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要旨

様々なサーマルインターフェース材料
（TIM）を使用してバッテリーを冷却板

に接続するため、バッテリーモジュー
ル内の熱性能を比較した研究を実施
した。 CoolTherm®液体塗布常温硬化
型ギャップフィラーを、同等の熱伝導
率を持つサーマルギャップパッドと比
較した。 当ギャップフィラーはバッテリー
からより多くの熱を除去し、バッテリー温
度をギャップパッドよりも低くすること
を示している。 さらに、当ギャップフィ
ラーはギャップパッドが有意に性能を
落とした製造公差のシミュレーション
行った場合においても、同等の効果を
供するものである。

定常熱解析による主な成果とし
て、Parker LORD社製の熱抵抗が同等
のバルク熱伝導率と厚みを持つサー
マルパッドよりも低くなったことが挙
げられる。 この結果は、本ギャップフィ
ラーが持つ、界面抵抗を大幅に低減す
る隣接する基板の微視的に粗い表面（
図1参照）に容易に馴染む能力による
ところが大きい。 この馴染み効果は、
ギャップフィラーCoolTherm SC-1200
の熱抵抗（熱伝導率：2 W/m·K、厚み
1mm）がサーマルパッド（熱伝導率：4 
W/m·K）同等であったことによって明
白です。

本書が主眼とするところは、ギャップパッ
ドとギャップフィラーによる優れた熱
伝達が、それぞれどのようにして実際
のバッテリーモジュールの冷却に影響
を与えるかを調査することである。 バッ
テリーモジュールは、Parker LORD社
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序論

以前のParker LORD社白書では、高出
力密度電気自動車（EV）用バッテリー
パック向けのTIMとしてのCoolTherm®
液体塗布常温硬化型ギャップフィラー
使用について述べた。1 この文書にお
いては、本ギャップフィラーと、同様の
熱伝導率と厚みを持つ市販のギャップ
パッドの熱抵抗を比較した。 この白書
において述べるとおり、この2つの接触
面間における表面粗さ（例えば、バッテ
リーセルないしはモジュールと冷却板
間）によって、見かけ上の表面のごく一
部のみが互いに直接接触し、空気が閉
じ込められている。 

1 T. Fornesら、液体塗布型ギャップフィラーとサー
マルパッド ついてのケーススタディについては、
以下を参照されたい。https://www.lord.com/

products-and-solutions/electronic-materials/

thermal-management-materials/gap-fillers-vs-

thermal-pads

図1： 液体塗布型ギャップフィラー（右）と比較した固体サーマルパッド（左）の微
視的な馴染み性の無さを示した図
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製ギャップフィラー（熱伝導率：2およ
び4 W/m·K）および同様の公称熱伝導
率を持つ市販のギャップパッドを使用
して組み立てられている。 各組立済モ
ジュールの冷却度は高速充電サイクル
中に測定した。 この作業により、Parker 
LORD社製ギャップフィラーがギャップ
パッドと比較してより優れたバッテリー
冷却性能を持つことが確認された。

以前の白書では、本ギャップフィラー
がセルと製造公差の結果から冷却板
間の間隙を簡便に埋めることができる
ため、馴染み効果が組立済バッテリー
モジュールにも期待できることについ
ても予測されていた。 顧客が指定した
製造部品公差については、公差が狭い
ほどモジュールやパクのコストが高く
なる。 大型バッテリーパックについて
は、溶接や固定に起因する金属表面の
凹凸による公差、およびモジュール製
造中の累積公差によって、TIMが占め
る量のバラツキが大きくなる可能性が
ある。 間隙を埋める際、液体塗布型ギャッ
プフィラーでは無限のパターンと量が
あるものの、サーマルパッドでは厚み
と機械的な問題から限定されている。  
図2にその効果を示す。

実験

表1に本研究で使用したギャップフィ
ラーとサーマルパッドTIM、および主な
特性を列挙する。  本サーマルギャップ
パッドを選択した理由は、液体塗布常
温硬化型ギャップフィラーCoolTherm 
SC-1200およびSC-1500同等の熱伝導
率と硬さ値を持つためである。 ギャッ
プパッドは、厚み1mmのものを使用
した。

Parker LORD社は、米国コロラド州デ
ンバーの国立再生可能エネルギー研
究所（NREL）との協業により、試験設
計およびセルモジュールの製造および
試験の支援を行っている。  同研究所
は、BMWの電気自動車「i3」に使用さ
れているセル同様のサムスン電子社
製SDIプリズム型セル（94 A·hr、4.1 V）
を使用した5セルモジュールを推奨し
ている。 すべてのセルに、表面の上部
左、中央、下部右に熱電対を装着した（
図 3a参照）。  モジュール中央のセルに
は追加の熱電対が2個、同じ面の上部

中央および下部中央に装着されている
（図 3b参照）。

液冷式熱交換器は厚さ0.003インチに
絶縁性エポキシを塗布したアルミ板に
装着され、金属層の間に熱伝導性ペー
スト（CoolTherm TC-404グリース、4.3 
W/m∙K）およびLORD JMC-700Kを塗

布した。 この冷却液は50/50エチレン
グリコール/水溶液であり、容積式ポン
プによって体積流量の変動を1％未満
に制御した。

図 2： サーマルパッド（左）と液体塗布型ギャップフィラー（右）の馴染み性に対す
る可変接着線の厚さの影響

サーマルパッド
ヒートシンク

バッテリー
モジュール

液体塗布型ギャップフィラー
ヒートシンク

バッテリー
モジュール

表１： 本研究で使用したサーマルインターフェース材料（TIM）の一覧

製品 CoolTherm 
SC-1200

CoolTherm 
SC-1500

サーマル 
パッド1

サーマル 
パッド2

納入業者 Parker LORD A社
製品形態 液体塗布型ギャップフィラー ギャップパッド
公称厚さ（mm） 非該当 非該当 1 1

ショア硬さ OO-85 OO-75 OO-45 OO-75

通知（a）  
熱伝導率（W/m·K）

2.0 3.8 2.0 4.0

計測（b）  
熱伝導率（W/m·K）

2.0 4.1 1.3 4.2

計測（b）（b） 界面抵抗
（K·cm2/W）

1.9 0.8 4.3 4.1

（a）製品技術データシート上のサプライヤーによる通知
（b）以前の白書1に記載したASTM D5470による計測

図 3： バッテリー4個上の熱電対（a）および追加の中央バッテリーセル上の熱電対
（b）の配置

（a） （b）
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ギャップフィラーJMC-700Kを塗布し
たプレートにギャップフィラーを塗布（
図 4参照）し、バッテリーセル4個を液
体ギャップフィラー内に押し込んだ。そ
の後、4 psiの圧力で側面および上面か
ら締め付けた。 厚さ1 mmのLexanシ
ムをセルの両端下部にて使用すること
により、他のモジュール用に使用され
たギャップパッドの厚みをほぼ相殺し
た。 その後、本ギャップフィラーを24時
間以上かけて固化させた。 このパッド
をギャップパッドを使用したモジュー
ルで直接冷却板の上に配置し、バッテ
リーを置いて締め付けた（上記参照）。 
ベースラインモジュールでは、絶縁性
被覆を施した冷却板にバッテリーを直
接接触させて配置した。

実際の量産型バッテリーモジュールで
見られたセルと冷却板の間の製造公
差のシミュレーションを実施するため、
すべてのモジュールをセルNo.2および
No.4の両端下に配置した追加の1ミリ
Lexanシムが有る場合と無い場合の双
方で組み立てた。 ベースラインモジュー
ル（サーマルインターフェース材料有
り）も、シムが有る場合と無い場合の両
方で組み立てた。 4 psiの定圧を用い
てセルに圧力をかけ、セルを冷却板上
に押し付けた。 図5に組立済みのモジュー
ルを図示する。

セルを直列に接続し、1.5Cの高速充電
サイクルにて充電した。 熱電対の温度
および冷却液の注入/放出口の温度を

監視し、充電サイクルの間、2秒に1回
記録した。 方程式（1）に示す通り、冷却
材を用いてバッテリーモジュール除去
した熱Pcoolantを質量流量ṁに基づい
て決定し、冷却材の熱容量 Cp、および
冷却材の注入/放出口の温度差を∆Tと
した。

 Pcoolant = ṁCp∆T      （1）

加えて、別途熱量測定を行い、動作中
のセルの全般的なバルク温度を決定
した。 バッテリーモジュールの熱容量
を算定するため冷却材無使用の落下
型高温熱量計内で試験を行い、1.5C高
速充電サイクル中の本モジュールにお
ける熱産生を測定した。 次に、リード
および対流により放散した電力を補正
した後、各時点におけるセルのバルク
温度を算出した。 計算の詳細について
は、個別に要請されたい。

結果および議論

高速充電状態においてさまざまなモ
ジュールの熱性能を試験した。 本試験
では、電圧制限に達するまで本モジュー
ルの1.5Cにおける充電率に相当する
150Aの定電流を印加した。 その理由
は、5個のセルが充電中に電気的なバ
ランスが完全にとれていなかったた
め、当初の充電がモジュールの充電状
態が100％に到達した後、短時間で増
加する低レベル電流を印加する必要
があった。 標準的な充電サイクルおよ
び結果としての電圧応答を図6に示す。 

充電サイクル中に各モジュールから除
去した熱の総量は、冷却板の吐出口に
おける冷却液温度の上昇を測定するこ
とで決定するが、この値を用いて、既知
の冷却材流量および 冷却材の熱容量
を組み合わせることで、冷却材に移行

図4： LORD社製ギャップフィラーを用いた冷却板へのバッ
テリー組付け

図 5： 熱試験に備え組み立てを完了したセルモジュール

図 6： バッテリーモジュールに印加した電流、およびその結果としての電圧応答
を示す急速充電サイクル



5

した電力を測定した[方程式（1）参照]。 
図7および8に、時間に対するこれらの
値を図示する。 除去される熱の値が
高くなるほど、TIMおよびバッテリーモ
ジュールの冷却効率が高くなることを
示している。  

図7aに、ギャップパッド（2 W/m∙K）有
りのCoolTherm SC-1200（2 W/m∙K）
とTIMを含まないベースラインモジュー
ルの比較を示す。 公差のシミュレート
を行わない場合、本ギャップフィラーは
ベースラインよりも約62％、ピーク時
のギャップパッドよりも約24％多くの
熱を除去した。 セルNo.2およびNo.4
に1ミリのシムを追加しても、本ギャッ
プフィラーの性能にはほとんど影響を
与えなかったが、ギャップパッドおよび
ベースラインは大幅に減少した。 この
構成においては、本ギャップフィラーは
ベースラインの2倍、ギャップパッドよ

りも約47％多くの熱を除去した。 以前
の白書（図2参照）で予測されたとおり、
これはセルから冷却板までの距離の
不規則さに馴染む液体塗布型ギャップ
フィラーの性能によるところが大きい
と考えられる。

図7bにギャップフィラーCoolTherm 
SC-1500（4 W/m∙K）とギャップパッド

（4 W/m∙K）の類似の比較を示す。 シ
ムを追加しない場合、本ギャップフィラー
はベースラインよりも70％近く、ピー
ク時のギャップパッドよりも約27％多
くの熱を除去した。 シムを追加した場
合、CoolTherm SC-1500の性能は2 
W/m∙Kのギャップフィラーとほぼ同様
であったが、4 W/m∙Kのギャップパッド
の性能はシム有りの2 W/m∙Kギャップ
パッドおよびシム無しのベースライン
を下回った。 この性能の低下は、4 W/
m∙Kのギャップパッドの硬度が増した

ことで個々のバッテリー、冷却板、2 W/
m∙Kのギャップパッド間の不均等な間
隙に馴染みにくくなったものことに起
因すると考えた。 同様の効果は以前の
試験でも見られた。それは、4 W/m∙K
のギャップパッドの熱抵抗が2 W/m∙K
のギャップパッドとほぼ同じであり（表
1参照）、硬度が増したことによる圧力
の印加による改善ほどの効果が無かっ
たことによる。 

図 8は図 7と同じデータを示している
が、同じ形状の熱伝導性材料間の比較
を強調したもの。 図 8aは、追加のシム
を有する場合の熱伝導性ギャップフィ
ラー間の性能の相違を強調したもの
である。 図 8bのギャップパッドと比較
すると、この図は熱伝導率ないしはモ
ジュール構成に拘らず、双方のギャップ
フィラーが最高の性能のギャップパッド
よりも熱除去において優れていたこと

図 7： 2 W/m∙K材料（a）および4 W/m∙K材料（b）により、別のモジュール構成で除去した熱の比較 ベースラインにはサーマ
ルインターフェース材料は無い。 凡例の順序は、各材料のピーク最大値に連動する。

（a）       （b）

図 8： ギャップフィラーCoolTherm SC-1200およびSC-1500（それぞれ2および4 W/m∙K）（a）および熱伝導性ギャップパッド
（b）による熱除去の比較。  凡例の順序は、各材料のピーク最大値に連動する。

（a）       （b）
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も示している。 特に、追加のシムを有
する2 W/m∙Kのギャップフィラーです
らも、バッテリーからシム無しの4 W/
m∙Kのギャップパッドより多くの熱を除
去した。 また、双方のギャップパッドが
不良である場合、シムが追加された 
場合よりも性能が大幅に劣るという 
結果であったものの、本ギャップフィラー
を使用した2つの構成の間にはほぼ差
は無かった。

除去した熱の測定に加え、2つの方式
によりバッテリーモジュールの温度性
能を評価した。 まず、個々のセルに装
着した熱電対からの温度データを解析
した。 図9に各所における5個の熱電
対の平均、以前のグラフに基づいて最
も極端な2例について、5個のバッテリー 
それぞれの上部、中央、下部からの各
熱電対の読み取り値を示した。 図9に、
追加シム無しの4 W/m∙Kギャップフィ
ラーのデータを、図 9bにシム有りの
4 W/m∙Kギャップパッドのデータを示
した。 どちらの場合においても、温度
は概して冷却板（下部）の横で最も低
く、およびリード端（上部）で最高となっ
た。 ギャップパッドの温度読み取り値
はばらつきが大きく、予想されたとおり
ギャップパッドの全体的な温度は高く
なった。しかしながら、電力ベースにお

いて最も極端な場合においてすら、 
ギャップフィラーおよびギャップパッド
構成の最高温度の差は僅か4°Cほど 

（それぞれ約43°Cまたは47°C）であった。

なお、熱電対はバッテリーケースの外
側の温度のみを捕捉することに注意
されたい。 主な熱産生源はセルの内
側であり、セル内部の熱伝達特性は不
明である。 大部分の熱伝達はセル内
部からTIMを通じて直接 セル底部へ、
そこから冷却板へと発生している可能
性がある。 そこで、方程式（2）による電
力測定値から、特定の時点Tiにおける
バッテリーモジュールのバルク温度を
電力測定値tiから計測するため、2つめ
の実験を考案した。ここで、括弧内の最
初の文言はバッテリーから除去された
電力（対流およびリード端子による損
失を補正したもの）とし、 m はバッテ
リーの質量、Cp は落下型熱量実験に
よって決定されるバッテリーの熱容量
とする。

Ti = (Pbattery − Pcoolant − Pconvection − Pleads) * 

(ti – ti-1) / (mbattery * Cpbattery) + Ti-1      (2)

図10にさまざまなモジュール構成に対
する予測バルク温度のまとめを記す。 
この図は、温度値が低いほど熱性能が

優れていることを示している。  これら
の値は図7-8の除熱データに由来して
おり、結果は定性的に以前議論された
ものと同様である。

図 11に2つ方法を用いて決定するピー
ク温度の平均値のまとめを記す。 図
11aは、上部、中央、下部の熱電対から
の温度測定の組み合わせから導いた
ピークセル温度の総平均を示したも
の。 エラーバーにはすべての温度の
95％信頼区間幅を表されており、上部
と下部間の温度のばらつきが含まれ
る。 図11bは図10のプロットからのピー
ク温度を示したものであり、 表面温度
のみならずセル全体を含む全体的な
平均バッテリーセル温度を示してい
る。  予想されたとおり、バルク温度は
熱電対温度より高いものの、全体的な
傾向、 つまり温度はギャップフィラーで
最も低くなるため、特定の種類の2およ
び4 W/m∙K材料間で小さな差が全体
的に発生し、ギャップパッドとギャップ
フィラーにおける追加シムの効果は顕
著とは言えないものである。

図 9： 追加シム無し4 W/m∙Kギャップフィラー（a）およびシム有り4 W/m∙K ギャップパッド（b）の、セル熱電対温度の比較 5
個のセルそれぞれの曲線、および上部（橙）、中央（青）および下部（緑）の熱電対の平均値を示した。

（a）       （b）
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結論

導いた結論は、バッテリーモジュール
からの除熱および温度低下について
サーマルギャップパッドよりも液体塗
布型ギャップフィラーに有利となるも
のであった。 液体ギャップフィラーは
表面粗さや製造上の不規則性による
空隙を埋めることが可能であり、バッテ
リーモジュールに対して均一で再現性
に優れた性能を発揮する。 これは、界
面熱抵抗が低いためギャップパッドよ
りもギャップフィラーの熱抵抗がずっ
と低いことを示す以前の白書の基本的
な知見の実際的証明である。 適切な
塗布においては、伝導率の低いギャッ
プフィラーでも伝導率の高いギャップ
パッドよりも高い性能を発揮する。

図 10： 2 W/m∙K材料（a）および4 W/m∙K材料（b）を用いたモジュールの予測バルクセル温度の比較 ベースラインにはサー
マルインターフェース材料は無い。

図 11： 異なるセルモジュール構成の個別の熱電対測定平均（a）および熱量計で測定したバルク最大セル温度および電力
測定値（b）に基づく全体的な平均セル最大温度。  図11aのエラーバーは、各セル上部、中央、および下部の測定値を含む95
％信頼区間幅に対応する。

結果として、比較的熱伝導率の低いギャッ
プフィラーを使用する場合においても
優れた熱性能を得られることを示して
いる。 ギャップフィラーの伝導率が高
いほど、その価値が上がり、熱負荷が
上昇するため差別化が期待できる。 熱
性能の向上に加え、液体塗布型ギャッ
プフィラーCoolThermの塗布を容易か
つスピーディに行うことができるため、
自動車の大量生産工程に最適である。 
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