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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窓穴が開口され、一端が前記窓穴の開口に突設された配線パターンを有する回路基板に
おける各窓穴内で前記配線パターンの一端とバスバーとを接合する工程と、
　支持壁と、この支持壁に形成された複数のバスバー収納溝と、各収納溝に開口された端
子通過穴とを備える筐体を用意し、前記筐体の支持壁に前記バスバーが接合された前記回
路基板を載置すると共に、バスバー収納溝に前記バスバーをそれぞれ収納する工程と、
　前記筐体に複数の二次電池をそれらの正負極の端子が前記端子通過穴を通して前記複数
のバスバーとそれぞれ接続するように取付ける工程と
を含むことを特徴とする組電池の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、組電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　組電池は、同一平面内に正極端子および負極端子が互いに離間して形成された複数の二
次電池（例えば角型二次電池）を互いに隣接して容器内に収納した構造を有する。このよ
うな非水電解質組電池は、個々の二次電池の充電電圧を検出して管理することが必要であ
る。
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【０００３】
　従来の組電池は、筐体に組み込まれた複数の二次電池のうち、例えば隣接する二次電池
のうち一方の二次電池の正極端子と他方の二次電池の負極端子をバスバーで接続し、この
バスバーにリード線を接続し、リード線の他端を引き回して筐体の所定箇所に配置された
検出回路等に接続することが行われている。
【０００４】
　しかしながら、このような組電池は１）リード線の引き回し部を収めるために束ねたり
、揃えたりする作業が必要になる、２）複数のリード線をバスバーと検出回路とに接続す
る必要があるために接続作業が煩雑になり、かつ誤接続を生じる虞がある、３）さらに収
納する二次電池の増大に伴ってリード線の本数が多くなると、二次電池の正負極端子側に
リード線の折り曲げ断線を回避するのに十分な空間スペースを確保する必要があるため、
筐体が大型化する、等の問題がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、複数の二次電池と検出・制御回路系統との接続作業の簡素化、誤接続の防止
および空間スペースの縮小化を図ることが可能な組電池を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によると、窓穴が開口され、一端が前記窓穴の開口に突設された配線パターンを
有する回路基板における各窓穴内で前記配線パターンの一端とバスバーとを接合する工程
と、
　支持壁と、この支持壁に形成された複数のバスバー収納溝と、各収納溝に開口された端
子通過穴とを備える筐体を用意し、前記筐体の支持壁に前記バスバーが接合された前記回
路基板を載置すると共に、バスバー収納溝に前記バスバーをそれぞれ収納する工程と、
　前記筐体に複数の二次電池をそれらの正負極の端子が前記端子通過穴を通して前記複数
のバスバーとそれぞれ接続するように取付ける工程と
を含むことを特徴とする組電池の製造方法が提供される。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、複数の二次電池と検出・制御系等との接続作業の簡素化、誤接続の防
止および空間スペースの縮小化を図ることが可能な組電池を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施形態に係る組電池を、図面を参照して詳細に説明する。
【０００９】
　図１は、実施形態に係る組電池の平面図、図２は図１のII－II線に沿う断面図、図３は
図１の組電池の分解斜視図である。
【００１０】
　組電池は、複数、例えば４個の角型二次電池１1～１4と、例えば合成樹脂のような絶縁
材料からなる筐体（蓋体）１１と、複数、例えば４つのバスバー３１1～３１4と、回路基
板、例えばフレキシブル回路基板４１とから構成されている。
【００１１】
　角型二次電池１1～１4は、それぞれ例えば角型の非水電解質二次電池で、例えばアルミ
ニウムまたはアルミニウム合金からなる円柱状の正極端子２および円柱状の負極端子３が
互いに離間して同一平面（上面）に形成されている。４個の角型二次電池１1～１4は、図
示しないケース内に角型二次電池１1に対して角型二次電池１2が幅の広い側面同士で、角
型二次電池１3が幅の狭い側面同士で一定の隙間をあけて対向し、かつ角型二次電池１4が
対角線上に位置するように配列して収納されている。
【００１２】
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　前記筐体１１は、各角型二次電池１1～１4が収納されたケース（図示せず）の上端に各
角型二次電池１1～１4を覆うように取付けられている。筐体１１は、矩形枠体１２と、こ
の矩形枠体１２を２つに区画する隔壁１３と、区画された各枠体１２内に配置された支持
壁１４および載置壁１５とを有する筐体本体１６を備える。
【００１３】
　支持壁１４は、枠体１２の深さ方向の途中、すなわち前記フレキシブル回路基板４１の
厚さと後述するカバーの厚さとの総厚さに相当する深さ方向の位置、に一体的かつ水平に
配置されている。複数、例えば４つの長方形のバスバー収納溝１７1～１７4は、支持壁１
４に形成されている。第１バスバー収納溝１７1は、隣接する角型二次電池１1，１2の負
極端子３および正極端子２を含む領域に対応して、第２バスバー収納溝１７2は隣接する
角型二次電池１2，１4の負極端子３および正極端子２を含む領域に対応して、第３バスバ
ー収納溝１７3は隣接する角型二次電池１2，１3の負極端子３および正極端子２を含む領
域に対応して、第４バスバー収納溝１７4は隣接する角型二次電池１3，１1の負極端子３
および正極端子２を含む領域に対応して、それぞれ支持壁１４に形成されている。一対の
（矩形）端子通過矩形穴１８ａ，１８ｂは、各バスバー収納溝１７1～１７4内に位置する
前記支持壁１４にそれぞれ貫通して開口されている。また、断面十字状のスペーサ１９は
支持壁１４のバスバー収納溝１７1～１７4が形成される面と反対側の面および枠体１２の
内面に４つの角型二次電池１1～１4をそれらの隣接する側面間に一定の隙間をあけて配列
するために一体的に形成されている。
【００１４】
　前記載置壁１５は、枠体１２の支持壁１４に比べてより深い位置に一体的かつ水平に配
置されている。図示しない検出・制御回路系統は、載置壁１５上に配置されている。なお
、隔壁１３には一定幅の切欠部２０が形成されている。
【００１５】
　このような筐体１１を各角型二次電池１1～１4が収納されたケース（図示せず）の上端
に各角型二次電池１1～１4を覆うように取付けることにより、各角型二次電池１1～１4の
上部側は筐体本体１６の支持壁１４裏面側の断面十字状のスペーサ１９で区画された４つ
の矩形柱状空間内に互いに隣接して収納される。このように各角型二次電池１1～１4の上
部側が筐体本体１６内に収納されると、各角型二次電池１1～１4の上面は支持壁１４裏面
に当接されると共に、互いに隣接する角型二次電池のうち、一方の二次電池の負極端子３
および他方の二次電池の正極端子２は、支持壁１４の一対の端子通過穴１８ａ，１８ｂを
通してバスバー収納溝１７1～１７4内にそれぞれ突出する。例えば、図２に示すように隣
接する角型二次電池１1，１2において、一方の角型二次電池１1の負極端子は支持壁１４
の一方の端子通過穴１８ａを通して第１バスバー収納溝１７1内に突出し、他方の角型二
次電池１2の正極端子２は支持壁１４の他方の端子通過穴１８ｂを通して第１バスバー収
納溝１７1内に突出する。
【００１６】
　前記各バスバー３１1～３１4は、例えばニッケル合金またはアルミニウム合金から作ら
れた長方形板で、かつ円形をなす一対の端子挿入穴３２ａ，３２ｂが支持壁１４に形成さ
れた一対の矩形端子通過穴１８ａ，１８ｂに対応して開口されている。
【００１７】
　前記フレキシブル回路基板４１は、各バスバー３１1～３１4が収納された支持壁１４の
表面に載置されている。フレキシブル回路基板４１は、２枚の樹脂層（例えば熱可塑性樹
脂フィルム）４２ａ，４２ｂ間に例えばアルミニウムまたはアルミニウム合金からなる複
数（例えば４つ）の配線パターン４３を配置して積層した構造を有する。フレキシブル回
路基板４１は、支持壁１４の各バスバー３１1～３１4に対応して例えば一対の正方形の窓
穴４４ａ，４４ｂがそれぞれ開口されている。各配線パターン４３の一端は、各バスバー
３１1～３１4に対応する２つの窓穴４４ａ，４４ｂのうちの一方の窓穴（例えば４４ａ）
内に延出して先端に広幅の接続片４５がそれぞれ形成されている。各広幅の接続片４５は
、前記各バスバー３１1～３１4の端部にそれぞれはんだ付けにより接続されている。すな
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わち、フレキシブル回路基板４１の裏面側には図３に示すように各配線パターン４３と接
続片４５を介して接続されたバスバー３１1～３１4がそれぞれ吊下して配置されている。
フレキシブル回路基板４１の長手方向に沿う一側面において、各配線パターン４３の他端
を集合したバスライン４６が面方向に突出している。
【００１８】
　なお、配線パターン４３（接続片４５を含む）とバスバー３１1～３１4との接続におい
て、いずれも熱伝導性の高いＡｌもしくはＡｌ合金からなり、それら部材間をはんだ付け
により接続する場合、バスバー３１1～３１4が広幅で熱容量が大きいために熱の逃散によ
りはんだ付けが困難になる。この場合、図４に示すようにバスバー（例えば３１1）の一
端部にそのバスバー３１1の幅に比べて十分に狭い、つまり熱伝導性の低い（熱滞留性の
高い）突出片４７をバスバー３１1の面と平行な方向に延出して形成し、配線パターン４
３の接続片４３を突出片４７にはんだ付けする。このようなはんだ付けにおいて、突出片
４７は狭幅で広幅のバスバー３１1に比べて熱が逃散し難いために、接続片４３を狭幅の
突出片４７を介してバスバー３１1に良好にはんだ付けすることが可能になる。
【００１９】
　このようなバスバー３１1～３１4付きのフレキシブル回路基板４１を筐体本体１６の支
持壁１４上に各バスバー３１1～３１4が支持壁１４のバスバー収納溝１７1～１７4にそれ
ぞれ支持壁１４の表面と面一に収納されるように、かつバスライン４６が隔壁１３の切欠
部１９を跨いで載置壁１５側に位置するように載置する。なお、各バスバー３１1～３１4

が図４に示すように突出片４７を有する場合、この突出片もバスバー収納溝に収納される
。各バスバー３１1～３１4がバスバー収納溝１７1～１７4に収納されると、各バスバー３
１1～３１4の一対の端子挿入穴３２ａ，３２ｂはバスバー収納溝１７1～１７4内に突出し
た隣接する角型二次電池の負極端子３および正極端子２にそれぞれ嵌合される。例えば、
図２に示すように隣接する角型二次電池１1，１2において、第１バスバー３１1の一方の
端子挿入穴３２ａは第１バスバー収納溝１７1内に突出した一方の角型二次電池１1の負極
端子３に嵌合し、第１バスバー３１1の他方の端子挿入穴３２ｂは第１バスバー収納溝１
７1内に突出した他方の角型二次電池１2の正極端子２に嵌合する。負極端子３および正極
端子２と第１バスバー３１1（いずれも例えばアルミニウム；Ａｌから作られる）とを低
抵抗接続するために、フレキシブル回路基板４１の第１バスバー３１1に対応する一方の
窓穴４４ａを通して負極端子３および正極端子２と端子挿入穴３２ａ，３２ｂの嵌合部（
係合部）を溶接、例えばレーザ溶接して接合する。なお、第２～第４のバスバー３１2～
３１4の一対の端子挿入穴３２ａ，３２ｂは、隣接する角型二次電池１2，１4、隣接する
角型二次電池１2，１3、および隣接する角型二次電池１3，１1、の負極端子３、正極端子
２に同様に嵌合され、負極端子３、正極端子２と第２～第４のバスバー３１2～３１4とを
低抵抗接続するためにレーザ溶接して接合する。溶接は、レーザ溶接に代えて電子ビーム
溶接や抵抗溶接を用いてもよい。また、フレキシブル回路基板４１のバスライン４６の各
配線パターン４３は、載置壁１５に配置された図示しない検出・制御回路系統に接続され
る。カバー（図示せず）は、バスバー３１1～３１4付きのフレキシブル回路基板４１を筐
体本体１６の支持壁１４上に載置した後、筐体本体１６の枠体１２内に隔壁１３上面およ
びフレキシブル回路基板４１上面に当接させて配置し、フレキシブル回路基板４１および
載置壁１５の図示しない検出・制御回路系統を外界から保護する。
【００２０】
　このような実施形態によれば、４つの角型二次電池１1～１4が収納されたケース（図示
せず）の上端に筐体１１を各角型二次電池１1～１4を覆うように取付け、バスバー３１1

～３１4付きのフレキシブル回路基板４１を筐体１１の支持壁１４上に各バスバー３１1～
３１4が支持壁１４のバスバー収納溝１７1～１７4にそれぞれ支持壁１４の表面と面一に
収納されるように載置することによって、４つの角型二次電池１1～１4の互いに隣接する
角型二次電池（例えば１1，１2）のうち一方の二次電池１1の負極端子３および他方の二
次電池１2の正極端子２をバスバー収納溝１７1内に収納された第１バスバー３１1に接続
でき、このバスバー３１1をフレキシブル回路基板４１の接続片４５を介して配線パター
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ン４３に接続でき、バスライン４６で配線パターン４３の他端を載置壁１５に配置された
図示しない検出・制御回路系統に接続できる。
【００２１】
　したがって、実施形態によれば角型二次電池１1～１4が収納されたケース（図示せず）
の上端への筐体１１の取付け、および筐体１１の支持壁１４上へのバスバー３１1～３１4

付きのフレキシブル回路基板４１の載置により複数の角型二次電池１1～１4と検出・制御
回路系統との接続が可能になるため、従来のように複数のリード線を引き回す場合に比べ
て接続作業を簡素化でき、かつ誤接続を防止できる。
【００２２】
　また、角型二次電池１1～１4の正極端子２および負極端子３側の接続部材が占める空間
スペースは実質的に極めて薄いフレキシブル回路基板４１のみで、空間スペースの著しい
縮小化を図ることができるため、小型の組電池を実現できる。
【００２３】
　なお、前述した実施形態に係る組電池において、次のような形態に変更することが可能
である。
【００２４】
　（１）実施形態では、角型二次電池を４つ配列する形態を説明したが、これに限定され
ず、用途等に応じて任意の個数の角型や円筒形二次電池を配列することができる。角型二
次電池は、非水電解質二次電池の他に、ニッケル水素二次電池を用いることができる。角
型二次電池の正極、負極端子は円柱状の他に、角柱状でもよい。
【００２５】
　（２）実施形態では、フレキシブル回路基板を用いたが、配線パターンを間に挟んで積
層する樹脂層をエポキシ樹脂のような熱硬化性樹脂から作るリジッド回路基板を用いても
よい。また、フレキシブル回路基板またはリジッド回路基板において単一の樹脂層の表面
に配線パターンを形成しても、複数の樹脂層の表面および樹脂層間に配線パターンを形成
してもよい。
【００２６】
　（３）実施形態では、バスバーに一対の端子挿入孔を開口したが、端子挿入孔のないバ
スバーを用いてもよい。この場合、二次電池の端子を支持壁のバスバー収納溝の底面に開
口された端子通過穴に挿入する際、端子の頂面がバスバー収納溝の底面と面一になるよう
にし、バスバー収納溝に収納したバスバーと端子とを良好に接続することが好ましい。
【００２７】
　（４）実施形態では、予めバスバーをはんだ付け等で取付けた回路基板を用い、回路基
板を筐体の支持壁に載置するときに、バスバーを支持壁のバスバー収納溝に収納したが、
バスバーを先に独立して支持壁のバスバー収納溝に収納した後、回路基板を支持壁上に載
置してもよい。この場合、回路基板の配線パターンの一端に接続された接続片とバスバー
との接続（例えばはんだ付け）は、回路基板の載置後にバスバーに対応して開口された窓
穴を通してなされる。ただし、このような接続片とバスバーとの接続は窓穴に露出した接
続片とバスバーを目視しながらの位置合わせを伴い、作業が煩雑化する虞がある。
【００２８】
　実施形態で説明したように回路基板の配線パターンに接続された広幅の接続片とバスバ
ーとを筐体の支持壁に載置する前に予めはんだ付け等で接続することにより、前述した回
路基板のセット後に窓穴を通して広幅の接続片とバスバーと位置合わせし、接続する場合
に比べて接続作業が格段に容易になる利点を有する。
【００２９】
　（５）実施形態では、筐体を複数の角型二次電池を収納したケースに取り付けられる蓋
体として用いたが、筐体をケースとして用いてもよい。この場合、ケースの底部に前述し
た構造の支持壁を設け、このケース内に複数の角型二次電池をその正極端子および負極端
子が底部側に位置するように収納する。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
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　［１］支持壁を有する筐体本体と、前記支持壁に形成された複数のバスバー収納溝と、
各収納溝内に位置する前記支持壁に開口された一対の端子通過穴とを備える筐体；前記支
持壁のバスバー収納溝に収納され、前記端子通過孔と対応する箇所に両端部が位置する複
数のバスバー；前記各バスバーが配置された前記支持壁の面上に載置され、少なくとも１
枚の樹脂層表面または複数枚の樹脂層間に配置された複数の配線パターンと、前記各バス
バーの両端部付近が露出するように開口された窓穴と、前記各バスバーに対応する２つの
窓穴のうちの一方の窓穴内に前記配線パターンから延出して位置し、前記バスバーと接続
される接続片を備える回路基板；および複数の二次電池：を具備し、前記各二次電池は、
前記筐体の筐体本体内に互いに隣接してそれらの各端子が前記筐体本体の支持壁の端子通
過穴に位置するように収納、固定され、隣接する二次電池のうち一方の二次電池の正極端
子および他方の二次電池の負極端子が前記支持壁の一対の端子通過穴を通して前記バスバ
ーと接続されることを特徴とする組電池。
　［２］前記回路基板は、前記配線パターンに接続された前記各接続片が前記各バスバー
にそれぞれ予め金属接合或いは機械接合されていることを特徴とする［１］記載の組電池
。
　［３］前記バスバーは、一端部にその面と平行な方向に延び、前記バスバーより幅の狭
い突出片を有し、前記接続片は前記突出片に接続されることを特徴とする［１］または［
２］記載の組電池。
　［４］前記バスバーには、前記二次電池の端子が挿入接続される端子挿入穴が設けられ
ていることを特徴とする［１］ないし［３］のいずれか記載の組電池。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】実施形態に係る組電池を示す平面図。
【図２】図１のII－II線に沿う断面図。
【図３】図１の組電池の分解斜視図。
【図４】他の実施形態に係る組電池を示す要部平面図。
【符号の説明】
【００３１】
　１1～１4…角型二次電池、２…正極端子、３…負極端子、１１…筐体、１４…支持壁、
１６…筐体本体、１７1～１７4…バスバー収納溝、１８ａ，１８ｂ…端子通過穴、３１1

～３１4…バスバー、３２ａ，３２ｂ…端子挿入穴、４１…フレキシブル回路基板、４３
…配線パターン、４４ａ，４４ｂ…窓穴、４５…接続片、４７…突出片。



(7) JP 5416932 B2 2014.2.12

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(8) JP 5416932 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(74)代理人  100084618
            弁理士　村松　貞男
(74)代理人  100103034
            弁理士　野河　信久
(74)代理人  100119976
            弁理士　幸長　保次郎
(74)代理人  100153051
            弁理士　河野　直樹
(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(74)代理人  100100952
            弁理士　風間　鉄也
(74)代理人  100101812
            弁理士　勝村　紘
(74)代理人  100070437
            弁理士　河井　将次
(74)代理人  100124394
            弁理士　佐藤　立志
(74)代理人  100112807
            弁理士　岡田　貴志
(74)代理人  100111073
            弁理士　堀内　美保子
(74)代理人  100134290
            弁理士　竹内　将訓
(74)代理人  100127144
            弁理士　市原　卓三
(74)代理人  100141933
            弁理士　山下　元
(72)発明者  室　永晃
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
(72)発明者  覚地　武夫
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
(72)発明者  畑　裕作
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
(72)発明者  清水　紀雄
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
(72)発明者  中濱　敬文
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
(72)発明者  渡並　洋介
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
(72)発明者  佐藤　憲治
            東京都中央区日本橋本町四丁目９番１１号　東芝ＩＴコントロールシステム株式会社内
(72)発明者  金綱　務
            神奈川県横浜市磯子区新杉田町８番地　東芝電子エンジニアリング株式会社内
(72)発明者  重久　研司
            東京都中央区日本橋本町四丁目９番１１号　東芝ＩＴコントロールシステム株式会社内

    審査官  松嶋　秀忠



(9) JP 5416932 B2 2014.2.12

10

(56)参考文献  特開２０００－２２８１７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３２９４９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０５５４９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２０８１１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１２３８０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３２４０６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１２０９８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２６５８３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２６６８２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２２２０４３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｍ　　　２／２０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

