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(57)【要約】
【課題】電池とリード板を定位置に配置しながら、収納
する電池の個数が多くなっても安価に多量生産する。
【解決手段】組電池は、電池１を複数列、複数段に収納
している絶縁ホルダ２を複数の分割ブロック２Ａに分割
し、各々の分割ブロック２Ａを、第１の端部保持ブロッ
ク３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂに分割している。
第１の端部保持ブロック３Ａと第２の端部保持ブロック
３Ｂは同一形状で、対向する内側に保持部６を、外側に
はリード板４を定位置に嵌着する嵌着部８を有するエン
ドプレート７を、プラスチックで一体成形して設けると
共に、各々の分割ブロック２Ａの第１の端部保持ブロッ
ク３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂも同一形状に成形
している。エンドプレート７は、２列の電池１に接続さ
れるリード板４と、１列の電池１に接続されるリード板
４を嵌着部８に配置して、同列の電池１を並列接続して
、隣接する隣列の電池１を直列に接続している。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電池(1)を平行な姿勢で複数列、複数段に電池(1)の絶縁ホルダ(2)、(22)に収納
している組電池であって、絶縁ホルダ(2)、(22)が、複数の分割ブロック(2A)、(22A)に分
割されると共に、各々の分割ブロック(2A)、(22A)は、さらに、電池(1)の両端を別々に保
持するように、第１の端部保持ブロック(3A)、(23A)と第２の端部保持ブロック(3B)、(23
B)に分割されており、
　第１の端部保持ブロック(3A)、(23A)と第２の端部保持ブロック(3B)、(23B)は、対向す
る内側に電池(1)の一端部を挿入して定位置に保持する保持部(6)、(26)を、外側には保持
部(6)、(26)に保持される電池(1)の端部電極に溶接して固定されるリード板(4)を定位置
に嵌着するリード板(4)の嵌着部(8)、(28)を有するエンドプレート(7)、(27)を備え、
　さらに、保持部(6)、(26)とエンドプレート(7)、(27)はプラスチックで一体的に成形さ
れると共に、第１の端部保持ブロック(3A)、(23A)と第２の端部保持ブロック(3B)、(23B)
を同一形状としており、さらにまた、各々の分割ブロック(2A)、(22A)の第１の端部保持
ブロック(3A)、(23A)と第２の端部保持ブロック(3B)、(23B)も同一形状に成形しており、
　端部保持ブロック(3)、(23)のエンドプレート(7)、(27)は、２列の電池(1)に接続され
るリード板(4)と、１列の電池(1)に接続されるリード板(4)を嵌着部(8)、(28)に配置して
、リード板(4)でもって同列の電池(1)を並列接続して、隣接する隣列の電池(1)を直列に
接続しており、
　さらに、リード板(4)は、絶縁ホルダ(2)、(22)から突出する接続部(4X)を有し、この接
続部(4X)を絶縁ホルダ(2)、(22)と平行に配設している回路基板(5)に接続してなる組電池
。
【請求項２】
　第１の端部保持ブロック(3A)と第２の端部保持ブロック(3B)が奇数列に電池(1)を収納
する保持部(6)を有し、第１の端部保持ブロック(3A)と第２の端部保持ブロック(3B)のエ
ンドプレート(7)は、１列の電池(1)に接続される１列リード板(4A)の嵌着部(8A)と、２列
の電池(1)に接続される２列リード板(4B)の嵌着部(8B)を設けており、
　さらに１列リード板(4A)と２列リード板(4B)の境界部とその両側に沿って、リード板(4
)を嵌着する隔壁(11)を突出して設けて、隔壁(11)の間をリード板(4)の嵌着部(8)として
いる請求項１に記載される組電池。
【請求項３】
　第１の端部保持ブロック(3A)と第２の端部保持ブロック(3B)が、リード板(4)の接続部(
4X)を案内する嵌着凹部(14)を上下両端に設けている請求項２に記載される組電池。
【請求項４】
　第１の端部保持ブロック(23A)と第２の端部保持ブロック(23B)が偶数列に電池(1)を収
納する保持部(26)を有し、第１の端部保持ブロック(23A)と第２の端部保持ブロック(23B)
のエンドプレート(27)は、１列の電池(1)に接続される１列リード板(4A)の嵌着部(28)と
、２列の電池(1)に接続される２列リード板(4B)の嵌着部(28)を設けており、
　さらに、１列リード板(4A)及び２列リード板(4B)の接続部(4X)を案内する嵌着凹部(34)
と、接続部(4X)の反対側の端部を嵌着する端部嵌着部(36)とでリード板(4)の嵌着部(28)
としている請求項１に記載される組電池。
【請求項５】
　第１の端部保持ブロック(3A)、(23A)と第２の端部保持ブロック(3B)、(23B)とが、上下
の外側に突出して連結凸部(15)、(35)を設けており、この連結凸部(15)、(35)を連結して
、第１の端部保持ブロック(3A)、(23A)と第２の端部保持ブロック(3B)、(23B)とを連結し
ている請求項１に記載される組電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の電池を複数列、複数段に収納している組電池に関し、とくに、複数の
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電池を並列と直列に接続して出力を大きくしている組電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電動バイク等の電源に使用される組電池は、多数の電池を並列と直列に接続して、充電
容量と出力電圧を大きくしている。この種の電池は、電池の電極にリード板をスポット溶
接してケースに収納している。電池はケース内の定位置に配置する必要がある。とくに、
振動の激しい電動バイク等に使用される組電池は、電池を定位置にしっかりと保持する必
要がある。このことを実現するために、複数の電池を絶縁ホルダで定位置に保持する組電
池が開発されている。
【特許文献１】特開２００６－１００１４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１の組電池は、図１に示すように、複数の電池９１を、端面を同一の面に位置
させる平行な姿勢として、ケース９２に複数列、複数段に並べて収納している。図の電池
９１は１０列、２段に並べて収納している。ケース９２に収納される電池９１の端部電極
には、リード板９４を接続して、リード板９４で複数の電池９１を接続している。ケース
９２は、プラスチックを成形して、電池９１を挿入して定位置に配置する複数の保持筒９
６を設けている。さらにケース９２は、保持筒９６の開口部の周縁に沿って、リード板９
４を定位置に配置するストッパリブ９９を一体的に成形して設けている。このストッパリ
ブ９９の内側にリード板９４を配置して、リード板９４を定位置に配置している。この組
電池は、リード板９４をストッパリブ９９の内側に配置してケース９２の定位置に配置し
、さらに、このリード板９４を電池９１の端部電極にスポット溶接して接続している。
【０００４】
　図１に示す構造の組電池は、電池とリード板を定位置に配置できるが、電池の個数が多
くなると、部品コストが高くなる。とくに、プラスチックを成形している保持筒を有する
ケースを成形する金型が大きく複雑となって、製造コストが高くなる欠点がある。
【０００５】
　本発明は、さらにこ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、電池とリード板を定位置に配置しながら、収納する電池の個数が多くなって
も安価に多量生産できる組電池を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の組電池は、前述の目的を達成するために以下の構成を備える。
　組電池は、複数の電池１を平行な姿勢で複数列、複数段に電池１の絶縁ホルダ２、２２
に収納している。絶縁ホルダ２、２２は、複数の分割ブロック２Ａ、２２Ａに分割してい
る。さらに、各々の分割ブロック２Ａ、２２Ａは、電池１の両端を別々に保持するように
、第１の端部保持ブロック３Ａ、２３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂ、２３Ｂに分割し
ている。第１の端部保持ブロック３Ａ、２３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂ、２３Ｂは
、対向する内側に電池１の一端部を挿入して定位置に保持する保持部６、２６を、外側に
は保持部６、２６に保持される電池１の端部電極に溶接して固定されるリード板４を定位
置に嵌着するリード板４の嵌着部８、２８を有するエンドプレート７、２７を備える。さ
らに、保持部６、２６とエンドプレート７、２７はプラスチックで一体的に成形されると
共に、第１の端部保持ブロック３Ａ、２３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂ、２３Ｂを同
一形状としている。さらにまた、各々の分割ブロック２Ａ、２２Ａの第１の端部保持ブロ
ック３Ａ、２３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂ、２３Ｂも同一形状に成形している。端
部保持ブロック３、２３のエンドプレート７、２７は、２列の電池１に接続されるリード
板４と、１列の電池１に接続されるリード板４を嵌着部８、２８に配置して、リード板４
でもって同列の電池１を並列接続して、隣接する隣列の電池１を直列に接続している。さ
らに、リード板４は、絶縁ホルダ２、２２から突出する接続部４Ｘを有し、この接続部４
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Ｘを絶縁ホルダ２、２２と平行に配設している回路基板５に接続している。
【０００７】
　本発明の組電池は、第１の端部保持ブロック３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂが奇数
列に電池１を収納する保持部６を有し、第１の端部保持ブロック３Ａと第２の端部保持ブ
ロック３Ｂのエンドプレート７は、１列の電池１に接続される１列リード板４Ａの嵌着部
８Ａと、２列の電池１に接続される２列リード板４Ｂの嵌着部８Ｂを設けることができる
。さらに、この組電池は、１列リード板４Ａと２列リード板４Ｂの境界部とその両側に沿
って、リード板４を嵌着する隔壁１１を突出して設けて、隔壁１１の間をリード板４の嵌
着部８とすることができる。
【０００８】
　本発明の組電池は、第１の端部保持ブロック３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂが、リ
ード板４の接続部４Ｘを案内する嵌着凹部１４を上下両端に設けることができる。
【０００９】
　本発明の組電池は、第１の端部保持ブロック２３Ａと第２の端部保持ブロック２３Ｂが
偶数列に電池１を収納する保持部２６を有し、第１の端部保持ブロック２３Ａと第２の端
部保持ブロック２３Ｂのエンドプレート２７は、１列の電池１に接続される１列リード板
４Ａの嵌着部２８と、２列の電池１に接続される２列リード板４Ｂの嵌着部２８を設ける
ことができる。さらに、１列リード板４Ａ及び２列リード板４Ｂの接続部４Ｘを案内する
嵌着凹部３４と、接続部４Ｘの反対側の端部を嵌着する端部嵌着部３６とでリード板４の
嵌着部２８とすることができる。
【００１０】
　さらに、本発明の組電池は、第１の端部保持ブロック３Ａ、２３Ａと第２の端部保持ブ
ロック３Ｂ、２３Ｂとが、上下の外側に突出して連結凸部１５、３５を備え、この連結凸
部１５、３５を連結して、第１の端部保持ブロック３Ａ、２３Ａと第２の端部保持ブロッ
ク３Ｂ、２３Ｂとを連結することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の組電池は、絶縁ホルダでもって、電池とリード板を定位置に配置しながら、収
納する電池の個数が多くなっても安価に多量生産できる特徴がある。それは、本発明の組
電池が、複数の電池を平行姿勢で複数列、複数段に絶縁ホルダに収納すると共に、この絶
縁ホルダを、複数の分割ブロックに分割し、さらに、各々の分割ブロックを電池の両端を
別々に保持する第１の端部保持ブロックと第２の端部保持ブロックに分割して、第１の端
部保持ブロックと第２の端部保持ブロックには、対向する内側に電池の一端部を挿入して
定位置に保持する保持部を、外側には電池の端部電極に固定されるリード板を定位置に嵌
着するリード板の嵌着部のをあるエンドプレートを設けて、保持部とエンドプレートをプ
ラスチックで一体的に成形し、さらに第１の端部保持ブロックと第２の端部保持ブロック
を同一形状とし、かつ、各々の分割ブロックの第１の端部保持ブロックと第２の端部保持
ブロックも同一形状に成形し、また、端部保持ブロックのエンドプレートは、２列の電池
に接続されるリード板と、１列の電池に接続されるリード板を嵌着部に配置して、リード
板でもって同列の電池を並列接続して、隣接する隣列の電池を直列に接続し、リード板に
は、絶縁ホルダから突出する接続部を設けて、この接続部を絶縁ホルダと平行に配設する
回路基板に接続しているからである。
【００１２】
　とくに、本発明の組電池は、全ての分割ブロックの第１の端部保持ブロックと第２の端
部保持ブロックを同一形状に成形することから、同じ形状に成形している端部保持ブロッ
クを使用して、多数の電池を収納できる。たとえば、図２ないし図４に示す組電池にあっ
ては、全体を３ブロックの分割ブロックに分割して、各々の分割ブロックを第１の端部保
持ブロックと第２の端部保持ブロックに分割することから、絶縁ホルダは、プラスチック
を同じ形状に成形してなる６つの端部保持ブロックで組み立てられる。この組電池は、各
々の分割ブロックに３列５段として、１５個の電池を収納するので、全体で４５個の電池



(5) JP 2008-97942 A 2008.4.24

10

20

30

40

50

を収納しながら、小さく成形される６個の端部保持ブロックを使用して組み立てられる。
【００１３】
　さらに、本発明の組電池は、各々の分割ブロックを構成する第１の端部保持ブロックと
第２の端部保持ブロックのエンドプレートには、１列リード板と２列リード板の嵌着部を
設けて、嵌着部に１列リード板と２列リード板を入れて定位置に配置すると共に、リード
板で同列の電池を並列に、隣の列の電池を直列に接続して全ての電池を電気接続して、全
ての分割ブロックを同じ構造に組み立て、分割ブロックを連結する個数で組電池全体の電
池数を自由に調整できる。このため、電池数を多くする組電池においても、専用の大きな
ケースをプラスチックで成形することなく、同じ構造の分割ブロックの連結個数を変更し
て、電池数を多く、容量と電圧を自由に大きくできる。
【００１４】
　特に、本発明の請求項２の組電池は、請求項１の構成に加えて、第１の端部保持ブロッ
クと第２の端部保持ブロックは、奇数列に電池を収納する保持部を設けて、第１の端部保
持ブロックと第２の端部保持ブロックのエンドプレートには、１列の電池に接続される１
列リード板の嵌着部と、２列の電池に接続される２列リード板の嵌着部を設けており、さ
らに１列リード板と２列リード板の境界部とその両側に沿って、リード板を嵌着する隔壁
を突出して設けて、隔壁の間をリード板の嵌着部としている。この構造の組電池は、１列
リード板と２列リード板の間に、隣接するリード板を確実に絶縁する隔壁を設けながら、
同一形状に成型している第１の端部保持ブロックと第２の端部保持ブロックを使用し、こ
れを上下に反転して連結して使用できる。この組電池は、図３の斜視図に示すように、第
１の端部保持ブロックと第２の端部保持ブロックにおいて、リード板を回路基板に接続す
る接続部の引出位置が異なる。一方の端部保持ブロックは、リード板の接続部を両側部分
に配置し、他の端部保持ブロックは中央部と一方の側部とに接続部を配設する。ただ、全
ての分割ブロックは、リード板の接続部を同じ位置に配置するので、同じ分割ブロックを
連結して組電池となる。したがって、この構造の組電池は、リード板の間に隔壁を設けて
いる同一形状の端部保持ブロックを使用して、多数の電池を定位置に配置して組電池を組
み立てできる。
【００１５】
　また、本発明の請求項３の組電池は、さらに請求項２の構成に加えて、第１の端部保持
ブロックと第２の端部保持ブロックが、リード板の接続部を案内する嵌着凹部を上下両端
に設けているので、リード板の接続部を嵌着凹部に配置しながら、同一形状の端部保持ブ
ロックでもって、多数の電池を定位置に配置し、リード板を隔壁で絶縁する状態に組み立
てできる。
【００１６】
　さらにまた、本発明の請求項４の組電池は、請求項１の構成に加えて、第１の端部保持
ブロックと第２の端部保持ブロックに偶数列に電池を収納し、端部保持ブロックのエンド
プレートには、１列の電池に接続される１列リード板の嵌着部と、２列の電池に接続され
る２列リード板の嵌着部を設けており、さらに、１列リード板と２列リード板の接続部を
案内する嵌着凹部と、接続部の反対側の端部を嵌着する端部嵌着部とをリード板の嵌着部
として、端部保持ブロックに偶数列の電池を収納する。この組電池は、図１１と図１２に
示すように、電池とリード板とを同じように固定している複数の分割ブロックを連結して
組み立てできる。この分割ブロックは、第１の端部保持ブロックは、その両側に１列リー
ド板を固定して、その間に２列リード板を固定し、第２の端部保持ブロックには、２列リ
ード板のみを固定している。この分割ブロックは、リード板の嵌着部を、リード板の接続
部を案内する嵌着凹部と、リード板の端部を嵌着部する端部嵌着部として、１列リード板
と２列リード板を異なる位置に固定できる構造としている。したがって、この組電池も同
一形状の端部保持ブロックを使用して分割ブロックを組み立て、さらに同じように組み立
てている分割ブロックを連結して、収納する電池の個数を自由に調整して組み立てできる
。
【００１７】



(6) JP 2008-97942 A 2008.4.24

10

20

30

40

50

　また、本発明の請求項５の組電池は、請求項１の構成に加えて、第１の端部保持ブロッ
クと第２の端部保持ブロックとが、上下の外側に突出して連結凸部を設けており、この連
結凸部を連結して、第１の端部保持ブロックと第２の端部保持ブロックとを連結している
ので、同一形状の端部保持ブロックを使用しながら、第１の端部保持ブロックと第２の端
部保持ブロックを確実に連結できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施例は、本発
明の技術思想を具体化するための組電池を例示するものであって、本発明は組電池を以下
のものに特定しない。
【００１９】
　さらに、この明細書は、特許請求の範囲を理解しやすいように、実施例に示される部材
に対応する番号を、「特許請求の範囲」および「課題を解決するための手段の欄」に示さ
れる部材に付記している。ただ、特許請求の範囲に示される部材を、実施例の部材に特定
するものでは決してない。
【００２０】
　図２ないし図１６に示す組電池は、複数の電池１を収納する絶縁ホルダ２、２２と、こ
の絶縁ホルダ２、２２に収納している電池１にリード板４を介して接続される回路基板５
と、これらを収納している鎖線で示す外装ケース１８とを備える。
【００２１】
　絶縁ホルダ２、２２は、複数の電池１を平行な姿勢で複数列、複数段に収納している。
図２ないし図５の組電池は、９列、５段に電池１を収納しており、図１０ないし図１５の
組電池は、電池１を８列、５段に収納している。絶縁ホルダ２、２２は、複数の分割ブロ
ック２Ａ、２２Ａに分割している。図２ないし図５の組電池は、絶縁ホルダ２を３ブロッ
クの分割ブロック２Ａに分割しており、図１０ないし図１５の組電池は、絶縁ホルダ２２
を２ブロックの分割ブロック２３に分割している。
【００２２】
　各々の分割ブロック２Ａ、２２Ａは、電池１の両端部を別々に保持するように、第１の
端部保持ブロック３Ａ、２３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂ、２３Ｂに分割している。
各々のブロックに収納される電池１は、その両端の端部電極にリード板４を接続している
。リード板４は、複数の分割ブロック２Ａ、２２Ａに収納される同列の電池１を並列に、
隣接する列の電池１を直列に接続し、さらに、各々の電池電圧を検出できるように、電池
１を回路基板５に接続している。
【００２３】
　電池１は、充電できる二次電池で、円筒形のリチウムイオン二次電池である。ただし、
電池は、ニッケル水素電池やニッケルカドミウム電池とすることもできる。さらに、図の
パック電池は、電池１を円筒型電池とするが、角型電池とすることもできる。分割ブロッ
ク２Ａ、２２Ａは、電池１を平行な姿勢とし、両端の端部電極にリード板４を溶接して連
結できる姿勢として、複数列、複数段に収納する。図２ないし図７の分割ブロック２Ａは
、奇数列、すなわち３列、５段に電池１を収納している。図１０ないし図１６の分割ブロ
ック２２Ａは、偶数列、すなわち４列、５段に電池１を収納している。分割ブロック２Ａ
、２２Ａは、電池１の端部電極にリード板４を溶接するために、収納する電池１を、端面
がほぼ同一面に配置するように収納する。図の分割ブロック２Ａ、２２Ａは、電池１を３
列又は４列で、５段に電池１を収納するが、分割ブロックは、３列以下、あるいは５列以
上に並べて収納することができ、４段以下、あるいは６段以上に収納することもできる。
【００２４】
　第１の端部保持ブロック３Ａ、２３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂ、２３Ｂは、対向
する内側に電池１の一端部を挿入して定位置に保持する保持部６、２６を、外側には保持
部６、２６に保持される電池１の端部電極に溶接して固定されるリード板４を定位置に嵌
着するリード板４の嵌着部８、２８を有するエンドプレート７、２７を有する。第１の端
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部保持ブロック３Ａ、２３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂ、２３Ｂは、保持部６、２６
とエンドプレート７、２７をプラスチックで一体的に成形している。さらに、第１の端部
保持ブロック３Ａ、２３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂ、２３Ｂは、プラスチックで同
一形状に成形している。さらに、各々の分割ブロック２Ａ、２２Ａの第１の端部保持ブロ
ック３Ａ、２３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂ、２３Ｂもプラスチックで同一形状に成
形している。
【００２５】
　第１の端部保持ブロック３Ａ、２３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂ、２３Ｂは、図５
ないし図９、図１５、及び図１６に示すように、電池１を挿通して保持する保持部６、２
６の両端に、エンドプレート７、２７を連結する形状としている。この端部保持ブロック
３、２３は、絶縁材であるプラスチックを成形して製作される。保持部６、２６は、電池
１を挿通する複数の挿通穴９、２９を貫通して設けている。図５ないし図９の第１の端部
保持ブロック３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂは、３列×５段に円筒型電池１を収納す
るので、１５個の挿通穴９を設けている。図１６の第１の端部保持ブロック２３Ａと第２
の端部保持ブロック２３Ｂ２は、４列×５段に円筒型電池１を収納するので、２０個の挿
通穴２９を設けている。以上の図の端部保持ブロック３、２３は、円筒形電池１の中心線
が碁盤格子の交点に位置するように配置しているが、端部保持ブロックは、図示しないが
、隣の列に配設される電池を、隣接する電池の谷間に位置するように、すなわち複数列に
配置する電池を「俵積み」の状態で配設することもできる。この端部保持ブロックは、同
じ段の電池が上下にずれる状態で収納される。
【００２６】
　さらに、図５ないし図９に示す端部保持ブロック３は、エンドプレート７側の開口部に
、電池１が抜けるのを阻止するストッパ凸部１０を設けている。ストッパ凸部１０は、図
９に示すように、電池１の端部電極をリード板４に溶接するのに邪魔にならないように、
挿通穴９の内周部に突出して設けられる。この保持部６の挿通穴９に挿通される電池１は
、エンドプレート７側のストッパ凸部１０に当たって、保持部６である挿通穴９の定位置
に配置される。
【００２７】
　分割ブロック２Ａ、２２Ａは、保持部６、２６を軸方向の中間で２分割して、第１の端
部保持ブロック３Ａ、２３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂ、２３Ｂに分割している。こ
の構造は、第１の端部保持ブロック３Ａ、２３Ａの保持部６、２６に電池１の半分を、第
２の端部保持ブロック３Ｂ、２３Ｂに電池１の反対側の半分を保持する。第１の端部保持
ブロック３Ａ、２３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂ、２３Ｂは、分割された保持部６、
２６の端部にエンドプレート７、２７を連結する形状にプラスチックで一体成形される。
この端部保持ブロック３、２３は、保持部６、２６の分割端である開口部から電池１を挿
入し、第１の端部保持ブロック３Ａ、２３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂ、２３Ｂを互
いに連結して、複数の電池１を分割ブロック２Ａ、２２Ａに収納する。
【００２８】
　端部保持ブロック３、２３の保持部６、２６は、図５ないし図７、図１５及び図１６　
に示すように、電池１の表面のほぼ全周に沿う円柱状の挿通穴９、２９である。ただ、保
持部は、必ずしも電池の全周に沿う円柱状に挿通穴９、２９とする必要はない。保持部６
、２６は、図示しないが、エンドプレート側に向かって次第に内径が小さくなるテーパー
状に内面を成形している。この保持部６、２６は、エンドプレート７、２７の内面に電池
１の表面に面接触させて電池１を定位置に保持できる。また、プラスチックで保持部６、
２６を成形する金型の設計と脱型を簡単にできる。
【００２９】
　エンドプレート７、２７は、保持部６、２６の両端に連結されて、リード板４を定位置
に配置する。エンドプレート７、２７で定位置に配置されるリード板４は、保持部６、２
６の挿通穴９、２９の開口部から表出する電池１の端部電極にスポット溶接されて、電池
１に接続される。図２ないし図７の分割ブロック２Ａは、第１の端部保持ブロック３Ａと
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第２の端部保持ブロック３Ｂに奇数列に電池１を収納する。これらの図に示す第１の端部
保持ブロック３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂのエンドプレート７は、１列の電池１に
接続される１列リード板４Ａの嵌着部８Ａと、２列の電池１に接続される２列リード板４
Ｂの嵌着部８Ｂを設けている。また、１列リード板４Ａと２列リード板４Ｂの境界部とそ
の両側に沿って、リード板４を嵌着する隔壁１１を突出して設けて、隔壁１１の間をリー
ド板４の嵌着部８、２８としている。さらに、第１の端部保持ブロック３Ａ、２３Ａと第
２の端部保持ブロック３Ｂ、２３Ｂは、上縁と下縁にも、リード板４の外側に沿う内形の
隔壁１１を突出して設けている。
【００３０】
　１列リード板４Ａと２列リード板４Ｂは、電極の両端に設けられる円形の端部電極に沿
うように、外周を円弧状としている。したがって、第１の端部保持ブロック３Ａの嵌着部
８と、第２の端部保持ブロック３Ｂの嵌着部８は、その両側縁を、円弧状としている。
【００３１】
　奇数列に電池１を収納する分割ブロック２Ａの端部保持ブロック３は、１列リード板４
Ａの嵌着部８の外側に設けている隔壁１１に、隣接して配置される分割ブロック２Ａの電
池１を直列に接続する接続プレート１３を定位置に配置する連結凹部１２を設けている。
連結凹部１２は、ここに接続プレート１３を入れて定位置に配置する。奇数列に電池１を
収納する分割ブロック２Ａの端部保持ブロック３は、片側に１列リード板４Ａの嵌着部８
を設けるので、この１列リード板４Ａの嵌着部８の外側にのみ、連結凹部１２を設けてい
る。この端部保持ブロック３は、上下を反転して連結して、連結凹部１２を左右に逆転で
きる。すなわち、図６の分割ブロック２Ａは、図において手前の左側に連結凹部１２を設
け、図７の分割ブロック２Ａは図において手前の右側に連結凹部１２を設けているが、こ
れらの分割ブロック２Ａは、同一形状に成形している端部保持ブロック３の上下を反転し
て連結して、連結凹部１２を左右に移動している。
【００３２】
　さらに、奇数列に電池１を収納する分割ブロック２Ａの端部保持ブロック３は、リード
板４の接続部４Ｘを案内する嵌着凹部１４を、上下の隔壁１１に設けている。図の端部保
持ブロック３は、３列に電池１を収納するので、上下に設けている隔壁１１の両側部と中
間に、３つの嵌着凹部１４を設けている。この形状の端部保持ブロック３は、上下を反転
して使用して、上下の隔壁１１に設けている嵌着凹部１４にリード板４の接続部４Ｘを案
内できる。
【００３３】
　図６と図７に示す第１の端部保持ブロック３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂは、全体
を直方体として、対向する面に保持部６の挿通穴９を開口するように設けて、外側にリー
ド板４の嵌着部８を設けている。さらに、第１の端部保持ブロック３Ａと第２の端部保持
ブロック３Ｂを連結するために、上下の外側に突出して連結凸部１５を設けている。この
連結凸部１５が連結されて、第１の端部保持ブロック３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂ
を連結する。電池１を奇数列に収納する第１の端部保持ブロック３Ａと第２の端部保持ブ
ロック３Ｂは、上下反転して連結されるので、連結凸部１５は、同一形状に成形している
第１の端部保持ブロック３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂを連結できるように、止ネジ
の穴や連結凸部（図示せず）等を設けている。
【００３４】
　分割ブロック２Ａに奇数列に電池１を収納する組電池は、以下のようにして組み立てら
れる。
（１）図７と図８に示すように、電池１の一端部を第１の端部保持ブロック３Ａの保持部
６である挿通穴９に、電池１の他端部を第２の端部保持ブロック３Ｂの保持部６である挿
通穴９に入れて、第１の端部保持ブロック３Ａと第２の端部保持ブロック３Ｂを連結する
。図２ないし図５に示す組電池は、３ブロックの分割ブロック２Ａを連結している。両側
に配設される分割ブロック２Ａは、図において手前の右側に１列リード板４Ａを、手前の
左側に２列リード板４Ｂを配設して、接続部４Ｘを上方に突出させる。中央の分割ブロッ
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ク２Ａは、手前の左側に１列リード板４Ａを配設して、手前の右側に２列リード板４Ｂを
配設する。したがって、両側と中央の分割ブロック２Ａは、１列リード板４Ａと２列リー
ド板４Ｂを反対側に配設している。１列リード板４Ａと２列リード板４Ｂは、分割ブロッ
ク２Ａを上下に反転して、左右に変更できる。したがって、両側の分割ブロック２Ａと中
央の分割ブロック２Ａは、端部保持ブロック３を上下反転して組み立てている。電池１の
両端に位置するエンドプレート７は、１列リード板４Ａと２列リード板４Ｂを反対側に配
設して、電池１を直列に接続している。第１の端部保持ブロック３Ａと第２の端部保持ブ
ロック３Ｂは、連結凸部１５を止ネジで連結して、内部に電池１を収納する状態で連結さ
れる。
【００３５】
（２）エンドプレート７の嵌着部８に案内された１列リード板４Ａと２列リード板４Ｂを
、電池１の端部電極に溶接する。この状態で、１列リード板４Ａと２列リード板４Ｂは、
同列の電池１を並列に接続して、隣の列の電池１を直列に接続する。
【００３６】
（３）図３に示すように、３ブロックの分割ブロック２Ａを直線状に連結して、隣接する
分割ブロック２Ａの１列リード板４Ａを接続プレート１３で直列に接続する。接続プレー
ト１３は、端部保持ブロック３の隔壁１１に設けている連結凹部１２に配設される。
【００３７】
（４）さらに、３ブロックの分割ブロック２Ａを連結してひとつの絶縁ホルダ２とし、図
２に示すように、この絶縁ホルダ２の上に、回路基板５を収納する基板ホルダ１７を配置
する。３ブロックに分割された分割ブロック２Ａは、フレーム（図示せず）で連結され、
あるいは隣接する分割ブロック２Ａを接着し、あるいは嵌着構造で連結し、あるいは溶着
して連結される。リード板４の接続部４Ｘを回路基板５に接続する。
【００３８】
　以上のようにして組み立てられた電池のコアパック１９は、外装ケース１８に入れて完
成された組電池となる。
【００３９】
　複数の電池１は、端面にリード板４を溶着して、互いに直列と並列とに接続している。
各々のリード板４は、絶縁ホルダ２の上面に配置している回路基板５に接続している。リ
ード板４は、回路基板５に接続する接続部４Ｘを絶縁ホルダ２から上方に突出するように
設けている。リード板４は、接続部４Ｘにリードピン１６を半田付けして連結しており、
これらを介して回路基板５に接続している。
【００４０】
　リード板４を介して電池１に接続される回路基板５は、各々の電池電圧を検出して、充
放電の電流を遮断する保護回路（図示せず）を実装している。保護回路は、いずれかの電
池電圧が最低電圧よりも低くなると、放電電流を遮断するスイッチング素子をオフに切り
換えて、放電電流を遮断する。また、いずれかの電池電圧が最高電圧よりも高くなると、
充電を停止するスイッチング素子をオフに切り換えて、充電を停止する。このように、各
々の電池電圧を検出して、充放電をコントロールする保護回路を実装するパック電池は、
電池１を保護しながら安全に使用できる。
【００４１】
　基板ホルダ１７は、回路基板５を収納して所定の位置に配置する。基板ホルダ１７は、
底板の周囲に周壁を設けて上方開口の箱形としており、この周壁の内側に回路基板５を収
納して、所定の位置に配置している。基板ホルダ１７は、ネジ止めして、あるいは、係止
構造で絶縁ホルダ２の定位置に固定される。
【００４２】
　さらに、基板ホルダ１７は、底板から突出する支持部（図示せず）を設けており、この
支持部に止ネジを介して回路基板５を固定して、回路基板５を基板ホルダ１７の底板から
離れた位置に配置する。この回路基板５は、基板ホルダ１７の底板との対向面に保護回路
等を実現する電子部品（図示せず）を配置している。さらに、回路基板を絶縁樹脂にポッ
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ティングして埋設し、ポッティング樹脂で回路基板を保護することもできる。
【００４３】
　電池１を偶数列に収納する分割ブロック２２Ａは、図１０ないし図１６に示すように、
一方の端部保持ブロック２３には、２列リード板４Ｂのみを固定するが、他方の端部保持
ブロック２３には、両側に１列リード板４Ａを設けて、１列リード板４Ａの間に２列リー
ド板４Ｂを固定する。すなわち、分割ブロック２２Ａは、両面に固定されるリード板４の
配置が異なる。したがって、１列リード板４Ａと２列リード板４Ｂのみを嵌着できる嵌着
部２８を設けることはできない。したがって、第１の端部保持ブロック２３Ａと第２の端
部保持ブロック２３Ｂは、奇数列の端部保持ブロック３のように、１列リード板４Ａと２
列リード板４Ｂの間に隔壁を突出し設けない。隔壁３１は端部保持ブロック２３の上縁と
下縁にのみ設けて、１列リード板４Ａと２列リード板４Ｂの両方を固定位置を変更して定
位置に配置できる嵌着部２８を設けている。
【００４４】
　この嵌着部２８は、１列リード板４Ａと２列リード板４Ｂの接続部４Ｘを案内する嵌着
凹部３４と、接続部４Ｘの反対側の端部を嵌着する端部嵌着部３６とで構成される。嵌着
凹部３４は、端部保持ブロック２３の上縁の隔壁３１に設けられ、端部嵌着部３６は、端
部保持ブロック２３の下縁に設けた隔壁３１に設けている。下縁の隔壁３１に設けられる
端部嵌着部３６は、円弧状に裁断されるリード板４に沿うような内形に成形される。この
嵌着部２８は、１列リード板４Ａと２列リード板４Ｂの接続部４Ｘを嵌着凹部３４に入れ
て定位置に配置し、さらに、接続部４Ｘの反対側の端部を端部嵌着部３６に入れて定位置
に配置して、エンドプレート２７の位置に配置される。偶数列に電池１を収納する分割ブ
ロック２２Ａは、同じ構造に組み立て、これを連結して組電池となる。したがって、この
分割ブロック２２Ａは、奇数列に電池１を収納する分割ブロック２Ａのように、端部嵌着
部３６を上下反転して連結する必要がない。ただ、端部保持ブロック２３のエンドプレー
ト２７は、１列リード板４Ａと２列リード板４Ｂの配列が異なる。したがって、嵌着凹部
３４は、１列リード板４Ａ及び２列リード板４Ｂの接続部４Ｘを嵌着できる位置に設けら
れる。図１０ないし図１６の端部保持ブロック２３は、上縁の隔壁３１の両端部と中間で
一方に偏在する位置に嵌着凹部３４を設けている。
【００４５】
　分割ブロック２２Ａに偶数列に電池１を収納する組電池は、以下のようにして組み立て
られる。
（１）図１６に示すように、電池１の一端部を第１の端部保持ブロック２３Ａの保持部２
６である挿通穴２９に、電池１の他端部を第２の端部保持ブロック２３Ｂの保持部２６で
ある挿通穴２９に入れて、第１の端部保持ブロック２３Ａと第２の端部保持ブロック２３
Ｂを連結する。図１０ないし図１５に示す組電池は、２ブロックの分割ブロック２２Ａを
連結している。各々の分割ブロック２２Ａは、一方のエンドプレート２７には２列リード
板４Ｂのみを固定し、他方のエンドプレート２７には両側に１列リード板４Ａを固定して
、その間には２列リード板４Ｂを固定する。第１の端部保持ブロック２３Ａと第２の端部
保持ブロック２３Ｂは、連結凸部３５を止ネジで連結して、内部に電池１を収納する状態
で連結される。
【００４６】
（２）エンドプレート２７の嵌着部２８に案内された１列リード板４Ａと２列リード板４
Ｂを、電池１の端部電極に溶接する。この状態で、１列リード板４Ａと２列リード板４Ｂ
は、同列の電池１を並列に接続して、隣の列の電池１を直列に接続する。
【００４７】
（３）図１１と図１２に示すように、２ブロックの分割ブロック２２Ａを直線状に連結し
て、隣接する分割ブロック２２Ａの１列リード板４Ａを接続プレート３３で直列に接続す
る。同じ形状に組み立てられた分割ブロック２２Ａは、片方に２列リード板４Ｂが位置す
る姿勢で連結される。
【００４８】
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（４）さらに、２ブロックの分割ブロック２２Ａを連結してひとつの絶縁ホルダ２２とし
、この絶縁ホルダ２２の上に、回路基板５を収納する基板ホルダ１７を配置する。２ブロ
ックに分割された分割ブロック２２Ａは、フレーム（図示せず）で連結され、あるいは隣
接する分割ブロック２２Ａを接着し、あるいは嵌着構造で連結し、あるいは溶着して連結
される。リード板４の接続部４Ｘを回路基板５に接続する。
【００４９】
　以上のようにして組み立てられた電池のコアパック３９は、外装ケース１８に入れて完
成された組電池となる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】従来の組電池の斜視図である。
【図２】本発明の一実施例にかかる組電池の斜視図である。
【図３】図２に示す組電池の分解斜視図である。
【図４】図３に示す組電池の分解斜視図である。
【図５】図２に示す組電池の水平断面図である。
【図６】図４に示す組電池の分割ブロックの分解斜視図である。
【図７】図４に示す組電池の他の分割ブロックの分解斜視図である。
【図８】端部保持ブロックの正面図である。
【図９】図８に示す端部保持ブロックの背面図である。
【図１０】本発明の他の実施例にかかる組電池の斜視図である。
【図１１】図１０に示す組電池の分解斜視図である。
【図１２】図１１に示す組電池の背面図である。
【図１３】図１１に示す組電池の分解斜視図である。
【図１４】図１２に示す組電池の分解斜視図である。
【図１５】図１０に示す組電池の水平断面図である。
【図１６】図１１に示す組電池の分割ブロックの分解斜視図である。
【符号の説明】
【００５１】
　　１…電池
　　２、２２…絶縁ホルダ　　　　　２Ａ、２２Ａ…分割ブロック
　　３、２３…端部保持ブロック　　３Ａ、２３Ａ…第１の端部保持ブロック
　　　　　　　　　　　　　　　　　３Ｂ、２３Ｂ…第２の端部保持ブロック
　　４…リード板　　　　　　　　　４Ａ…１列リード板
　　　　　　　　　　　　　　　　　４Ｂ…２列リード板
　　　　　　　　　　　　　　　　　４Ｘ…接続部
　　５…回路基板
　　６、２６…保持部
　　７、２７…エンドプレート
　　８、２８…嵌着部　　　　　　　８Ａ…嵌着部
　　　　　　　　　　　　　　　　　８Ｂ…嵌着部
　　９、２９…挿通穴
　１０…ストッパ凸部
　１１、３１…隔壁
　１２…連結凹部
　１３、３３…接続プレート
　１４、３４…嵌着凹部
　１５、３５…連結凸部
　１６…リードピン
　１７…基板ホルダ
　１８…外装ケース
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　１９、３９…コアパック
　３６…端部嵌着部
　９１…電池
　９２…ケース
　９４…リード板
　９６…保持筒
　９９…ストッパリブ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】

【図９】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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