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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する二平面及び四側面を有する直方体状をなし、側面に突出電極を有する素電池、
　外部出力端子及び回路素子を有し、前記素電池の側面に配される保護回路基板、
　該保護回路基板の電極と前記突出電極とを接続する第１リード板、
　該保護回路基板の電極と、前記突出電極とは異なる極性の電極とされる前記素電池の側
面部分とを接続する第２リード板、及び
　前記保護回路基板を支持し、少なくとも該保護回路基板及び第１リード板と、該保護回
路基板及び第１リード板が対向する前記素電池の側面との間に介在する側板部を有する基
板支持体を有する組電池と、
　該組電池を収容する一面開口のケースと、
　前記組電池及びケースの少なくとも一部に、貼付され、又は巻き付けられるラベルとを
備える電池パックにおいて、
　前記基板支持体は、前記保護回路基板が支持される側板部に、該保護回路基板の厚み以
上の幅だけ、該保護回路基板の厚み方向外側に突出した鍔部を有し、
　前記基板支持体は、前記第１リード板又は第２リード板のみが配される側板部を有し、
該側板部に前記第１リード板又は第２リード板の厚み以上の幅だけ、該第１リード板又は
第２リード板の厚み方向外側に突出した鍔部をさらに備えることを特徴とする電池パック
。
【請求項２】
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　対向する二平面及び四側面を有する直方体状をなし、側面に突出電極を有する素電池、
　外部出力端子及び回路素子を有し、前記素電池の側面に横設される保護回路基板、
　該保護回路基板の電極と前記突出電極とを接続する第１リード板、
　及び該保護回路基板の電極と、前記突出電極とは異なる極性の電極とされる前記素電池
の側面部分とを接続する第２リード板
　を有する組電池と、
　該組電池を収容する一面開口のケースと、
　前記組電池及びケースの少なくとも一部に、貼付され、又は巻き付けられるラベルと
　を備える電池パックにおいて、
　少なくとも前記保護回路基板及び第１リード板と、該保護回路基板及び第１リード板が
対向する前記素電池の側面との間に介在する側板部を有し、
　前記保護回路基板が配される側板部に、該保護回路基板の突出幅以上の幅だけ、該保護
回路基板の突出方向外側に突出した鍔部と、該鍔部から垂設され、前記保護回路基板を支
持するリブとを有する基板支持体を備えることを特徴とする電池パック。
【請求項３】
　対向する二平面及び四側面を有する直方体状をなし、側面に突出電極を有する素電池、
　外部出力端子及び回路素子を有し、前記素電池の側面に配される保護回路基板、
　該保護回路基板の電極と前記突出電極とを接続する第１リード板、
　該保護回路基板の電極と、前記突出電極とは異なる極性の電極とされる前記素電池の側
面部分とを接続する第２リード板、及び
　前記保護回路基板を支持し、少なくとも該保護回路基板及び第１リード板と、該保護回
路基板及び第１リード板が対向する前記素電池の側面との間に介在する側板部を有する基
板支持体を有する組電池と、
　該組電池を収容する一面開口のケースと、
　前記組電池及びケースの少なくとも一部に、貼付され、又は巻き付けられるラベルとを
備える電池パックにおいて、
　前記基板支持体は、前記保護回路基板が支持される側板部に、該保護回路基板の厚み以
上の幅だけ、該保護回路基板の厚み方向外側に突出した鍔部を有し、
　前記鍔部は、さらに外側に突出した突出部を備え、
前記ケースは、前記鍔部が対向する側板部の開口縁部に、前記突出部を嵌合する嵌合凹部
を備えることを特徴とする電池パック。
【請求項４】
　対向する二平面及び四側面を有する直方体状をなし、側面に突出電極を有する素電池、
　外部出力端子及び回路素子を有し、前記素電池の側面に配される保護回路基板、
　該保護回路基板の電極と前記突出電極とを接続する第１リード板、
　該保護回路基板の電極と、前記突出電極とは異なる極性の電極とされる前記素電池の側
面部分とを接続する第２リード板、及び
　前記保護回路基板を支持し、少なくとも該保護回路基板及び第１リード板と、該保護回
路基板及び第１リード板が対向する前記素電池の側面との間に介在する側板部を有する基
板支持体を有する組電池と、
　該組電池を収容する一面開口のケースと、
　前記組電池及びケースの少なくとも一部に、貼付され、又は巻き付けられるラベルとを
備える電池パックにおいて、
　前記基板支持体は、前記保護回路基板が支持される側板部に、該保護回路基板の厚み以
上の幅だけ、該保護回路基板の厚み方向外側に突出した鍔部を有し、
　前記素電池の前記突出電極が設けられた側面と、前記保護回路基板が配される側面とは
、隣接する二側面であり、
　前記基板支持体は、前記二側面に当接されることを特徴とする電池パック。
【請求項５】
　対向する二平面及び四側面を有する直方体状をなし、側面に突出電極を有する素電池、
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　外部出力端子及び回路素子を有し、前記素電池の側面に配される保護回路基板、
　該保護回路基板の電極と前記突出電極とを接続する第１リード板、
　該保護回路基板の電極と、前記突出電極とは異なる極性の電極とされる前記素電池の側
面部分とを接続する第２リード板、及び
　前記保護回路基板を支持し、少なくとも該保護回路基板及び第１リード板と、該保護回
路基板及び第１リード板が対向する前記素電池の側面との間に介在する側板部を有する基
板支持体を有する組電池と、
　該組電池を収容する一面開口のケースと、
　前記組電池及びケースの少なくとも一部に、貼付され、又は巻き付けられるラベルとを
備える電池パックにおいて、
　前記基板支持体は、前記保護回路基板が支持される側板部に、該保護回路基板の厚み以
上の幅だけ、該保護回路基板の厚み方向外側に突出した鍔部を有し、
　前記基板支持体に支持される保護素子を備え、
　前記鍔部は、該保護素子の厚みより広い幅を有することを特徴とする電池パック。
【請求項６】
　前記基板支持体は、前記第１リード板又は第２リード板のみが配される側板部を有し、
該側板部に前記第１リード板又は第２リード板の厚み以上の幅だけ、該第１リード板又は
第２リード板の厚み方向外側に突出した鍔部をさらに備える請求項２に記載の電池パック
。
【請求項７】
　前記鍔部は、さらに外側に突出した突出部を備え、
　前記ケースは、前記鍔部が対向する側板部の開口縁部に、前記突出部を嵌合する嵌合凹
部を備える請求項２又は６のいずれかに記載の電池パック。
【請求項８】
　前記素電池の前記突出電極が設けられた側面と、前記保護回路基板が配される側面とは
、隣接する二側面であり、
　前記基板支持体は、前記二側面に当接される請求項２、６又は７のいずれかに記載の電
池パック。
【請求項９】
　前記基板支持体に支持される保護素子を備え、
　前記鍔部は、該保護素子の厚みより広い幅を有する請求項２、６、７又は８のいずれか
に記載の電池パック。
【請求項１０】
　前記保護素子は、ＰＴＣ、ヒューズ及びバイメタルからなる群から選択される単独素子
、又は該単独素子が複合された複合素子である請求項５又は９に記載の電池パック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビデオカメラ，モバイルコンピュータ，携帯電話機等の主として携帯電子機
器の電源として利用される充放電可能な非水電解質二次電池、具体的にはリチウムイオン
二次電池等を絶縁性のケースに収納した電池パックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、急速に普及しているビデオカメラ，モバイルコンピュータ，携帯電話機等の携帯
電子機器の電源としては、充放電可能な直方体状の非水電解質二次電池、例えばリチウム
イオン二次電池等が主として用いられている。リチウムイオン二次電池は、正極及び負極
をセパレータを介して巻回した発電要素を、アルミニウム又はアルミニウム合金製であり
、直方体状をなすケースに収納して構成される。
【０００３】
　このリチウムイオン二次電池（素電池）の一側面に、過充電及び過放電を防止するため
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に電池電圧を制御するための保護回路基板を配置することにより組電池が構成される。こ
の組電池を絶縁性の、例えば合成樹脂製のケースに収容した状態の電池パックとして電子
機器に装着する。保護回路基板と素電池との間は接続用のリード板により電気的に接続さ
れている。
【０００４】
　特許文献１には、ケースを角型平板状の組電池の平面部と平行に上下に分割して、各々
を一平面部が開口し、他平面部が有底である上側ケース、下側ケースとし、これらのケー
スに素電池を収納した後、両ケースを超音波溶着等の方法により接合して組み立てる電池
パックの発明について開示されている。
【０００５】
　特許文献２には、上側ケース及び下側ケースの有底面を開口して額縁状の上枠、下枠と
し、これらを組み合わせた後、ラベルを巻き付けて構成される電池パックの発明について
開示されている。
　特許文献３には、ケースの有底面を開口して額縁状の下枠とし、上側ケースと組み合わ
せた後、ラベルを巻き付けて構成される電池パックの発明について開示されている。
【０００６】
　特許文献４には、組電池の側面を覆う外装枠を組電池の平面に垂直な方向に左右に分割
して、コの字状の右枠、左枠とし、これらを組電池に嵌めた後、ラベルを巻き付けて構成
される電池パックの発明について開示されている。また、一面開口の箱状のケースに組電
池を収納し、薄板カバーを組電池の開口側の表面に載置した後、ラベルを巻き付けて構成
される電池パックの発明について開示されている。
【０００７】
　特許文献５には、矩形状の枠体の外部出力端子表出窓が設けられている側板部に、保護
回路基板を収納する収納部を設けた電池パックの発明について開示されている。
　また、特願２００４－３４９８４１には、素電池の一端面に対向させて保護回路基板を
配した組電池の下面をカバーする矩形の表面プレートの周囲に、組電池の外周を囲む矩形
の枠体を一体的に成形してなり、一端面側の枠体を出力端子を表出させる連結枠とし、こ
の連結枠に、保護回路基板を嵌入する嵌入部が設けられたケースを備える電池パックの発
明について記載されている。
【特許文献１】特開２００５－１９０８５２号公報
【特許文献２】特開２００５－１００６８９号公報
【特許文献３】特開２００５－１９０９５６号公報
【特許文献４】特開２００５－１３５７７０号公報
【特許文献５】特開２００５－１５８４５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１乃至４の電池パックの場合、複数のケース若しくは枠を組み合わせる構造、
又は箱状のケースと薄板カバーとを組み合わせる構造であるため、部品点数が多くなり、
構造も複雑であった。そして、組立工数も多く、組立工程が煩雑であった。
【０００９】
　そして、特許文献４の電池パックは、薄板カバーを組電池に精度良く貼付しないと、ケ
ースの側板部に乗り上げ、又はケースとの隙間が大きくなって、電池パックの内部が露出
することがあった。そのため、薄板カバーには非常に高い寸法精度が要求され、しかも貼
付作業が繁雑であった。
【００１０】
　特許文献５及び特願２００４－３４９８４１の電池パックの場合、特許文献１乃至４の
電池パックの課題を解決するために、一体に形成した外装枠又はケースに基板収納部を設
ける構成であり、組立工数を削減することが出来る。ところで、外装枠又はケースは、通
常、専用の金型でプラスチックを成形することにより製造されるが、基板収納部は、金型
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を開いて製品を取り出すことが出来ない形状、いわゆる「アンダーカット」となるため、
離型するための金型構造が複雑になり、金型費用が高価になるという問題があった。そし
て、成形の難易度が高いため、部品の歩留まりが悪いという問題があった。
【００１１】
　本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであり、保護回路基板を支持する基板支持
体の側板部に、保護回路基板の厚み以上の幅だけ外側に突出した鍔部、又はリード板の厚
み以上の幅だけ外側に突出した鍔部を備え、一面開口のケースに組電池を収納する構成に
することにより、簡単な構造であるため、部品点数及び組立工数を削減することが出来、
また、ケースに金型構造上のアンダーカット部分がないので、金型費用を安価にすること
が出来るとともに、鍔部により組電池とケースとの隙間を埋め、内部露出を防止し、組電
池を保護することが出来る電池パックを提供することを目的とする。
【００１２】
　そして、本発明は、素電池の側面に横設される保護回路基板を支持し、側板部に、保護
回路基板の突出幅以上の幅だけ外側に突出した鍔部、又はリード板の厚み以上の幅だけ外
側に突出した鍔部を有する基板支持体を備え、一面開口のケースに組電池を収納する構成
にすることにより、簡単な構造であるため、部品点数及び組立工数を削減することが出来
、ケースに金型構造上のアンダーカット部分がないので、金型費用を安価にすることが出
来るとともに、鍔部により組電池とケースとの隙間を埋め、内部露出を防止して、保護回
路基板を保護することが出来る電池パックを提供することを目的とする。
【００１３】
　また、本発明は、鍔部が、さらに外側に突出した突出部を備え、ケースが、鍔部が対向
する側板部の開口縁部に、突出部を嵌合する嵌合凹部を備えることにより、突出部を嵌合
凹部に嵌合することで、鍔部をより安定的にケースに保持させることが出来、より確実に
内部露出を防止することが出来る電池パックを提供することを目的とする。
【００１４】
　さらに、本発明は、基板支持体に支持される保護素子を備え、鍔部が保護素子の厚み以
上の幅を有することにより、保護素子の露出を防止して保護することが出来る電池パック
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】
【００１５】
　本発明に係る電池パックは、対向する二平面及び四側面を有する直方体状をなし、側面
に突出電極を有する素電池、外部出力端子及び回路素子を有し、前記素電池の側面に配さ
れる保護回路基板、該保護回路基板の電極と前記突出電極とを接続する第１リード板、該
保護回路基板の電極と、前記突出電極とは異なる極性の電極とされる前記素電池の側面部
分とを接続する第２リード板、及び前記保護回路基板を支持し、少なくとも該保護回路基
板及び第１リード板と、該保護回路基板及び第１リード板が対向する前記素電池の側面と
の間に介在する側板部を有する基板支持体を有する組電池と、該組電池を収容する一面開
口のケースと、前記組電池及びケースの少なくとも一部に、貼付され、又は巻き付けられ
るラベルとを備える電池パックにおいて、前記基板支持体は、前記保護回路基板が支持さ
れる側板部に、該保護回路基板の厚み以上の幅だけ、該保護回路基板の厚み方向外側に突
出した鍔部を有することを特徴とする。
 
【００１６】
　上述のように、保護回路基板とは、基板に回路素子が実装されたものをいうので、ここ
で、保護回路基板の厚みとは、基板の厚みに回路素子の厚みを加えたものをいう。
　本発明においては、従来の電池パックのように、複数のケース若しくは枠を組み合わせ
る構造、又は箱状のケースと薄板カバーとを組み合わせる構造ではなく、箱状のケースに
組電池を収納するだけの簡単な構造であり、また、基板支持体が絶縁体も兼ねるため、部
品点数及び組立工数を削減することが出来る。そして、組立に伴う組立誤差も小さくする
ことが出来る。
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　また、従来、箱状のケースに組電池を収納した後、組電池とケースとの隙間を埋め、内
部露出を防止し、組電池を保護するために、薄板カバーを組電池の開口側の表面に載置し
ていたが、本発明においては鍔部により薄板カバーの機能を代替することが出来るので、
薄板カバーを削除することが出来る。そして、鍔部が基板支持体の側板部に一体的に形成
されているので、薄板カバーを載置する場合のように、位置精度を確保する必要がない。
　さらに、第１発明においては、ケースは平板部に側板部を周設した単純な箱状であり、
金型構造上のアンダーカット部分がなく、部品製作のための金型構造が簡単であり、金型
費用を安価にすることが出来、部品の歩留まりを向上させることが出来る。
【００１７】
　本発明に係る電池パックは、対向する二平面及び四側面を有する直方体状をなし、側面
に突出電極を有する素電池、外部出力端子及び回路素子を有し、前記素電池の側面に横設
される保護回路基板、該保護回路基板の電極と前記突出電極とを接続する第１リード板、
及び該保護回路基板の電極と、前記突出電極とは異なる極性の電極とされる前記素電池の
側面部分とを接続する第２リード板を有する組電池と、該組電池を収容する一面開口のケ
ースと、前記組電池及びケースの少なくとも一部に、貼付され、又は巻き付けられるラベ
ルとを備える電池パックにおいて、少なくとも前記保護回路基板及び第１リード板と、該
保護回路基板及び第１リード板が対向する前記素電池の側面との間に介在する側板部を有
し、前記保護回路基板が配される側板部に、該保護回路基板の突出幅以上の幅だけ、該保
護回路基板の突出方向外側に突出した鍔部と、該鍔部から垂設され、前記保護回路基板を
支持するリブとを有する基板支持体を備えることを特徴とする。
　
【００１８】
　従来、保護回路基板を素電池の側面に横設した組電池を箱状のケースに収納する電池パ
ックの場合、ケースに、保護回路基板を覆うカバーが設けられた上ケースを嵌め合わせて
いた。本発明においては、組電池とケースとの隙間を埋め、内部露出を防止し、保護回路
基板を保護するという上ケースの機能を基板支持体の鍔部が代替するので、上ケースを削
除することが出来る。
　そして、箱状のケースに組電池を収納するだけの簡単な構造であるため、部品点数及び
組立工数を削減することが出来る。組立に伴う組立誤差も小さくすることが出来る。
　さらに、第２発明においては、ケースの金型にアンダーカット部分がなく、部品製作の
ための金型構造が簡単であり、金型費用を安価にすることが出来、部品の歩留まりを向上
させることが出来る。
【００１９】
　本発明に係る電池パックは、前記基板支持体は、前記第１リード板又は第２リード板の
みが配される側板部を有し、該側板部に前記第１リード板又は第２リード板の厚み以上の
幅だけ、該第１リード板又は第２リード板の厚み方向外側
に突出した鍔部をさらに備えることを特徴とする。
 
【００２０】
 本発明においては、第１リード板又は第２リード板が配される組電池の側面とケースと
の隙間を埋め、内部露出を防止することが出来る。
 
【００２１】
　本発明に係る電池パックは、前記鍔部は、さらに外側に突出した突出部を備え、前記ケ
ースは、前記鍔部が対向する側板部の開口縁部に、前記突出部を嵌合する嵌合凹部を備え
ることを特徴とする。
 
【００２２】
 本発明においては、突出部を嵌合凹部に嵌合することで、鍔部をより安定的にケースに
保持させることが出来、より確実に電池パックの内部露出を防止することが出来る。
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【００２３】
　本発明に係る電池パックは、前記素電池の前記突出電極が設けられた側面と、前記保護
回路基板が配される側面とは、隣接する二側面であり、前記基板支持体は、前記二側面に
当接されることを特徴とする。
　
【００２４】
　本発明においては、第１リード板を素電池の突出電極が設けられた側面側に配し、これ
に隣接する側面側に、保護回路基板を配して支持する基板支持体において、ケースと組電
池との間に隙間が生じる部分に鍔部が配されるので、確実に、電池パックの内部露出が防
止され、組電池が保護される。
　
【００２５】
　本発明に係る電池パックは、前記基板支持体に支持される保護素子を備え、前記鍔部は
、該保護素子の厚みより広い幅を有することを特徴とする。
　
【００２６】
　本発明に係る電池パックは、前記保護素子は、ＰＴＣ、ヒューズ及びバイメタルからな
る群から選択される単独素子、又は該単独素子が複合された複合素子であることを特徴と
する。
　
【００２７】
　本発明においては、基板支持体が保護素子を支持する場合に、保護素子の露出を防止し
て保護することが出来る。
 
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、保護回路基板を支持する基板支持体の側板部に、保護回路基板の厚み
以上の幅だけ外側に突出した鍔部を備え、一面開口のケースに組電池を収納する構成であ
るので、簡単な構造であり、また、基板支持体が絶縁体も兼ねるので、部品点数及び組立
工数を削減することが出来、組立誤差も小さくすることが出来る。
　また、ケースに金型構造上のアンダーカット部分がないので、金型費用を安価にするこ
とが出来、部品の歩留まりを向上させることが出来る。
　そして、鍔部により組電池とケースとの隙間を確実に埋めて、内部露出を防止し、組電
池を保護することが出来る。
　
【００２９】
　本発明によれば、素電池の側面に横設される保護回路基板を支持し、側板部に、保護回
路基板の突出幅以上の幅だけ外側に突出した鍔部を有する基板支持体を備え、一面開口の
ケースに組電池を収納する構成であるので、簡単な構造であり、また、基板支持体が絶縁
体も兼ねるので、部品点数及び組立工数を削減することが出来る。また、金型構造上のア
ンダーカット部分がないので、金型費用を安価にすることが出来る。
　そして、鍔部により組電池とケースとの隙間を埋めて、内部露出を防止し、保護回路基
板を保護することが出来る。
　
【００３０】
　本発明によれば、第１リード板又は第２リード板が配される組電池の側面とケースとの
隙間を埋め、内部露出を防止することが出来る。
　
【００３１】
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　本発明によれば、鍔部が、さらに外側に突出した突出部を備え、ケースが、鍔部が対向
する側板部の開口縁部に、突出部を嵌合する嵌合凹部を備えるので、突出部を嵌合凹部に
嵌合することで、鍔部をより安定的にケースに保持させることが出来、より確実に内部露
出を防止することが出来る。
　
【００３２】
　本発明によれば、素電池の突出電極が設けられた側面と、保護回路基板が配される側面
とは隣接する二側面であり、基板支持体は、この二側面に当接されるので、ケースと組電
池との間に隙間が生じる部分に鍔部が配され、確実に、電池パックの内部露出が防止され
て、組電池が保護される。
　
【００３３】
　本発明によれば、基板支持体に支持される保護素子を備え、鍔部が保護素子の厚みより
広い幅を有するので、保護素子の露出を防止して、保護することが出来る。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づき具体的に説明する。
　実施の形態１．
　図１は本発明の実施の形態１に係る電池パック１を示す斜視図、図２は電池パック１を
示す分解斜視図、図３は組電池２を裏側から見た斜視図、図４は、組電池２の分解斜視図
である。
　電池パック１の組電池２の素電池２１は、角型平板状であり、その内部に正極及び負極
をセパレータを介して巻回した発電要素を含む非水電解質二次電池、具体的には例えばリ
チウムイオン二次電池等の二次電池であり、発電要素をアルミニウム又はアルミニウム合
金製のケースに収納してなる。素電池２１の一側面には、絶縁板（図示せず）を介して負
極端子２１ａが設けられ、これと対向する他側面には、リード取付板２１ｂが設けられて
いる。負極端子２１ａが設けられた部分以外の素電池２１の全体が正極（端子）とされる
。
【００３５】
　素電池２１の負極端子２１ａが設けられている側面に隣接する側面には、両面粘着性の
固定テープ２４が貼付されている。固定テープ２４には、保護回路部２２を支持した状態
で、基板ホルダ（基板支持体）２３の第１側板部２３ａが貼着されている。
【００３６】
　保護回路部２２の基板２２ａには、素電池２１の過充電又は過放電等を防止するための
保護回路が設けられている。基板２２ａの素電池２１と対向する面には回路素子２２ｂが
実装されており、反対側、即ち外面側には、外部へ電力を取り出し、また逆に充電のため
に外部から電力を取り込むための正負極の外部出力端子２２ｃ，２２ｃ，２２ｃが金メッ
キにより設けられている。
　第１リード板２２ｄは、基板２２ａの電極と負極端子２１ａとを接続する。第２リード
板２２ｅは、基板２２ａの電極と、リード取付板２１ｂを介し素電池２１の側面とを接続
する。
【００３７】
　図５は、基板ホルダ２３を示す拡大斜視図であり、図６は図１のＡ－Ａ線断面図、図７
は図１のＢ－Ｂ線断面図である。
　基板ホルダ２３は、前記第１側板部２３ａと、この第１側板部２３ａに垂直に連設され
、素電池２１の負極端子２１ａが設けられている側面に当接される第２側板部２３ｂとを
備える。
　第１側板部２３ａには、該第１側板部２３ａから枠状に突出し、回路素子２２ｂを嵌め
込む回路素子嵌合部２３ｃが設けられ、その両側に、基板２２ａの両端部を支持する基板
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支持部２３ｄ，２３ｄが設けられている。そして、第２側板部２３ｂ側の端部には、第１
リード板２２ｄを沿わせて支持する支持板２３ｅ，２３ｅが設けられている。
　第１側板部２３ａの上部で、回路素子嵌合部２３ｃの上側には、第１側板部２３ａから
突出している、基板２２ａ及び回路素子２２ｂの厚みの和、すなわち保護回路基板の厚み
に略等しい突出幅を有する鍔部２３ｇが設けられている。鍔部２３ｇの突出幅は基板２２
ａの厚みと回路素子２２ｂの厚みとの和以上の広さとされる。
【００３８】
　第２側板部２３ｂの中央部には、負極端子２１ａを露出させるための露出穴２３ｆが設
けられている。
　第２側板部２３ｂの上部には、第１リード板２２ｄの厚みより広い突出幅を有する鍔部
２３ｈが設けられている。
【００３９】
　以上のように構成された第１側板部２３ａの回路素子嵌合部２３ｃに保護回路部２２の
回路素子２２ｂを嵌め込み、基板２２ａの両端部を基板支持部２３ｄ，２３ｄにより支持
した状態で、第１リード板２２ｄを支持板２３ｅ，２３ｅに当接させ、第１側板部２３ａ
を素電池２１の側面に固定テープ２４により粘着させる。そして、第１リード板２２ｄを
第２側板部２３ｂに沿わせて、先端部を負極端子２１ａにスポット溶接させる。第２リー
ド板２２ｅは、素電池２１の第１側板部２３ｂが当接される側面に隣接する側面にそのま
ま沿わせ、先端部をリード取付板２１ｂにスポット溶接させる。これにより、基板ホルダ
２３に保持された状態で、保護回路部２２が素電池２１に配され、組電池２が構成される
。
【００４０】
　図２に示すように、合成樹脂製のケース３は、平板部３１に、側板部３２，３２，３２
，３２を周設してなる。一の側板部３２には、保護回路部２２の外部出力端子２２ｃ，２
２ｃ，２２ｃを露出させるための窓部３３，３３，３３が設けられている。
　絶縁シート製のラベル４は、矩形の平面部４１と、該平面部４１から垂下する側部４２
，４２，４２，４２とからなる。一の側部４２には、前記窓部３３，３３，３３を露出さ
せるために、切り欠き部４３が設けられている。
【００４１】
　上述のようにして得られた組電池２を、外部出力端子２２ｃ，２２ｃ，２２ｃが窓部３
３，３３，３３から露出する状態で、ケース３に収納する。そして、ラベル４の平面部４
１を組電池２の露出面に貼付し、側部４２，４２，４２，４２を、切り欠き部４３から窓
部３３，３３，３３を表出させた状態で、ケース３の側板部３２，３２，３２，３２に沿
わせて貼付する。これにより電池パック１が構成される。
【００４２】
　本実施の形態においては、従来の電池パックのように、複数のケース若しくは枠を組み
合わせる構造、又は箱状のケースと薄板カバーとを組み合わせる構造ではなく、箱状のケ
ース３に組電池２を収納するだけの簡単な構造であるため、部品点数及び組立工数を削減
することが出来る。そして、組立に伴う組立誤差も小さくすることが出来る。
　また、従来、箱状のケースに組電池を収納した後、組電池とケースとの隙間を埋め、内
部露出を防止し、組電池を保護するために、薄板カバーを開口側の組電池の表面に載置し
ていたが、本実施の形態においては鍔部２３ｇ，２３ｈにより薄板カバーの機能を代替す
ることが出来るので、薄板カバーを削除することが出来る。そして、薄板カバーを載置す
る場合のように、位置精度を確保する必要がない。
　さらに、本実施の形態においては、ケース３は平板部３１に側板部３２，３２，３２，
３２を周設した単純な箱体であり、金型構造上のアンダーカット部分がなく、部品製作の
ための金型構造が簡単であり、金型費用を安価にすることが出来、部品の歩留まりを向上
させることが出来る。
【００４３】
　実施の形態２．
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　図８は、本発明の実施の形態２に係る電池パック１１の組電池１２を示す斜視図、図９
は、電池パック１１を、電極窓３３を通り、該電極窓３３が設けられたケース３の側板部
３２に垂直な面で切断した場合の断面図、図１０は、電極窓３３が設けられたケース３の
側板部３２に平行な面で切断した場合の断面図である。図中、図４と同一部分は同一符号
を付して、詳細な説明を省略する。
【００４４】
　本実施の形態の基板ホルダ２３ｋにおいては、基板２２ａの厚みと回路素子２２ｂの厚
みとの和に略等しい突出幅を有する鍔部２３ｇの外側に、さらに突出した突出部２３ｉが
設けられている。そして、この鍔部２３ｇと対向するケース３の側板部３２の開口縁部に
は、突出部２３ｉを嵌合する嵌合凹部３２ａが設けられている。
　そして、第１リード板２２ｄの厚みより広い突出幅を有する鍔部２３ｈの外側には、さ
らに突出した突出部２３ｊが設けられている。そして、この鍔部２３ｈと対向するケース
３の側板部３２の開口縁部には、突出部２３ｊを嵌合する嵌合凹部３２ｂが設けられてい
る。
【００４５】
　本実施の形態においては、突出部２３ｉを嵌合凹部３２ａに嵌合し、突出部２３ｊを嵌
合凹部３２ｂに嵌合することで、鍔部２３ｇ及び２３ｈをより安定的にケース３に保持さ
せることが出来、内部の露出を確実に防止することが出来る。
【００４６】
　実施の形態３．
　図１１は、本発明の実施の形態３に係る電池パック１３の組電池１４を示す斜視図、図
１２は、電池パック１３を、ＰＴＣ（Positive Temperature Coefficient)２２ｆを通り
、該ＰＴＣ２２ｆが配されたケース３の側板部３２に垂直な面で切断した場合の断面図で
ある。図中、図４及び図８と同一部分は同一符号を付して、詳細な説明を省略する。
【００４７】
　本実施の形態の保護回路部２２ｈにおいては、第１リード板２２ｄの端部にＰＴＣ２２
ｆが接続されている。ＰＴＣ２２ｆは、素電池２１の温度が異常上昇したような場合に温
度に感応して高抵抗となることにより、回路を遮断する保護素子である。そして、ＰＴＣ
２２ｆは、第３リード板２２ｇにより、負極端子２１ａと接続されている。
【００４８】
　本実施の形態の基板ホルダ２３ｍにおいては、実施の形態２と同様に、鍔部２３ｇの外
側に突出部２３ｉを備え、鍔部２３ｈの外側に突出部２３ｊを備える。鍔部２３ｈは、Ｐ
ＴＣ２２ｆ、第１リード板２２ｄ及び第３リード板２２ｇの厚みの和に略等しい突出幅を
有する。突出部２３ｊは、ケース３の側板部３２の嵌合凹部３２ｂに嵌合されている。
【００４９】
　本実施の形態においては、基板ホルダ２３ｍがＰＴＣ２２ｆも支持する場合に、鍔部２
３ｈによりＰＴＣ２２ｆの露出を防止して、保護することが出来る。そして、突出部２３
ｊが嵌合凹部３２ｂに嵌合されているので、鍔部２３ｈが安定的にケース３に保持されて
いる。
【００５０】
　なお、本実施の形態においては、基板ホルダ２３ｍが保護素子としてのＰＴＣ２２ｆを
支持する場合につき説明しているがこれに限定されるものではなく、基板ホルダ２３ｍは
、ＰＴＣ、ヒューズ及びバイメタルからなる群から選択される単独素子、又は該単独素子
が複合された複合素子を支持することが可能である。この場合、鍔部２３ｈは、保護素子
の厚みより広い幅、保護素子の厚み方向にリード板が接続されている場合には、保護素子
及びリード板の厚みの和以上の厚みを有する必要がある。
【００５１】
　実施の形態４．
　図１３は、本発明の実施の形態４に係る電池パックの組電池１５を示す分解斜視図であ
る。図中、図４と同一部分は同一符号を付して、詳細な説明を省略する。
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【００５２】
　本実施の形態の基板ホルダ２３ｎは、第１側板部２３ａと、第２側板部２３ｂと、第１
側板部２３ａの他側に連設された第３側板部２３ｐとを備える。第３側板部２３ｐには、
リード取付板２１ｂを露出させるための露出穴２３ｑが設けられている。第２リード板２
２ｅをリード取付板２１ｂにスポット溶接させたときに、第２リード板２２ｅは厚みの分
だけ第３側板部２３ｐより突出するが、第３側板部２３ｐの上部には、第２リード板２２
ｅの厚み以上の幅を有する鍔部２３ｒが設けられている。
　従って、本実施の形態においては、ケース３と組電池４２との間に隙間が生じる部分に
全て鍔部２３ｇ，２３ｈ，２３ｒが配されるので、確実に、電池パックの内部露出が防止
され、組電池１５が保護される。
【００５３】
　実施の形態５．
　図１４は、本発明の実施の形態５に係る電池パックの組電池１６を示す斜視図、図１５
は、組電池１６を示す分解斜視図である。図中、図４と同一部分は同一符号を付して、詳
細な説明を省略する。
【００５４】
　この組電池１６の素電池２１は、負極端子２１ａが設けられている側面の端部に、リー
ド取付板２１ｂが設けられている。固定テープ２４には、負極端子２１ａ，リード取付板
２１ｂを露出させるための露出穴２４ａ，２４ｂが設けられている。
【００５５】
　本実施の形態の保護回路部２２ｉにおいては、基板２２ａの外部出力端子２２ｃ，２２
ｃ，２２ｃが設けられている側の端部の裏側に、第２リード板２２ｅが配され、回路素子
２２ｂに対向させて、第１リード板２２ｄが配される。
【００５６】
　本実施の形態の基板ホルダ２３ｓは、一つの側板部２３ａからなり、この側板部２３ａ
に、負極端子２１ａ，リード取付板２１ｂを露出させるための露出穴２３ｆ，２３ｑが設
けられている。そして、露出穴２３ｆより外側が、回路素子２２ｂ及び第１リード板２２
ｄを嵌め込む回路素子嵌合部２３ｃとされ、その両側が基板２２ａの両端部を支持する基
板支持部２３ｄ，２３ｄとされている。
　さらに、側板部２３ａには、側板部２３ａより突出した、第１リード板２２ｄ、回路素
子２２ｂ及び基板２２ａそれぞれの厚みの合計以上の幅を有する鍔部２３ｇが設けられて
いる。
【００５７】
　本実施の形態においては、素電池２１の一側面に配され、側板部２３ａから突出してい
る第１リード板２２ｄ，第２リード板２２ｅ，回路素子２２ｂ及び基板２２ａを全て鍔部
２３ｇにより保護することが出来る。
【００５８】
　実施の形態６．
　図１６は、本発明の実施の形態６に係る電池パックの組電池１７を示す斜視図、図１７
は、組電池１７を示す分解斜視図である。図中、図４と同一部分は同一符号を付して、詳
細な説明を省略する。
【００５９】
　本実施の形態の組電池１７においては、保護回路部２２ｊの基板２２ａは素電池２１の
側面に横設される。
　保護回路部２２ｊの基板２２ａの表面には、過充電又は過放電等を防止するための回路
素子２２ｂが設けられ、回路素子２２ｂには正負の電極板が接続され、電極板はそれぞれ
第１リード板２２ｄ，第２リード板２２ｅを介し素電池２１に接続されている。基板２２
ａの裏面には外部へ電力を取り出し、また逆に充電のために外部から電力を取り込むため
の外部出力端子２２ｃ，２２ｃ，２２ｃが金メッキにより設けられている。
【００６０】
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　本実施の形態の基板ホルダ２３ｔは、第１側板部２３ａと第２側板部２３ｂとからなる
。そして、第１側板部２３ａの上部には鍔部２３ｇが設けられ、第２側板部２３ｂの上部
には鍔部２３ｈが設けられている。
　鍔部２３ｇは、基板ホルダ２３ｔに保護回路部２２ｊを嵌め合わせたときに、第１側板
部２３ａから突出する基板２２ａの突出幅以上の幅を有する。鍔部２３ｇにはリブ２３ｕ
，２３ｕ，２３ｕが垂設され、これにより基板２２ａが支持される。
　鍔部２３ｈは、ＰＴＣ２２ｆの厚み、第１リード板２２ｄの厚み及び第３リード板２２
ｇの厚みの和に略等しい突出幅を有する。
【００６１】
　従来、保護回路部の基板を素電池の側面に横設した組電池を箱状のケースに収納する電
池パックの場合、ケースに、保護回路基板を覆うカバーが設けられた上ケースを嵌め合わ
せていた。本実施の形態においては、組電池１７とケース３との隙間を埋め、内部露出を
防止し、保護回路部２２ｊの基板２２ａを保護するという上ケースの機能を基板ホルダ２
３ｔの鍔部２３ｇが代替するので、上ケースを削除することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の実施の形態１に係る電池パックを示す斜視図である。
【図２】電池パックを示す分解斜視図である。
【図３】組電池を示す、裏側から見た斜視図である。
【図４】組電池の分解斜視図である。
【図５】基板ホルダを示す拡大斜視図である。
【図６】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図７】図１のＢ－Ｂ線断面図である。
【図８】本発明の実施の形態２に係る電池パックの組電池を示す斜視図である。
【図９】電池パックを、電極窓を通り、該電極窓が設けられたケースの側板部に垂直な面
で切断した場合の断面図である。
【図１０】電極窓が設けられたケースの側板部に平行な面で切断した場合の断面図である
。
【図１１】本発明の実施の形態３に係る電池パックの組電池を示す斜視図である。
【図１２】電池パックを、ＰＴＣを通り、該ＰＴＣが配されたケースの側板部に垂直な面
で切断した場合の断面図である。
【図１３】本発明の実施の形態４に係る電池パックの組電池を示す分解斜視図である。
【図１４】本発明の実施の形態５に係る電池パックの組電池を示す斜視図である。
【図１５】組電池を示す分解斜視図である。
【図１６】本発明の実施の形態６に係る電池パックの組電池を示す斜視図である。
【図１７】組電池を示す分解斜視図である。
【符号の説明】
【００６３】
　１、１１、１３、　電池パック
　２、１２、１４、１５、１６、１７　組電池
　２１　素電池
　２１ａ　負極端子
　２２、２２ｈ、２２ｉ、２２ｊ　保護回路部
　２２ａ　基板
　２２ｂ　回路素子
　２２ｃ　外部出力端子
　２２ｄ　第１リード板
　２２ｅ　第２リード板
　２２ｆ　ＰＴＣ
　２２ｇ　第３リード板
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　２３、２３ｋ、２３ｍ、２３ｎ、２３ｓ、２３ｔ　基板ホルダ
　２３ａ　第１側板部（側板部）
　２３ｂ　第２側板部
　２３ｃ　回路素子嵌合部
　２３ｇ、２３ｈ、２３ｒ　鍔部
　２３ｆ、２３ｑ　露出穴
　２３ｐ　第３側板部
　２３ｕ　リブ
　２４　固定テープ
　３　ケース
　３１　平板部
　３２　側板部
　３３　窓部
　４　ラベル
　４１　平面部
　４２　側部

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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