とし
て表面の粘度が高くなり、パッドの両
側に剥離紙が必要になる。 EVバッテリー
パックに使用される大型のサーマル
パッドも、自動製造プロセスでは困難
が伴う。 液体ディスペンス式ギャップフィ  
ラーは、大量生産に十分適しており、
計量混合・吐出（Meter Mix Dispense, 
MMD）システムを使用して簡単に自動
化することができる。 液体ディスペン
ス式ギャップフィラーのもうひとつのメ

リットは、MMD吐出パターンの再プロ
グラミングによって設計変更に簡単 
に対応できる点である。 表3に、液体ディ 
スペンス式ギャップフィラーがギャッ
プパッドよりも優れている点をまとめ
る。 

結論

定常状態の熱分析は、LORD製液体ディ
スペンス式ギャップフィラーが、同等 
のバルク熱伝導率と厚さを有するサー
マルパッドよりも低い熱インピーダ
ンスを提供することを示している。 こ 
の結果は、隣接する基材の微視的粗
面に容易に追従し、それによって界面 
インピーダンスを大幅に低下させるギャッ
プフィラーの能力によるところが
大きい。 この追従性効果は、1mmでの
CoolTherm SC-1200ギャップフィラー
の熱インピーダンスがサーマルパッド
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表3: サーマルパッドと液体ディスペンス式ギャップフィラーの主な特徴の比較

比較 サーマルパッド 液体ディスペンス
式ギャップフィラー 詳細

相対費用 高い 低い パッドの製造プロセスは、ダイカットの無駄などコスト高な廃棄につながる。

放熱 良好 最高 ギャップフィラーは、液体という性質によって微視的な表面の粗さに流入することが
できる。 良好な流入は各表面の低い熱界面インピーダンスにつながる。
ギャップフィラーも硬化して架橋結合ネットワークを形成することで、ボンドラインか
らTIMが流れ出たり、押し出されたりするという問題を解消する。

空気巻き込み 高頻度 無視可能

設計自由度 固定 高柔軟性 ギャップフィラーの硬度と可使時間は、ギャップフィラーの2液の混合比率を利用して
調節することができる。
ギャップフィラーの吐出パターンを操作して、使用量を可能なかぎり少なくしたり、既
定の場所での熱流を実現したりすることができる。
液体ディスペンス式ギャップフィラーと異なり、サーマルパッドの熱伝導率はボンド
ライン厚における不均一な表面のせいで、加えられる圧力の局所的な差異に敏感で
ある。

リワーク 可能 可能 いずれのタイプのTIMもリワーク可能である。 サーマルパッドの方が微視的な割れ目
に浸透していないため、液体ディスペンス式ギャップフィラーよりも取り除くのが容易
である。
清掃は硬化後の液体ディスペンス式ギャップフィラーの方が難しい。 サーマルパッド
はひと塊として取れる。

製造 困難 良好 大判のサーマルパッドは空気を巻き込まずに敷くことが困難である。
サーマルパッドは自動化が難しい。
液体ディスペンス式ギャップフィラーはMMD設備を必要とするが、簡単に自動化でき
る。


