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(57)【要約】
　温度センサを簡単に電池の温度検出に適した位置に、
長期間にわたって位置ずれしないように配置する。バッ
テリシステムは、複数の電池を直列に接続してなる組電
池と、この組電池の電池の温度を検出する温度センサ(
３)と、電池の電圧検出位置に電気接続されている電圧
検出ライン(４)とを備えている。さらに、バッテリシス
テムは、電池の電圧検出位置に接続端子を固定している
。この接続端子(２Ａ)は、温度センサ(３)を熱結合状態
に固定して、電圧検出ライン(４)を電気接続している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電池を直列に接続してなる組電池と、
　前記組電池を構成する電池の電圧を検出するための電圧検出ラインと、
　前記組電池を構成する電池の温度を検出する温度センサと、を備え、
　前記組電池は、前記電圧検出ラインが検出する電池の電圧が印加され、かつ、該電池の
電極端子と熱結合状態となる電圧検出位置を有し、
　前記電圧検出ラインは、該電圧検出ラインの先端に設けられ、前記電圧検出位置に固定
される接続端子を有し、
　前記温度センサは、前記接続端子に設けられ、かつ、該接続端子に対して熱結合状態に
固定されることを特徴とするバッテリシステム。
【請求項２】
　前記温度センサは、該温度センサが固定される接続端子に対して、絶縁状態に固定され
ることを特徴とする請求項１に記載されるバッテリシステム。
【請求項３】
　前記組電池は、該組電池を構成する複数の電池の電極端子を接続する複数のバスバーを
有すると共に、前記電圧検出位置は、前記複数のバスバーのうち少なくとも一つのバスバ
ーに設けられることを特徴とする請求項１または２に記載されるバッテリシステム。
【請求項４】
　前記温度センサを、接着、圧着、係止構造の何れかで前記接続端子に固定してなる請求
項１ないし３のいずれかに記載されるバッテリシステム。
【請求項５】
　前記接続端子が圧着端子で、この圧着端子は、前記電圧検出ラインを電気接続して温度
センサを固定する連結部と、前記電極端子に接続される端子部とを有し、
　前記連結部は、溝型に折曲加工された金属板で、前記電圧検出ラインの接続部と、温度
センサを固定する固定部とを有し、
　前記接続部は、両側の側壁を折曲加工して前記電圧検出ラインを圧着して連結しており
、
　前記固定部は、前記温度センサを溝内に配置して、溝内に充填される接着剤で温度セン
サを固定してなる請求項１ないし４のいずれかに記載されるバッテリシステム。
【請求項６】
　前記連結部に、前記電圧検出ラインを圧着して連結してなる接続部と、前記温度センサ
を溝内に配置して固定する固定部とを長手方向に配置している請求項５に記載されるバッ
テリシステム。
【請求項７】
　前記連結部が、前記接続部と前記固定部を互いに表裏の反対側、又は同じ側に設けてな
る請求項６に記載されるバッテリシステム。
【請求項８】
　前記固定部を前記接続部よりも端子部に接近して設けてなる請求項６又は７に記載され
るバッテリシステム。
【請求項９】
　前記端子部がリング状の丸端子である請求項５ないし８のいずれかに記載されるバッテ
リシステム。
【請求項１０】
　前記接続端子が、前記端子部を丸端子とする圧着端子で、丸端子の外周に円周方向に離
して、前記接続部と、前記固定部とを連結してなる請求項５ないし９のいずれかに記載さ
れるバッテリシステム。
【請求項１１】
　前記前記固定部に連結穴を設けて、前記温度センサには前記連結穴に挿入する連結ロッ
ドを設けており、この連結ロッドが前記連結穴に挿入されて、前記温度センサが前記固定



(3) JP WO2014/122905 A1 2014.8.14

10

20

30

40

50

部に固定されてなる請求項１ないし３のいずれかに記載されるバッテリシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、組電池と、組電池の温度を検出する温度センサを備えるバッテリシステムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の電池を直列に接続して出力電圧を高くしているバッテリシステムは、電動車両の
モータやスタータ、カーナビゲーション、オーディオ等の電装品に電力を供給する用途な
どに使用されるが、電池の温度と電圧を監視することが、安全性を確保する上で重要であ
る。電池の温度や電圧が、正常に使用可能な範囲から外れる状態では、正常な動作が確保
されず、また寿命の悪化や場合によっては発煙や発火にいたる可能性もあるからである。
また、バッテリシステムの安全監視においても、電池の温度が異常な状態となったことの
検出は、即時の動作、たとえば、出力側に接続しているリレーをオープンに切り換える等
の安全性を確保する動作を取る必要もあり極めて重要である。これらのことから、バッテ
リシステムは、電池の温度や電圧を速やかに検出することが求められる。
【０００３】
　電池の温度を検出するために、温度センサで電池温度を検出するバッテリシステムは開
発されている。（特許文献１参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－８７５８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１のバッテリシステムは、角形電池の間にセパレータを挟むように配置して、
セパレータに温度センサを連結している。このバッテリシステムは、温度センサを温度検
出に最適な特定の位置に正確に配置するのに手間がかかる欠点がある。また、長期間にわ
たって位置ずれしないように温度センサを定位置に配置するのが難しい欠点もある。
【０００６】
　本発明は、以上の欠点を解決することを目的に開発されたものである。本発明の重要な
目的は、温度センサを簡単かつ容易に、しかも電池の温度検出に適した位置に確実に配置
でき、さらに、長期間にわたって温度センサを最適位置から位置ずれしないように配置で
きるバッテリシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のある態様のバッテリシステムは、複数の電池１を直列に接続してなる組電池１
０と、組電池１０を構成する電池１の電圧を検出するための電圧検出ライン４と、組電池
１０を構成する電池１の温度を検出する温度センサ３と、を備えている。組電池１０は、
電圧検出ライン４が検出する電池１の電圧が印加され、かつ、この電池１の電極端子と熱
結合状態となる電圧検出位置を有している。電圧検出ライン４は、この電圧検出ライン４
の先端に設けられ、電圧検出位置に固定される接続端子２を有している。温度センサ３は
、接続端子２に設けられ、かつ、接続端子２に対して熱結合状態に固定される。
【発明の効果】
【０００８】
　電池の電極端子付近は、電池から出力される電流の経路であり、電池内部の発熱が伝熱
されるため、比較的温度が高くなりやすい。本発明のバッテリシステムは、電池の電極端
子付近に設けられる電圧検出ラインの接続端子に温度センサを固定する構成となっている
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ため、温度センサを簡単かつ容易に、しかも電池の温度検出に適した位置に確実に配置で
きる特徴がある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施の形態にかかるバッテリシステムの概略構成図である。
【図２】図１に示すバッテリシステムの電池の接続状態を示す拡大斜視図である。
【図３】図２に示すバッテリシステムの電池の接続状態を示す分解斜視図である。
【図４】接続端子の一例を示す斜視図である。
【図５】図４に示す接続端子の分解斜視図である。
【図６】図４に示す接続端子の垂直縦断面図である。
【図７】図６に示す接続端子のＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図である。
【図８】接続端子の他の一例を示す斜視図である。
【図９】図８に示す接続端子の分解斜視図である。
【図１０】図８に示す接続端子の垂直縦断面図である。
【図１１】接続端子の他の一例を示す斜視図である。
【図１２】図１１に示す接続端子の分解斜視図である。
【図１３】図１１に示す接続端子の垂直縦断面図である。
【図１４】接続端子の他の一例を示す斜視図である。
【図１５】図１４に示す接続端子の分解斜視図である。
【図１６】図１４に示す接続端子の垂直縦断面図である。
【図１７】接続端子の他の一例を示す斜視図である。
【図１８】図１７に示す接続端子の分解斜視図である。
【図１９】図１７に示す接続端子の垂直縦断面図である。
【図２０】接続端子の他の一例を示す斜視図である。
【図２１】図２０に示す接続端子の分解斜視図である。
【図２２】図２０に示す接続端子の垂直縦断面図である。
【図２３】接続端子の他の一例を示す斜視図である。
【図２４】接続端子の他の一例を示す平面図である。
【図２５】図２４に示す接続端子のＸＸＶ－ＸＸＶ線断面図である。
【図２６】接続端子の他の一例を示す垂直縦断面図である。
【図２７】図２６に示す接続端子の分解斜視図である。
【図２８】接続端子の他の一例を示す斜視図である。
【図２９】図２８に示す接続端子の垂直縦断面図である。
【図３０】図２９に示す接続端子のＸＸＸ－ＸＸＸ線断面図である。
【図３１】接続端子を成形する金属板の切断パターンの一例を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施の形態
は、本発明の技術思想を具体化するためのバッテリシステムとこのバッテリシステムを備
える電動車両並びに蓄電装置を例示するものであって、本発明はバッテリシステムとこの
バッテリシステムを備える電動車両並びに蓄電装置を以下のものに特定しない。さらに、
この明細書は、特許請求の範囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定するものでは
決してない。
【００１１】
　本発明のバッテリシステムは、複数の電池を直列に接続してなる組電池と、この組電池
の電池温度を検出する温度センサと、電池の電圧検出位置に電気接続されている電圧検出
ラインとを備えている。電池の電圧検出位置には接続端子を固定している。この接続端子
には、温度センサが熱結合状態に固定されて、電圧検出ラインが電気接続される。接続端
子は、温度センサを電池に熱結合状態に連結して、電圧検出ラインを電池の電圧検出位置
に電気接続している。
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【００１２】
　温度センサは電池の温度を検出して、保護回路に入力する。したがって、温度センサは
、リード線を介して保護回路に接続される。保護回路は、電池の温度があらかじめ設定し
ている温度範囲を超える状態では、組電池の充放電の電流を制限し、あるいは遮断して組
電池を保護する。
【００１３】
　温度センサは、好ましくは、熱結合状態であって絶縁状態で接続端子に固定される。こ
のバッテリシステムは、温度センサの一方の端子を電池の電極に電気接続しないので、温
度センサに電池による直流バイアスが印加されない。したがって、温度センサを保護回路
に接続する回路構成を簡単にできる。ただ、温度センサは、一方の端子を電極に電気接続
することもできる。
【００１４】
　接続端子は、電池の電圧検出位置に固定されている。電圧検出位置は、電池の電極端子
と、この電極端子に固定してなるバスバーと、電極端子やバスバーに接続してなるリード
のいずれかとすることができる。接続端子は、電池の電極端子に直接に接続され、あるい
は、電池の電極端子に固定しているバスバーに接続されて、バスバーを介して電極端子に
接続され、あるいはまた、電極端子やバスバーに接続してなるリードに接続されて、この
リードを介して電極端子に接続される。電極端子に直接に接続される接続端子は、先端の
端子部を丸端子として、ここに電極端子を挿入して接続される。この連結構造は、たとえ
ば電極端子の表面に雄ねじを設けて、雄ねじにナットをねじ込んで丸端子を固定できる。
また、電極端子の先端に雌ねじ孔を設け、この雌ねじ孔に丸端子に挿入される止ネジをね
じ込んで接続端子を電極端子に接続する。バスバーに固定される接続端子は、止ネジを介
して丸端子をバスバーに固定する。止ネジは、丸端子に挿入され、バスバーにネジ止めし
て接続端子をバスバーに固定する。
【００１５】
　なお、本明細書において、電池の電極端子とは、電池の正負の電極に直接にあるいは間
接的に接続される端子であって、電池の封口板を貫通している正負の電池端子や、電池の
外部において、正負の電池端子に接続された外部端子を含む広い意味で使用する。
【００１６】
　温度センサは、接着、圧着、係止構造の何れかで接続端子に固定することができる。接
着して固定される温度センサは、接着剤を介して接続端子に好ましい熱結合状態で固定さ
れる。圧着あるいは係止構造による固定構造は、簡単かつ容易に、しかも確実に位置ずれ
しないように、接続端子に固定される。
【００１７】
　接続端子は、好ましくは圧着端子である。圧着端子は、電圧検出ラインを圧着して固定
できる金属板、すなわち圧着工具で圧着状態に変形されて、変形状態に保持される導電製
の金属板で製作される。圧着端子は、電圧検出ラインを圧着して連結し、かつ温度センサ
を固定する連結部と、電極端子に接続される端子部とを有する。端子部は、好ましくは丸
端子として、電極端子やバスバーに確実に固定できる構造とする。
【００１８】
　連結部は、溝型に折曲加工された金属板で、電圧検出ラインを電気接続する接続部と、
温度センサを固定する固定部とを有する。接続部は、両側の側壁を圧着工具で折曲加工し
て、電圧検出ラインを圧着して連結する。固定部は、溝内に温度センサを配置し、溝内に
接着剤を充填して、温度センサを固定する。この接続構造は、電圧検出ラインを簡単かつ
容易に、しかも確実に接続端子に接続しながら、温度センサを理想的な熱結合状態で接続
端子に固定できる。
【００１９】
　連結部は、電圧検出ラインを圧着して連結してなる接続部と、温度センサを溝内に配置
して固定する固定部とを長手方向に配置することで、電圧検出ラインと温度センサの両方
を理想的な状態で連結できる。とくに、この圧着端子は、電圧検出ラインを圧着して接続
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し、温度センサを溝内に配置して確実に固定できる。さらに、この連結部は、接続部と固
定部を互いに表裏の反対側に配置し、あるいは同じ側に設けて、電圧検出ラインと温度セ
ンサとを固定できる。接続部と固定部とを表裏の反対側に配置する連結部は、温度センサ
を圧着時の変形力から保護しながら、電圧検出ラインを圧着して確実に連結できる。接続
部と固定部とを表裏の同じ側に設ける連結部は、圧着端子の構造を簡単にして、圧着端子
を安価に多量生産できる。
【００２０】
　接続部と固定部とを長手方向に配置する圧着端子は、温度センサの固定部を、電圧検出
ラインを圧着する接続部よりも端子部に接近するように配置して、温度センサでもって、
電池の温度をより速やかに、しかも正確に検出できる。それは、温度センサが電極端子に
、より接近して配置されるからである。
【００２１】
　接続端子の圧着端子は、端子部を丸端子として、丸端子の外周に円周方向に離して、接
続部と固定部とを連結することができる。この圧着端子は、好ましくは接続部と固定部と
を丸端子の互いに反対側に、すなわち直線状に配置する。この圧着端子は、電圧検出ライ
ンを圧着する変形力が温度センサに作用せず、電圧検出ラインと温度センサの両方を理想
的な状態で固定できる。また、温度センサと電圧検出ラインの両方を電極端子に接近して
配置でき、温度センサでもって、電池の温度を速やかに正確に検出できる。
【００２２】
　接続端子の接続部は、電圧検出ラインを溶接して接続し、あるいはハンダ付けして接続
することもできる。この接続端子は、金属板で製作されて、接続部と固定部とを端子部に
連結する形状とする。温度センサは、固定部に係止構造で固定することもできる。この固
定部は、温度センサを連結する連結穴を設け、この連結穴に挿入する連結ロッドを温度セ
ンサに設け、連結ロッドを連結穴に挿入して、温度センサを固定部に固定することができ
る。電圧検出ラインを溶接やハンダ付けする接続端子は、長期間にわたって安定して電圧
検出ラインを接続できる。また、連結ロッドを固定部の連結穴に挿入して、温度センサを
連結する構造は、極めて簡単に、温度センサを定位置に固定できる。
【００２３】
　以上のバッテリシステムは、電動車両に搭載されて、車両を走行させるモータに電力を
供給することができる。あるいは、車両に搭載されて、車両の電装用バッテリに並列に接
続することができる。また、以上のバッテリシステムは、蓄電装置に設けられて、自然エ
ネルギーや深夜電力を蓄電することができる。
【００２４】
　以下、図面に基づいて、さらに具体的な実施例を詳述する。
【００２５】
　図１のバッテリシステム１００は、電池１を角形電池として、複数の角形電池を長手方
向に積層して組電池１０としている。電池１は、バスバー６を介して直列に接続している
。電池１の電圧検出位置には、接続端子２を固定している。この接続端子２は、電圧検出
ライン４の一端を接続している。電圧検出ライン４の他端は、電池１の電圧を検出する電
圧検出回路７に接続されて、各電池１の電圧を電圧検出回路７に入力する。
【００２６】
　電圧検出回路７は、各電池１の電圧を検出し、電池１の電圧があらかじめ設定している
設定電圧よりも高く、あるいは低くなると、組電池１０の充放電の電流を制限し、あるい
は遮断する。電圧検出回路７は、たとえば充電している電池１の電圧が最高電圧よりも高
くなると、充電電流を小さく制限し、あるいは遮断し、また放電している電池１の電圧が
最低電圧よりも低くなると、放電電流を制限し、あるいは遮断して電池１の過充電や過放
電を防止する。
【００２７】
　なお、電圧検出回路７は、必ずしもすべての電池１の電圧を検出する必要はなく、複数
の電池１が直列に接続されてなるモジュールの電圧や組電池１０の電圧を検出するように
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構成することもできる。
【００２８】
　さらに、図１のバッテリシステム１００は、電池１の温度を検出する温度センサ３を備
える。温度センサ３は、接続端子２に熱結合状態に固定されて、電池１の温度を検出する
。接続端子２は、電圧検出ライン４を電池１の電極端子１１に電気接続して、温度センサ
３を電池１の電極端子１１に熱結合状態に連結する。接続端子２は金属板であって優れた
導電性と熱伝導特性を有する。したがって、接続端子２は、電圧検出ライン４を電極端子
１１に低抵抗な状態で電気接続して、温度センサ３を、電池温度を速やかに検出する状態
で連結する。温度センサ３は、接続端子２を介して電池１の温度を検出する。
【００２９】
　温度センサ３は、電池１の温度を検出して保護回路８に入力する。したがって、温度セ
ンサ３は、リード線５を介して保護回路８に接続される。保護回路８は、電池１の温度が
あらかじめ設定している温度範囲を超える状態では、組電池１０の充放電の電流を制限し
、あるいは遮断して組電池１０を保護する。
【００３０】
　図１のバッテリシステム１００は、図２と図３に示すように、電池１の電極端子１１に
固定しているバスバー６を電池１の電圧検出位置としており、このバスバー６に接続端子
２を固定している。したがって、温度センサ３は、接続端子２とバスバー６を介して電池
１の温度を検出する。ただ、バッテリシステムは、電池１の電極端子１１を電圧検出位置
として、すなわち、電極端子１１に直接に接続端子２を接続することもできる。さらに、
バッテリシステムは、図示しないが、電極端子間に種々の電子部品、たとえば、電流検出
用のシャント抵抗やヒューズ、遮断用のリレーなどを接続することもある。したがって、
電極端子間にこれらの電子部品を接続するリード等を電圧検出位置として接続端子を接続
することもできる。したがって、バッテリシステムは、電極端子やバスバーに接続してな
るリードを電圧検出位置とすることもできる。
【００３１】
　図に示すバッテリシステム１００は、電池１の電極端子１１を、電池１の封口板を貫通
している電池端子としている。このため、電池内部の温度は、電極端子１１を介して好ま
しい状態で温度センサ３に伝導される。このため、温度センサ３は、接続端子２とバスバ
ー６を介して、電池温度を速やかに検出する。ただ、電極端子は、必ずしも電池の封口板
を貫通している電池端子とする必要はなく、図示しないが、電池の外部において、正負の
電池端子に接続された外部端子とすることもできる。このような外部端子として、たとえ
ば、封口板の表面において、封口板を貫通する電池端子にリード部材を介して連結された
ロッドやボルトが使用される。このような外部端子からなる接続端子においても、電池内
部の温度を、効率よく温度センサに熱伝導する。
【００３２】
　接続端子２は、温度センサ３を熱結合状態であって絶縁して連結し、電圧検出ライン４
を電気接続する状態で連結している。図４ないし図７に示す接続端子２Ａは圧着端子２０
である。圧着端子２０は、電圧検出ライン４を圧着して固定できる金属板で製作される。
これ等の図に示す圧着端子２０は、電極端子１１に固定される端子部２１に、電圧検出ラ
イン４を接続し、温度センサ３を固定する連結部２２を設けている。端子部２１は金属板
をリング状に裁断している丸端子２１Ａで、連結部２２は金属板を溝型に折曲加工してい
る。この圧着端子２０は、金属板を、端子部２１と固定部２４の底面を同一平面に配置す
るように加工している。丸端子２１Ａは、図２と図３に示すように、止ネジ１２でバスバ
ー６に固定される。止ネジ１２は丸端子２１Ａに挿入されて、バスバー６の雌ねじ孔６ａ
にねじ込まれて、端子部２１をバスバー６に固定する。ただ、バスバーは、必ずしも雌ね
じ孔を設ける必要はなく、接続端子の固定位置に貫通孔を開口し、この貫通孔に挿通され
る止ネジの先端を、裏面側においてナットにねじ込んで、接続端子をネジ止めすることも
できる。また、接続端子をバスバーに溶接することもできる。バスバーに接続端子を溶接
する場合は、接続端子やバスバーに接続端子を固定するための孔を設ける必要はない。
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【００３３】
　連結部２２は、温度センサ３を固定する固定部２４と、電圧検出ライン４を接続する接
続部２３とを、長手方向に配置して、固定部２４を端子部２１に近い側に配置している。
固定部２４を端子部２１側に配置する接続端子２Ａは、温度センサ３を電極端子１１に接
近して配置できるので、温度センサ３がより速やかに電池１の温度を検出する。
【００３４】
　固定部２４は溝型で、溝２７内に温度センサ３を配置して接着剤１７を充填している。
温度センサ３のリード線５は、固定部２４から外部に引き出される。接着剤１７は熱伝導
特性と絶縁特性を有し、温度センサ３を熱結合状態であって、絶縁状態で固定部２４に固
定する。このような接着剤として、たとえば、エポキシ樹脂等が使用できる。とくに、エ
ポキシ樹脂である接着剤は、金属に対する接着力が強く、また硬化速度も速いため、作業
効率を向上しながら確実に接着できる。ただ、接着剤には、エポキシ樹脂以外の接着剤を
使用することもできる。さらに、接着剤は、熱伝導特性を向上させるために、好ましくは
、熱伝導性の高い部材を混合させることができる。このような混合部材として、たとえば
シリカやアルミナ等の粉末が使用できる。
【００３５】
　さらに、図５と図６に示す固定部２４は、溝２７の底面３０であって、側壁２６の中央
部の下端に位置して、空気抜き孔３１を開口している。この構造は、溝２７内に接着剤１
７を流し込む際に、この空気抜き孔３１から空気を逃がしながらが、スムーズに流入でき
る。図に示す空気抜き孔３１は、溝２７の底面３０と側壁２６との境界部分であって中央
部に開口しているが、空気抜き孔は、溝の底面や側壁の中央部分等に複数設けることもで
きる。これらの空気抜き孔３１は、充填する接着剤１７の粘度と硬化速度を考慮して、そ
の開口面積と個数、及び開口位置等を決定する。ただ、空気抜き孔は必ずしも設ける必要
はない。
【００３６】
　接続部２３は、溝型の内側に電圧検出ライン４の芯線４Ａを配置する状態で、両側の側
壁２５を折曲加工するように圧着して、電圧検出ライン４を電気接続する。以上の図に示
す接続端子２Ａは、固定部２４と接続部２３を、連結部２２の表裏の反対側（図において
上下の反対側）に配置する。図４ないし図７において、固定部２４は上側に、接続部２３
は下側に配置している。この連結部２２は、固定部２４の側壁２６を上方に、接続部２３
の側壁２５を底面の下側に配置する。この接続端子２Ａは、溝型を上方に開口する固定部
２４の溝２７内に温度センサ３を配置し、ここに接着剤１７を充填し、接着剤１７を硬化
して温度センサ３を固定する。さらに、接続端子２Ａは、溝型を下方に開口する接続部２
３に電圧検出ライン４の芯線４Ａを配置し、両側の側壁２５を圧着工具（図示せず）で変
形して、電圧検出ライン４を圧着して固定する。この圧着端子２０は、接続部２３の側壁
２５と固定部２４の側壁２６を反対側に配置して切り離しているので、圧着工具で接続部
２３の側壁２５を変形する電圧検出ライン４の接続工程で、温度センサ３に無理な応力を
作用しない。このため、温度センサ３を保護しながら、固定部２４に固定できる。また、
反対側に配置しているため、温度センサ３に繋がるリード線５と、接続部２３がお互いに
干渉することがない。
【００３７】
　さらに、接続部２３は、図５と図６の鎖線で示すように、側壁２５の外側に、電圧検出
ライン４の絶縁被覆部４Ｂを圧着する第２の側壁３２を設けることができる。この接続部
２３は、連結部２２の底面３０を電圧検出ライン４の引き出し方向に延長すると共に、こ
の延長部の両側に第２の側壁３２を設けて溝形としている。この接続部２３は、側壁２５
を変形して電圧検出ライン４の芯線４Ａを圧着して固定し、第２の側壁３２を変形して電
圧検出ライン４の絶縁被覆部４Ｂを圧着して固定する。この構造は、電圧検出ライン４の
絶縁被覆部４Ｂを接続部２３で保持することで、芯線４Ａに機械的な応力が加わるのを有
効に阻止して、断線や接触不良を防止して、長期間にわたって安全に使用できる。
【００３８】
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　図８ないし図１０に示す圧着端子２０の接続端子２Ｂは、固定部２４と接続部２３の側
壁２５を同じ側、図において上側に配置する。固定部２４の側壁２６と接続部２３の側壁
２５は、その境界に切断ライン２８を設けて互いに分離している。この連結部２２は、接
続部２３の側壁２５と固定部２４の側壁２６が切断ライン２８で分離されるので、接続部
２３の側壁２５を圧着する状態で、固定部２４の側壁２６が変形されて温度センサ３に無
理な力を作用させることがない。さらに、この接続端子も、図９と図１０の鎖線で示すよ
うに、側壁２５の外側に、電圧検出ライン４の絶縁被覆部４Ｂを圧着する第２の側壁３２
を設けることができる。この接続部２３も、側壁２５を変形して電圧検出ライン４の芯線
４Ａを圧着し、第２の側壁３２を変形して電圧検出ライン４の絶縁被覆部４Ｂを圧着して
固定する。
【００３９】
　ただ、接続端子２は、図１１ないし図１３に示すように、接続部２３の側壁２５と固定
部２４の側壁２６を、切断ラインを設けることなく連続する形状とすることもできる。こ
の接続端子２Ｃは、温度センサ３を固定部２４の溝２７内に配置した後、接続部２３の側
壁２５を変形して電圧検出ライン４を電気接続する。この圧着端子２０は、接続部２３の
側壁２５を圧着するように変形すると、これに連続する固定部２４の側壁２６が接続部２
３との境界部分で変形される。変形される側壁２６は、溝型の開口部を狭くして、温度セ
ンサ３の位置ずれを防止する。また、この接続端子２Ｃは、電圧検出ライン４を固定する
接続部２３の側壁２５で温度センサ３のリード線５を仮止めできる。接続部２３の側壁２
５で仮止めされる温度センサ３は、表面を絶縁被覆で被覆しているリード線５を使用する
。リード線５は、絶縁被覆で接続部２３から絶縁して外部に引き出される。この接続端子
２Ｃは、温度センサ３のリード線５を接続部２３の側壁２５で仮止めする工程では、固定
部２４の溝２７内に接着剤１７を充填せず、リード線５を仮止めした状態で、固定部２４
の溝２７内に接着剤１７を充填して温度センサ３を固定できる。
【００４０】
　図１４ないし図１６の接続端子２Ｄは圧着端子２０で、接続部２３を端子側に配置して
いる。この接続端子２Ｄは、接続部２３と固定部２４とを同じ側、図において連結部２２
の上側に配置する。同じ側に配置される接続部２３の側壁２５と固定部２４の側壁２６は
、圧着工程で温度センサ３に無理な力が作用しないように、その境界に切断ライン２８を
設けて分離している。この接続端子２Ｄは、電圧検出ライン４の芯線４Ａを接続部２３の
側壁２５で圧着した後、固定部２４の溝２７内に温度センサ３を配置し、溝２７内に接着
剤１７を充填して、温度センサ３を固定する。温度センサ３を埋設して固定する接着剤１
７は、電圧検出ライン４も一緒に固定する。したがって、この接続端子２Ｄは、温度セン
サ３と電圧検出ライン４の両方を接着剤１７で確実に固定できる特徴がある。図の接続端
子２Ｄは、接続部２３と固定部２４を同じ側（図において上側）に配置するが、接続端子
は、図示しないが、接続部と固定部を反対側に配置することもできる。
【００４１】
　さらに、図１７ないし図１９の接続端子２Ｅは、端子部２１を丸端子２１Ａとして、丸
端子２１Ａの外周の対向する位置に互いに分離して、固定部２４と接続部２３とを連結し
ている。この構造の接続端子２Ｅは、電圧検出ライン４と温度センサ３とを独立して別々
に固定できる。電圧検出ライン４は、接続部２３の側壁２５に芯線４Ａを圧着して固定さ
れ、温度センサ３は固定部２４の側壁２６の間に充填される接着剤１７に埋設して固定さ
れる。丸端子２１Ａの外周に固定部２４と接続部２３とを設けている接続端子２は、固定
部２４と接続部２３とを所定の角度に配置して、温度センサ３のリード線５と、電圧検出
ライン４とを最適な方向に引き出しできる。さらに、接続部２３の側壁２５と固定部２４
の側壁２６を互いに反対側に配置して、電圧検出ライン４と温度センサ３のリード線５と
を上下に配置することもできる。図の接続端子２Ｅは、接続部２３と固定部２４を同じ側
（図において上側）に配置するが、接続端子は、図示しないが、接続部と固定部を反対側
に配置することもできる。
【００４２】
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　図２０ないし図２２の接続端子２Ｆは、電圧検出ライン４を圧着することなく、溶接又
はハンダ付けして電気接続している。この接続端子２Ｆは、端子部２１に溝型の連結部２
２を設けて、連結部２２の後端部に電圧検出ライン４の芯線４Ａを溶接又はハンダ付けし
て電気接続して、連結部２２の先端部、すなわち端子部２１側に温度センサ３を接着して
固定している。この接続端子２Ｆは、電圧検出ライン４の芯線４Ａを連結部２２に溶接又
はハンダ付けして電気接続した後、連結部２２の溝２７内に温度センサ３を配置し、接着
剤１７を充填して温度センサ３を固定する。この接続端子２Ｆは、電圧検出ライン４を溶
接又はハンダ付けして連結部２２に確実に安定して低抵抗な状態で電気接続でき、また、
電圧検出ライン４の一部を、温度センサ３を埋設する接着剤１７で確実に固定できる。さ
らに、この構造の接続端子は、図２０と図２２の鎖線のクロスハッチングで示すように、
連結部２２に充填する接着剤１７を電圧検出ライン４の絶縁被覆部４Ｂまで延長して、電
圧検出ライン４の絶縁被覆部４Ｂと温度センサ３のリード線５とを一体的に接着剤に埋設
することができる。この構造は、電圧検出ライン４の絶縁被覆部４Ｂと温度センサ３のリ
ード線５とを接着剤１７で一体的に固定することにより、芯線４Ａに機械的な応力が加わ
るのを低減して、断線や接触不良を有効に防止できる。
【００４３】
　電圧検出ライン４を溶接又はハンダ付けして連結部２２に電気接続する接続端子２は、
図２３に示すように、丸端子２１Ａの外周に互いに分離して、接続部２３と固定部２４と
を設ける構造とすることができる。この接続端子２Ｇは、電圧検出ライン４を溶接し、あ
るいはハンダ付けする接続部２３を、温度センサ３を固定する固定部２４から離して配置
できる。このため、温度センサ３を固定した状態で、電圧検出ライン４を溶接し、あるい
はハンダ付けして、溶接やハンダ付けの熱で温度センサ３が加熱されるのを防止できる。
【００４４】
　さらに、図２４と図２５に示す接続端子２Ｈは、端子部２１と連結部２２とを平面状と
している。平面状の連結部２２は、端子側に温度センサ３を固定して、後端部に電圧検出
ライン４を電気接続している。温度センサ３は、平面状の底面を連結部２２の表面に密着
して固定している。この温度センサ３は、外周部を止ネジ１３でネジ止めして連結部２２
に固定され、あるいは接着して固定される。電圧検出ライン４は、芯線４Ａをハンダ付け
や溶接して連結部２２に電気接続される。この接続端子２Ｈは、電圧検出ライン４を電気
接続した後、温度センサ３を固定して、ハンダ付けや溶接の温度で温度センサ３が加熱さ
れるのを防止する。
【００４５】
　さらに、接続端子は、図示しないが、端子部と連結部の表面に絶縁層をペーストして、
その上面に金属層をメッキなどにより作成した後、エッチングにて配線パターンを作成し
、この配線パターンに表面実装型のサーミスタを接続して実装させることもできる。この
接続端子は、サーミスタの接続部分から引き出された配線パターンにリード線がハンダ付
けされて接続される。さらに、電圧検出ラインは、絶縁層で被覆されない連結部の表面に
ハンダ付けや溶接により接続される。
【００４６】
　図２６と図２７に示す接続端子２Ｉは、温度センサ３を固定する固定部２４に連結穴２
９を設けている。この固定部２４は、温度センサ３に設けたアンダーカット状の連結ロッ
ド１９を連結穴２９に挿通して、温度センサ３を固定している。さらに、温度センサ３と
固定部２４とが好ましい熱結合状態で固定されるように、固定部２４の温度センサ３に接
する表面を平面状とし、かつ温度センサ３の固定部２４との対向面を平面状としている。
連結ロッド１９は、対向面から垂直方向に突出している。この連結構造は、連結ロッド１
９を連結穴２９に挿入して、温度センサ３を面接触状態で固定部２４に密着できる。さら
に、これ等の図の接続端子２Ｉは、接続部２３に電圧検出ライン４の芯線４Ａを圧着して
接続している。
【００４７】
　さらに、図２８ないし図３０に示す接続端子２Ｊは、温度センサ３を圧着して固定部２
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４に固定している。この接続端子２Ｊは、連結部２２に固定部２４と接続部２３とを長手
方向に配置して、固定部２４に温度センサ３を固定して、接続部２３には電圧検出ライン
４を接続している。固定部２４と接続部２３は、互いに表裏の反対方向（図において上下
の反対方向）に突出するように側壁２６、２５を設けている。図に示す連結部２２は、図
において、固定部２４の側壁２６を上方に、接続部２３の側壁２５を下方に突出して設け
ている。固定部２４の側壁２６は、図３０の断面図に示すように、内側に折り返すように
変形されて温度センサ３を圧着状態に固定する。接続部２３の側壁２５は、図３０の断面
図に示すように、電圧検出ライン４の芯線４Ａを圧着して電気接続する。この接続端子２
Ｊは、温度センサ３を長期間にわたって確実に熱結合状態に固定できる。さらに、この固
定構造は、温度センサ３と固定部２４との間に熱伝導性の接着剤１７を充填することで、
温度センサ３と固定部２４との熱結合状態をより改善できる。
【００４８】
　なお、この構造で固定部に配置される温度センサには、リード線が接続されたサーミス
タ素子を、溶融状態の樹脂に漬けた後、取り出して乾燥させたものを使用するのが好まし
い。サーミスタ素子とリード線との接続部分が絶縁樹脂によって被覆されているからであ
る。この温度センサは、サーミスタ素子とリード線との接続部分を外部に露出させること
なく、外部に対して絶縁構造とすることで、電圧検出ラインとのショートを確実に防止し
ながら接続端子に配置できる。
【００４９】
　以上の接続端子２は、たとえば、１枚の金属板を所定の形状に切断した後、折曲加工し
て固定部２４や接続部２３を成形することができる。このような金属板の切断パターン４
０の一例を図３１に示す。この図に示す金属板の切断パターン４０は、連結部２２の底面
３０となる長方形の一方の短辺に端子部２１を連結すると共に、長方形の両側の長辺に、
側壁２６と側壁２５とを互いに対向して連結している。隣り合う側壁２６と側壁２５の間
には、切断ライン２８を設けている。さらに、一対の側壁２６は、端子部２１側の一端に
折曲片３３を連結して設けている。また、長方形の底面３０と側壁２６との境界部分の中
央部には、空気抜き孔３１となる貫通孔を開口している。
【００５０】
　以上の切断パターン４０は、以下のようにして接続端子２に成形される。
（１）長方形の底面３０と両側の側壁２６との境界部分を折曲ライン３４に沿って所定の
方向に折曲（たとえば谷折り）し、対向する側壁２６の間に溝２７を形成する。
（２）長方形の底面３０と両側の側壁２５との境界部分を折曲ライン３５に沿って所定の
方向に折曲する。このとき、側壁２５を側壁２６と同じ方向に折曲（谷折り）すると、固
定部２４と接続部２３とを表裏の同じ側に形成することができ、側壁２５を側壁２６と反
対方向に折曲（山折り）すると、固定部２４と接続部２３とを表裏の反対側に形成するこ
とができる。
（３）底面３０に対して折曲された側壁２６の折曲片３３を折曲ライン３６において内側
に折曲（谷折り）し、固定部２４となる溝２７の開口部を閉塞する。この構造は、固定部
２４の溝２７に充填される接着剤が流出するのを折曲片３３で有効に阻止できる。
【００５１】
　なお、以上の切断パターン４０は、複数個が連続的に連結されたリール状の部材の状態
で、折曲ライン３４、３６に沿って折り曲げる工程、及び折曲ライン３５に沿って折り曲
げて側壁２５で電圧検出ライン４を圧着する工程を行うことが好ましい。さらにその後、
固定部２４に温度センサ３を接着剤１７により固定した後、接続端子２をリール状の部材
から切り離す、あるいは、接続端子２をリール状の部材から切り離した後、固定部２４に
温度センサ３を接着剤１７により固定することが好ましい。このような製造方法であれば
、製造工程を自動化でき、製造コストを低減できる。
【００５２】
　以上のバッテリシステムは、車載用の電源として利用できる。バッテリシステムを搭載
する車両としては、エンジンとモータの両方で走行するハイブリッド自動車やプラグイン
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ハイブリッド自動車、あるいはモータのみで走行する電気自動車などの電動車両が利用で
き、これらの車両の電源として使用される。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明のバッテリシステムは、電気自動車やハイブリッド自動車等の電動車両、又は太
陽電池発電装置や風力発電などの自然エネルギーを蓄電し、あるいは深夜電力の蓄電装置
などに好適に利用できる。
【符号の説明】
【００５４】
１００…バッテリシステム
１…電池
２…接続端子
２Ａ…接続端子；２Ｂ…接続端子；２Ｃ…接続端子；２Ｄ…接続端子
２Ｅ…接続端子；２Ｆ…接続端子；２Ｇ…接続端子；２Ｈ…接続端子
２Ｉ…接続端子；２Ｊ…接続端子
３…温度センサ
４…電圧検出ライン
４Ａ…芯線
４Ｂ…絶縁被覆部
５…リード線
６…バスバー
６ａ…雌ねじ孔
７…電圧検出回路
８…保護回路
１０…組電池
１１…電極端子
１２…止ネジ
１３…止ネジ
１７…接着剤
１９…連結ロッド
２０…圧着端子
２１…端子部
２１Ａ…丸端子
２２…連結部
２３…接続部
２４…固定部
２５…側壁
２６…側壁
２７…溝
２８…切断ライン
２９…連結穴
３０…底面
３１…空気抜き孔
３２…側壁
３３…折曲片
３４…折曲ライン
３５…折曲ライン
３６…折曲ライン
４０…切断パターン
 



(13) JP WO2014/122905 A1 2014.8.14

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】



(14) JP WO2014/122905 A1 2014.8.14

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】



(15) JP WO2014/122905 A1 2014.8.14

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】



(16) JP WO2014/122905 A1 2014.8.14

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】



(17) JP WO2014/122905 A1 2014.8.14

【図２８】

【図２９】

【図３０】

【図３１】



(18) JP WO2014/122905 A1 2014.8.14

10

20

30

40

【国際調査報告】



(19) JP WO2014/122905 A1 2014.8.14

10

20

30

40



(20) JP WO2014/122905 A1 2014.8.14

10

20

30

40



(21) JP WO2014/122905 A1 2014.8.14

10

20

30

40



(22) JP WO2014/122905 A1 2014.8.14

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  坂田　英樹
            大阪府大東市三洋町１番１号　三洋電機株式会社内
Ｆターム(参考) 5H030 AA09  AS01  AS08  FF22  FF43  FF44 
　　　　 　　  5H040 AA07  AA19  AA40  AS01  AS07  AT02  AT06  AY06  CC20  CC34 
　　　　 　　        DD03  DD26  JJ02  JJ03  JJ06  LL01  LL06  NN03 
　　　　 　　  5H043 AA13  AA15  AA17  AA20  BA11  BA15  BA17  CA04  CA05  CA24 
　　　　 　　        CA28  DA27  FA22  FA27  FA32  FA40  GA06  GA23  GA30  HA02 
　　　　 　　        HA02F HA06  HA06F HA07  HA07F HA09  HA09F HA12  HA12F JA02 
　　　　 　　        JA02F JA03  JA03F JA07  JA07F JA12  JA12F JA26  JA26F KA22 
　　　　 　　        KA22F KA44  KA44F KA45  KA45F LA21  LA21F LA22  LA22F

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

