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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　角形の電池セルを複数並べて積層した電池ブロックを有する電池モジュールであって、
　前記複数の電池セルの間に介在されるスペーサと、
　該スペーサを前記電池セルの積層方向に沿ってスライド移動可能に支持するガイド部材
と、
　該ガイド部材のスライド移動方向一方側と他方側にそれぞれ配置されて前記電池ブロッ
クをスライド移動方向両側から挟み込む一対のエンドプレートと、
　前記ガイド部材と前記スペーサのいずれか一方に設けられ前記スライド移動方向に直交
する方向に突出する嵌合凸部と、
　前記ガイド部材と前記スペーサのいずれか他方に設けられ前記スライド移動方向に直交
する方向に凹陥して前記スライド移動方向に沿って延在し前記嵌合凸部と嵌合する嵌合凹
部と、を有し、
　前記ガイド部材は、前記電池セルのセル幅方向両側の側面にそれぞれ対向する一対の側
面対向部と、前記電池セルのセル高さ方向上側の上面に対向する上面対向部と、前記電池
セルのセル高さ方向下側の底面に対向する底面対向部と、を有し、
　前記スペーサは、前記電池セルのセル幅方向両側の側面と前記一対の側面対向部との間
に介在される一対の側壁部と、前記電池セルのセル高さ方向上側の上面と前記上面対向部
との間に介在される上壁部と、前記電池セルのセル高さ方向下側の底面と前記底面対向部
との間に介在される底壁部と、を有し、
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　前記嵌合凹部は、前記上面対向部に設けられ、前記嵌合凸部は、前記上壁部に設けられ
ていることを特徴とする電池モジュール。
【請求項２】
　角形の電池セルを複数並べて積層した電池ブロックを有する電池モジュールであって、
　前記複数の電池セルの間に介在されるスペーサと、
　該スペーサを前記電池セルの積層方向に沿ってスライド移動可能に支持するガイド部材
と、
　該ガイド部材のスライド移動方向一方側と他方側にそれぞれ配置されて前記電池ブロッ
クをスライド移動方向両側から挟み込む一対のエンドプレートと、
　前記ガイド部材と前記スペーサのいずれか一方に設けられ前記スライド移動方向に直交
する方向に突出する嵌合凸部と、
　前記ガイド部材と前記スペーサのいずれか他方に設けられ前記スライド移動方向に直交
する方向に凹陥して前記スライド移動方向に沿って延在し前記嵌合凸部と嵌合する嵌合凹
部と、を有し、
　前記ガイド部材は、前記電池セルのセル幅方向両側の側面にそれぞれ対向する一対の側
面対向部と、前記電池セルのセル高さ方向上側の上面に対向する上面対向部と、前記電池
セルのセル高さ方向下側の底面に対向する底面対向部と、を有し、
　前記スペーサは、前記電池セルのセル幅方向両側の側面と前記一対の側面対向部との間
に介在される一対の側壁部と、前記電池セルのセル高さ方向上側の上面と前記上面対向部
との間に介在される上壁部と、前記電池セルのセル高さ方向下側の底面と前記底面対向部
との間に介在される底壁部と、を有し、
　前記ガイド部材は、前記側面対向部と前記上面対向部を有する一対のサイドプレートと
、前記底面対向部を有するベースプレートと、を有し、
　前記ベースプレートには、冷媒が流通される冷却通路が設けられており、
　前記一対のサイドプレートは、前記スライド移動方向に所定間隔をおいて前記上面対向
部にスリットが設けられていることを特徴とする電池モジュール。
【請求項３】
　前記スペーサは、互いに隣り合う電池セルの間に挟まれる挟壁部と、該挟壁部に切り欠
き形成された切り欠き部と、前記一対の側壁部にそれぞれ開口して前記切り欠き部に連通
する開口部とを有し、
　前記一対のサイドプレートには、前記スペーサの開口部に連通する開口穴が設けられて
いることを特徴とする請求項２に記載の電池モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、充放電可能な角形のリチウムイオン二次電池を複数個接続して構成される電
池モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　充放電反応にリチウムイオンの吸蔵・放出を利用するリチウムイオン二次電池（以下、
リチウムイオン電池）は、従来の鉛電池やニッケルカドミウム電池よりも大きなエネルギ
ー密度が得られること、充放電反応に寄与するリチウムがほとんど金属リチウムとして電
極に析出しないこと、充放電を繰り返した際の容量の再現性に優れており安定な充放電特
性を得ることができること等の理由から、携帯電話やノートパソコンなどのポータブル電
子機器用電源、災害時補助用電源、自動車や二輪車等の移動体用電源等様々な用途へ適用
できる電池として大いに期待されている。
【０００３】
　特に、自動車では、二次電池からの電力で駆動するモータを搭載し、モータからの駆動
力によって走行するゼロエミッション電気自動車、化石燃料を用いるエンジンとモータの
両方を搭載するハイブリット電気自動車、さらには系統電源から直接二次電池を充電させ
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るプラグインハイブリット電気自動車がある。
【０００４】
　このリチウムイオン電池をハイブリッド自動車やゼロエミッション電気自動車等に搭載
する場合、リチウムイオン電池に要求される負荷電圧や負荷容量が増大するため、複数の
電池セルを直列接続や並列接続、またはそれらを組み合わせた接続を行い、組電池（電池
モジュール）を構成し、それを筺体に収納した構造をとることが多い。
【０００５】
　リチウムイオン電池の電池セルは充放電時に電極が膨張し、正極端子と負極端子間の間
隔が広くなることで内部抵抗が増大し出力が低下するため、膨張を抑制する必要がある。
また、電池セルは金属製の外装缶で構成されており、電位差のある外装缶が電気的に接続
されるとショート電流が流れるため、電池セルは互いに絶縁状態にする必要がある。
【０００６】
　これらのことから、正極端子、負極端子を同一面に有する角形の電池セルを複数配列さ
せて積層させた電池ブロックは、電池セルを直接保持し、隣接する電池セルとの絶縁状態
を保つスペーサと、電池ブロック両端に剛性の高い一対のエンドプレートとを電池セルの
積層方向に配置し、連結固定具によって両端から押圧をかけた状態でエンドプレートの間
隔を固定する構造を有するものが提案されている（特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－２８２５８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　エンドプレートの間隔を一定に保った状態で固縛する方法では、電池セル厚さの公差に
起因して電池ブロックに掛かる実効的な荷重が大きく変化する。例えば、公差の範囲内で
厚さの小さい電池セルばかりが集まれば、一定間隔内におさまる電池ブロックに掛かる実
効的な荷重は小さくなる。反対に、公差の範囲内で厚さの大きい電池セルばかりが集まれ
ば、一定間隔内におさまる電池ブロックに掛かる実効的な荷重は大きくなる。その結果、
電池モジュールとしての寸法は同じでも、電池ブロックに掛かる荷重は各電池モジュール
で大きくバラツキを有することになる。荷重のバラツキが大きいと、適正荷重で固縛出来
ていない電池モジュールの特性劣化は十分抑制出来ない。そこで、各電池ブロックに適し
たエンドプレート間隔、即ち適正荷重で固縛可能な構造が必要となる。また、特に自動車
に用いる電池モジュールには耐振動性が求められるため、組立精度が高く、振動に強いモ
ジュール構造が望まれる。
【０００９】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、電池モジ
ュールを構成するガイド部材でスペーサがスライド可能で、かつスペーサの位置決めが可
能な電池モジュールの構造を提案する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決する本発明の電池モジュールは、角形の電池セルを複数並べて積層した
電池ブロックを有する電池モジュールであって、前記複数の電池セルの間に介在されるス
ペーサと、該スペーサを前記電池セルの積層方向に沿ってスライド移動可能に支持するガ
イド部材と、該ガイド部材のスライド移動方向一方側と他方側にそれぞれ配置されて前記
電池ブロックをスライド移動方向両側から挟み込む一対のエンドプレートとを有すること
を特徴としている。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、スペーサを電池セルの積層方向の任意位置に配置できる。したがって
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、エンドプレートの間隔を電池ブロックの寸法に適した間隔に調整でき、適正荷重で固縛
できる。したがって、各電池セルに公差があっても、特性劣化の抑制された電池モジュー
ルの作製が可能となる。また、ガイド部材は、スペーサの位置決めとなる嵌合構造を有す
るため、組立精度向上が可能となり、耐振動性も向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１実施の形態に係る電池モジュールの外観斜視図。
【図２】第１実施の形態に係る電池モジュールの分解斜視図。
【図３】第１実施の形態に係る電池セルを示す外観斜視図。
【図４】第１実施の形態に係るスペーサを示す外観斜視図。
【図５】第１実施の形態に係る電池モジュールを組み立てる方法を説明する外観斜視図。
【図６】第１実施の形態に係るサイドプレートとスペーサの嵌合構造を示す側面図。
【図７】第２実施の形態に係る電池モジュールを組み立てる方法を説明する外観斜視図。
【図８】第２実施の形態に係るサイドプレートとスペーサの嵌合構造を示す側面図。
【図９】第２実施の形態に係るサイドプレートとスペーサの嵌合構造の他の一例を示す側
面図。
【図１０】第２実施の形態に係るサイドプレートとスペーサの嵌合構造の他の一例を示す
側面図。
【図１１】第２実施の形態に係るサイドプレートとスペーサの嵌合構造の他の一例を示す
側面図。
【図１２】第１実施の形態に係る電池モジュールの他の実施例を示す外観斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を具体的な実施例によって説明するが、本発
明はこれに限定されるものではない。また、実施例における図は、略図であり、図中の位
置関係や寸法等に正確さを保証するものではない。本明細書に開示される技術的思想の範
囲内において当業者による様々な変更および修正が可能である。また、本発明を説明する
ための全図において、同一の機能を有するものは、同一の符号を付け、その繰り返しの説
明は省略する場合がある。
【００１４】
［第１実施の形態］
　図１は、本実施形態に係る電池モジュールの外観斜視図、図２は、その分解斜視図であ
る。
　電池モジュール９は、角形の電池セル１を複数並べて積層した電池ブロック８を有する
。複数の電池セル１の間にはスペーサ２が介在されている。スペーサ２は、２つを組み合
わせることによって電池セル１を納める構造になっているため、以後セルホルダと示す。
電池モジュール９は、セルホルダ２を電池セル１の積層方向に沿ってスライド移動可能に
支持するガイド部材を有している（図５を参照）。そして、ガイド部材のスライド移動方
向一方側と他方側には、電池ブロック８をスライド移動方向両側から挟み込む一対のエン
ドプレート３がそれぞれ配置されている。
【００１５】
　ガイド部材は、電池ブロック８の側面に対向する一対のサイドプレート４と、電池ブロ
ック８の底部に対向するベースプレート５を備えている。サイドプレート４は、金属、ま
たは樹脂など様々な素材から作製できる。一対のサイドプレート４は、電池セル１のセル
幅方向両側の側面に対向する一対の側面対向部４１と、電池セル１のセル高さ方向上側の
上面に対向する上面対向部４２を有しており、上面対向部４２には、スライド移動方向に
直交する方向に凹陥してスライド移動方向に沿って延在し、後述するセルホルダ２の嵌合
凸部２６と嵌合する嵌合凹部４３が設けられている。嵌合凹部４３は、上方に向かって凹
陥する断面半円弧形状を有している。
【００１６】
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　また、サイドプレート４の上面対向部４２には、スライド移動方向に所定間隔をおいて
スリット４４が設けられており、下方にかしめることによって各セルホルダ２をそれぞれ
スライド移動方向に直交する方向に付勢して電池セル１の底面ＰＢをベースプレート５の
底面対向部５１に押圧できるようになっている。
【００１７】
　ベースプレート５は、電池セル１のセル高さ方向下側の底面ＰＢに対向する底面対向部
５１を有している。ベースプレート５には、内部に冷媒を循環させる冷却管６が設けられ
ている。ベースプレート５の材質は、熱伝導性と成型性を考慮して、アルミニウムやアル
ミニウム合金を好適に用いることができる。
【００１８】
　図３は、電池セルの外観斜視図である。
　電池セル１は、角形のリチウムイオン二次電池であり、アルミニウム合金製の電池容器
内に、正極電極と負極電極を有する電極群が非水電解液と共に収容されている。電池セル
１の電池容器は、扁平箱形の電池缶１１と、電池缶１１の開口部を封口する電池蓋１２と
を有している。電池缶１１は、深絞り加工により形成された扁平な角形容器であり、長方
形の底面ＰＢと、底面ＰＢの長辺から立ち上がる一対の幅広側面ＰＷと、底面ＰＢの短辺
から立ち上がる一対の幅狭側面ＰＮを有している。
【００１９】
　電池蓋１２は、長方形の平板部材によって構成されており、上面ＰＵを有している。電
池蓋１２には、電圧を入出力するための正極外部端子１３と負極外部端子１４が設けられ
ている。正極外部端子１３と負極外部端子１４は、電池蓋１２の長辺方向に互いに離間し
た位置に配置されている。
【００２０】
　正極外部端子１３と負極外部端子１４には、それぞれバスバーを締結するためのナット
締結用のボルトが突設されている。電池蓋１２は、電池缶１１内に電極群を収容した後に
、電池缶１１にレーザ溶接されて電池缶１１の開口部を封口する。
【００２１】
　電池蓋１２の長辺方向中間位置には、非水電解液を電池缶１１内に注入するための注入
口１５と、内圧の上昇により開裂して電池容器内のガスを排出するガス排出弁１６が設け
られている。電池セル１は、その厚さ方向に複数配列して積層することにより、電池モジ
ュール９の電池ブロック８を構成する。
【００２２】
　図４は、セルホルダの外観斜視図である。
　セルホルダ２は、絶縁性を有する材料から形成され、例えばＰＢＴ（Ｐｏｌｙｂｕｔｙ
ｌｅｎｅｔｅｒｅｐｈｔａｌａｔｅ）やＰＣ（Ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅ）等のエンジ
ニアリングプラスチックやゴム等を成形して製作することができる。
【００２３】
　セルホルダ２は、二つを組み合わせることによって電池セル１を保持する構成を有して
いる。セルホルダ２は、二つの電池セル１の間に介在されている。セルホルダ２は、電池
セル１の幅広側面ＰＷに対向する挟壁部２１と、挟壁部２１のセル幅方向両端部で対峙し
て電池セル１のセル幅方向両側の幅狭側面ＰＮと一対の側面対向部４１との間に介在され
る一対の側壁部２２と、電池セル１のセル高さ方向上側の上面ＰＵと上面対向部４２との
間に介在される上壁部２５と、電池セル１のセル高さ方向下側の底面ＰＢと底面対向部５
１との間に介在される底壁部２３を有する。上壁部２５には、嵌合凹部４３と嵌合する嵌
合凸部２６が設けられている。嵌合凸部２６は、上壁部２５のセル幅方向両端部で上方に
向かって突出する断面が半円形状を有している。
【００２４】
　挟壁部２１は、電池セル１の幅広側面ＰＷ全面に亘って対向する大きさを有しており、
セル幅方向に亘って一定の高さ幅で切り欠かれて開口する切り欠き部２４が複数設けられ
ている。切り欠き部２４は、一対の側壁部２２の開口部２２ａに連通している。
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【００２５】
　一対の側壁部２２は、挟壁部２１のセル幅方向両端部から積層方向一方側と他方側に向
かって突出して一定幅でセル高さ方向に亘って延在し、挟壁部２１を間に介して積層方向
一方側と他方側に配置される各電池セル１の幅狭側面ＰＮにそれぞれ対向する大きさを有
する。
【００２６】
　底壁部２３は、挟壁部２１のセル高さ方向下端部から積層方向一方側と他方側に向かっ
て突出して一定幅でセル幅方向に亘って延在し、挟壁部２１を間に介して配列方向一方側
と他方側に配置される各電池セル１の底面ＰＢにそれぞれ対向する大きさを有する。底壁
部２３には、電池セル１の底面ＰＢを露出させてベースプレート５の底面対向部５１に対
向させるための切り欠き２３ａが設けられている。電池セル１の底面ＰＢは、切り欠き２
３ａを介しベースプレート５の底面対向部５１に接面する。
【００２７】
　一対の側壁部２２及び底壁部２３は、２つのセルホルダ２を組み合わせて配列させた場
合に、配列方向一方側の端部が、互いに隣り合うセルホルダ２の配列方向他方側の端部に
対向して当接し、セルホルダ２同士で配列方向に連続するようになっている。一対の側壁
部２２及び底壁部２３の配列方向一方側の端部は、互いに隣り合うセルホルダ２の配列方
向他方側の端部に対して、配列方向に直交する方向に対向するようになっている。
【００２８】
　一対の側壁部２２には、挟壁部２１の各切り欠き部２４にそれぞれ連通する複数の開口
部２２ａが設けられており、例えば冷却気体をセル幅方向一方側の側壁部２２の開口部２
２ａから挟壁部２１の切り欠き部２４内に流入させて、切り欠き部２４内を通過した冷却
気体をセル幅方向他方側の側壁部２２の開口部２２ａから流出させることができるように
なっている。なお、本実施の形態では、この開口部２２ａ及び切り欠き部２４に冷却気体
を流す構造を有していない。
【００２９】
　図５は、本実施の形態に係る電池モジュールを組み立てる方法を説明する外観斜視図で
ある。
　一対のサイドプレート４は、リベット７によりベースプレート５にそれぞれ固定されて
いる。一方のエンドプレート３は、予めサイドプレート４にカシメて固定されている(図
５奥側)。セルホルダ２と電池セル１は、サイドプレート４及びベースプレート５をガイ
ド部材として、図５の矢印方向にスライド移動させて積層される。各電池セル１は、正極
外部端子１３と負極外部端子１４がスライド移動方向に交互に並ぶ順番で挿入される。
【００３０】
　そして、全てのセルホルダ２と電池セル１を挿入した後、もう一方のエンドプレート３
をサイドプレート４に溶接して固定する(図５手前側)。
【００３１】
　ここで、最初にサイドプレート４に対して固定されるエンドプレート３の固定方法は、
カシメに限らず、ネジ、リベット、ボルト等を利用して固定することも出来る。もう一方
のエンドプレート３の固定方法も溶接に限らず、カシメ、圧接や、穴追加工した後にネジ
、リベット、ボルト等を利用して固定することも出来る。また、サイドプレート４は、リ
ベット７により、ベースプレート５に固定されているが、ネジ、リベット、ボルト等を利
用して固定することも出来る。サイドプレート４の上部を軽くかしめる形で押圧し、各セ
ルホルダ２に上下方向の荷重を加えて固定する。
【００３２】
　図６は、本実施の形態に係るサイドプレートとセルホルダの嵌合構造を示す側面図であ
る。
　電池セル１は、幅広側面ＰＷがセルホルダ２の挟壁部２１に対向し、幅狭側面ＰＮがセ
ルホルダ２の側壁部２２に対向し、底面ＰＢがセルホルダ２の底壁部２３に対向し、上面
ＰＵがセルホルダ２の上壁部２５に対向する。したがって、セルホルダ２に対して、積層
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方向及び積層方向に直交する方向への移動が規制された状態で、セルホルダ２に保持され
る。
【００３３】
　セルホルダ２は、側壁部２２がサイドプレート４の側面対向部４１に対向し、底壁部２
３がベースプレート５の底面対向部５１に対向し、上壁部２５がサイドプレート４の上面
対向部４２に対向する。そして、セルホルダ２の上壁部２５に設けられている嵌合凸部２
６が、サイドプレート４の上面対向部４２に設けられている嵌合凹部４３に嵌合されてい
る。したがって、サイドプレート４及びベースプレート５に対して、積層方向に直交する
方向への移動が規制された状態で、積層方向に沿って移動可能に支持されている。
【００３４】
　本実施の形態では、セルホルダ２とサイドプレート４との嵌合部分が断面半円形状の嵌
合凸部と嵌合凹部を組み合わせたＲ－Ｒ嵌合構造となっている。この嵌合構造により、セ
ルホルダ２は電池セル１の積層方向に対して垂直な面の上下、左右方向の位置決めが出来
るため、組立性が良く、組立精度の高い電池モジュール９が作製出来る。そのため、この
構造により作製された電池モジュール９は、耐振動性の高い特徴がある。また、セルホル
ダ２を電池セル１の積層方向の任意の位置に配置出来るため、電池セル１に公差のバラツ
キがあっても各電池ブロック８の寸法に対応した固縛位置、即ち固縛荷重で固縛可能であ
る。
【００３５】
　更に、スリット４４で区切ったサイドプレート４の上部を軽くかしめる形で押圧し、各
セルホルダ２に上下方向の荷重を加えて固定することにより、各セルホルダ２の上下寸法
の公差を吸収し、かつ荷重を掛けた状態での固縛が可能である。嵌合構造は、Ｒ－Ｒ嵌合
構造以外にも無数のパターンが適用可能である。また、嵌合構造は、左右２個に限定され
ず複数あっても良い。
【００３６】
　サイドプレート４は、リベット７でベースプレート５に固定しているが、固定方法はこ
れに限らず、ネジ、ボルト等様々な方法での固定が可能である。ベースプレート５には冷
却管６を1本通しているが、1本をコの字状、乙字状に加工したものを使用したり、複数本
使用したりしても良く、これらの構造に限られるものではない。本実施例ではサイドプレ
ート４を用いたが、嵌合構造を有する金属バンド等のガイド部材を使用しても良い。
【００３７】
　以上説明したように、本実施形態によれば、セルホルダ２とガイド部材となるサイドプ
レート４がＲ－Ｒ嵌合構造を有することによって、サイドプレート４に対してセルホルダ
２をスライド移動させて任意の位置に配置ができるため、電池ブロック８の寸法に応じた
固縛が可能となる。
【００３８】
　また、本実施の形態によれば、ガイド部材となるサイドプレート４をセルホルダ２の位
置決めに使用出来るため、前述した寸法に応じた固縛と同時に、電池モジュール９の組立
性及び組立精度向上が可能となり、耐振動性の高い電池モジュール９が作製出来る。
【００３９】
　なお、本実施の形態では、電池モジュール９は、ベースプレート５に設けた冷却管６の
みによる冷却構造を有する場合について説明したが、これに限定されるものではない。例
えば、図１２に示すように、セルホルダ２の開口部２２ａに連通する開口穴４５を設けて
、冷却空気を開口穴４５からセルホルダ２内に導入し、各電池セル１の間に冷却空気を通
過させて冷却する構成と組み合わせてもよい。
【００４０】
　以上、本発明を実施形態に沿って説明したが、本発明の電池モジュールは、モータを駆
動源としたハイブリッド自動車やゼロエミッション電気自動車等に搭載される車載用の電
池モジュールとして利用できる。また、本発明は、電池モジュールの用途を、上記用途に
限定しない。本発明の電源装置は、家庭用、業務用、産業用を問わずに、太陽光発電や風
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力発電等で発電された電力で電池を充電して蓄電する蓄電システムとして使用することが
でき、あるいは、夜間の深夜電力を利用して電池を充電して蓄電する蓄電システムとして
、あるいは宇宙ステーション、宇宙船、宇宙基地などの地上以外で利用可能な蓄電システ
ムとして使用することもできる。さらに、産業用途として、医療機器、建設機械、電力貯
蔵システム、エレベータ、無人移動車両などの電源として、さらにはゴルフカート、ター
レット車などの移動体用電源として、本発明を適用することができる。
【００４１】
［第２実施の形態］
　次に、本発明の第２実施の形態について図７及び図８を参照して以下に説明する。
　図７は、本実施の形態に係わる電池モジュールを組み立てる方法を説明する外観斜視図
、図８は、サイドプレートとスペーサの嵌合構造を示す側面図である。なお、第１実施の
形態と同様の構成要素には同一の符号を付することでその詳細な説明は省略する。
【００４２】
　本実施の形態において特徴的なことは、嵌合凹部と嵌合凸部をサイドプレート４の側面
対向部４１とセルホルダ２の側壁部２２に設けると共に、第１実施の形態におけるスリッ
ト４４を省略した構造としたことである。
【００４３】
　嵌合凹部４１Ａは、一対のサイドプレート４の側面対向部４１に設けられている。そし
て、嵌合凸部２２Ａは、セルホルダ２の側壁部２２に設けられており、嵌合凹部４１Ａに
嵌合している。嵌合凸部２２Ａは、側壁部２２のスライド移動方向に亘って延在する断面
矩形のほぞ形状を有しており、嵌合凹部４１Ａは、側面対向部４１のスライド移動方向に
亘って延在して嵌合凸部２２Ａに嵌合する断面矩形のほぞ溝形状を有している。
【００４４】
　嵌合構造は、ほぞ－溝嵌合構造以外にも、図９に示す蟻ほぞ－蟻溝構造、図１０に示す
鎌ほぞ－鎌溝構造等の構造も可能である。また、図８、図９、図１０に示すセルホルダ－
サイドプレートの嵌合構造の関係は、図１１に示すように、ほぞ－溝関係が逆でも良い。
例えば、図１１に示す溝－ほぞ構造等の構造も可能である。
【００４５】
　図９に示す実施例では、嵌合凸部２２Ｂは、側壁部２２のスライド移動方向に亘って延
在する蟻ほぞ形状を有しており、嵌合凹部４１Ｂは、側面対向部４１のスライド移動方向
に亘って延在して嵌合凸部２２Ｂに嵌合する断面矩形の蟻溝形状を有している。
【００４６】
　図１０に示す実施例では、嵌合凸部２２Ｃは、側壁部２２のスライド移動方向に亘って
延在する鎌ほぞ形状を有しており、嵌合凹部４１Ｃは、側面対向部４１のスライド移動方
向に亘って延在して嵌合凸部２２Ｃに嵌合する断面矩形の鎌溝形状を有している。
【００４７】
　図１１に示す実施例では、嵌合凹部２２Ｄは、側壁部２２のスライド移動方向に亘って
延在する断面矩形のほぞ溝形状を有しており、嵌合凸部４１Ｄは、側面対向部４１のスラ
イド移動方向に亘って延在して嵌合凹部２２Ｄに嵌合する断面矩形のほぞ形状を有してい
る。
【００４８】
　積極的にこれらの様な嵌合構造を備えることにより、セルホルダ２は、電池セルの積層
方向に対して精度良く垂直な面の上下、左右方向の位置決めが出来るため、組立性が良く
、組立精度の高い電池モジュールが作製出来る。そのため、これらの構造により作製され
た電池モジュールは非常に耐振動性の高い特徴がある。また、セルホルダ２を電池セル１
の積層方向の任意の位置に配置出来るため、電池セル１に公差のバラツキがあっても各電
池ブロック８の寸法に対応した固縛位置、即ち固縛荷重で固縛可能である。嵌合構造は上
述したもの以外にも無数のパターンが適用可能である。また、嵌合構造は複数あっても良
い。
【００４９】
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　ベースプレート５には冷却管６を1本通しているが、1本をコの字状、乙字状に加工した
ものを使用したり、複数本使用したりしても良く、これらの構造に限られるものではない
。本実施例では、サイドプレート４を用いたが、嵌合構造を有する金属バンド等のガイド
部材を使用しても良い。
【００５０】
　以上説明したように、本実施形態によれば、セルホルダ２とガイド部材となるサイドプ
レート４に積極的にほぞ－溝嵌合部、蟻ほぞ－蟻溝嵌合部、鎌ほぞ－鎌溝嵌合部、溝－ほ
ぞ嵌合部等を備えることによって、サイドプレート４に対してセルホルダ２をスライドさ
せて任意の位置に配置ができるため、電池ブロック８の寸法に応じた固縛が可能となる。
また、本実施形態によれば、ガイド部材となるサイドプレート４をセルホルダ２の位置決
めに使用出来るため、前述した寸法に応じた固縛と同時に、電池モジュール９の組立性及
び組立精度向上が可能となり、非常に耐振動性の高い電池モジュール９が作製出来る。
【００５１】
　以上、本発明を実施例に沿って説明したが、本発明の電池モジュールは、モータを駆動
源としたハイブリッド自動車やゼロエミッション電気自動車等に搭載される車載用の電池
モジュールとして利用できる。また、本発明は、電池モジュールの用途を、上記用途に限
定しない。本発明の電源装置は、家庭用、業務用、産業用を問わずに、太陽光発電や風力
発電等で発電された電力で電池を充電して蓄電する蓄電システムとして使用することがで
き、あるいは、夜間の深夜電力を利用して電池を充電して蓄電する蓄電システムとして、
あるいは宇宙ステーション、宇宙船、宇宙基地などの地上以外で利用可能な蓄電システム
として使用することもできる。さらに、産業用途として、医療機器、建設機械、電力貯蔵
システム、エレベータ、無人移動車両などの電源として、さらにはゴルフカート、ターレ
ット車などの移動体用電源として、本発明を適用することができる。
【符号の説明】
【００５２】
１　　電池セル
２　　スペーサ（セルホルダ）
３　　エンドプレート
４　　サイドプレート
５　　ベースプレート
６　　冷却管
７　　リベット
８　　電池ブロック
９　　電池モジュール
１１　電池缶
１２　電池蓋
１３　正極外部端子
１４　負極外部端子
１５　注入口
２１　挟壁部
２２　側壁部
２２ａ　開口部
２２Ａ、２２Ｂ、２２Ｃ　嵌合凸部
２２Ｄ　嵌合凹部
２３　底壁部
２４　切り欠き部
２５　上壁部
２６　嵌合凸部
４１　側面対向部
４１Ａ、４１Ｂ、４１Ｃ　嵌合凹部
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４１Ｄ　嵌合凸部
４２　上面対向部
４３　嵌合凹部
４４　スリット

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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