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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１及び第２端部を備え、第１方向に実質的に平行に配置された複数のバッテリーセル
と、
　前記複数のバッテリーセルの少なくとも一部が第１方向に維持されるように前記複数の
バッテリーセルの少なくとも一部と連結される一つ以上の固定部材を備え、
前記複数のバッテリーセルを収容するホルダーケースと、
　前記バッテリーセルの第１及び第２端部の少なくともいずれか一つと連結される少なく
とも一つの連結タップと、を含み、
　前記複数のバッテリーセルが前記ホルダーケース内に位置される時前記連結タップの少
なくとも一つが露出され、
　前記ホルダーケース上に装着される保護回路モジュールをさらに含み、
　前記複数のバッテリーセルは少なくとも一つのリード線を介して前記保護回路モジュー
ルと連結され、前記固定部材は前記保護回路モジュールで前記リード線を把持してガイド
し、
　前記固定部材は、対で配置されて前記一対の固定部材の間に貫通ホールが設けられ、前
記貫通ホールは、前記リード線を収容して維持される大きさで形成される
　ことを特徴とするバッテリーパック。
【請求項２】
　前記ホルダーケースは、前記複数のバッテリーセルの中でいずれか一つ以上のバッテリ
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ーセルの長さに沿って延長されて位置されるカーバー部を含むことを特徴とする請求項１
に記載のバッテリーパック。
【請求項３】
　前記ホルダーケースは、前記複数のバッテリーセルの少なくとも一部のいずれか一つ以
上の端部に隣接するように位置される少なくとも一つの延長部を含むことを特徴とする請
求項１に記載のバッテリーパック。
【請求項４】
　前記延長部は、一つ以上の固定部材を含み、前記固定部材は隣接したバッテリーセルと
整列された状態でバッテリーセルを維持するように前記複数のバッテリーセルのいずれか
一つと連結されることを特徴とする請求項３に記載のバッテリーパック。
【請求項５】
　前記延長部は、複数の固定部材を含み、前記固定部材は実質的に平行に配置された複数
のバッテリーセルのいずれか一つの端部と連結され、相互整列された状態で複数個のバッ
テリーセルを実質的に平行に維持されるようにすることを特徴とする請求項４に記載のバ
ッテリーパック。
【請求項６】
　前記延長部は、リード線を収容する少なくとも一つのガイド溝を含むことを特徴とする
請求項３に記載のバッテリーパック。
【請求項７】
　前記延長部は、前記リード線をガイド溝内に維持するために前記ガイド溝の内表面に形
成されて延長された突出リブを備えることを特徴とする請求項６に記載のバッテリーパッ
ク。
【請求項８】
　前記突出リブは、前記ガイド溝の高さに応じて一定の厚さで形成されることを特徴とす
る請求項７に記載のバッテリーパック。
【請求項９】
　前記突出リブは、前記ガイド溝の高さに応じて厚さが変化されることを特徴とする請求
項７に記載のバッテリーパック。
【請求項１０】
　 前記固定部材は、前記リード線を維持するための貫通ホール内に延長された少なくと
も一つの突起部を備えることを特徴とする請求項１に記載のバッテリーパック。
【請求項１１】
　前記少なくとも一つの延長部は、前記平行に配置されたバッテリーセルの第１及び第２
端部に隣接するように配置された第１及び第２延長部を含み、
　前記複数個の固定部材は、前記第１及び第２延長部上に形成されて、前記平行に配置さ
れた複数のバッテリーセルの第１及び第２端部とマッチングされて連結されることを特徴
とする請求項３に記載のバッテリーパック。
【請求項１２】
　前記複数の固定部材は、前記第１及び第２延長部との間でジグザグ形態で配置されるこ
とを特徴とする請求項１１に記載のバッテリーパック。
【請求項１３】
　前記ホルダーケース上に位置されたガイド部材をさらに含んで前記リード線の水平遊動
を防止することを特徴とする請求項１に記載のバッテリーパック。
【請求項１４】
　前記ガイド部材は、前記リード線と連結されたＴ字形状の部材であり、前記リード線と
連結されて前記リード線の水平遊動を防止するようにすることを特徴とする請求項１３に
記載のバッテリーパック。
【請求項１５】
　前記ガイド部材は、フックを備えた逆Ｌ字形状の部材で、前記リード線と連結されて前
記リード線の水平遊動を防止するようにすることを特徴とする請求項１３に記載のバッテ
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リーパック。
【請求項１６】
　前記少なくともいずれか一つ以上の連結タップ上には少なくともいずれか一つ以上の絶
縁シートが備えられて前記連結タップと絶縁が行われることを特徴とする請求項１に記載
のバッテリーパック。
【請求項１７】
　前記ホルダーケース外部に備えられてバッテリーセルを覆う外装ケースをさらに含むこ
とを特徴とする請求項１に記載のバッテリーパック。
【請求項１８】
　　前記外装ケースは、第１ケースと第２ケースで形成されて互いに締結されることを特
徴とする請求項１７に記載のバッテリーパック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バッテリーパックに関し、より具体的には、耐久性及び安全性を向上させる
ことができるバッテリーパックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ノートブック、電気自動車などのデバイスには複数個のバッテリーセルが並列
及び/または直列に連結されたバッテリーパックが使用されている。このような複数個の
バッテリーセルは、隣合うバッテリーセルが連結タップによって連結される。そして、複
数個のバッテリーセルはケースに装着される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、本発明の目的は、複数個のバッテリーセルの外面に装着されるホルダーケ
ースにバッテリーセルを固定するように固定リブを形成し、外部の震動や衝撃、落下から
バッテリーセルを保護することができるバッテリーパックを提供することである。また、
本発明の他の目的は、固定リブのホールを介してリード線を固定してリード線を保護した
り、あるいは切断を防止するようにしてバッテリーパックの安全性を向上させることであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記目的を達成するための本発明の一実施例によるバッテリーパックは、第１及び第２
端部を備え、第１方向に実質的に平行に配置された複数のバッテリーセルと、前記複数の
バッテリーセルの少なくとも一部が第１方向に維持されるように前記複数のバッテリーセ
ルの少なくとも一部と連結する一つ以上の固定部材を備え、前記複数のバッテリーセルを
収容するホルダーケースと、前記バッテリーセルの第１及び第２端部の少なくともいずれ
か一つと連結される少なくとも一つの連結タップと、を含み、前記複数のバッテリーセル
が前記ホルダーケース内に位置される時前記連結タップの少なくとも一つが露出されるバ
ッテリーパックを提供する。
【０００５】
　また、本発明の一実施例によるバッテリーパックは、前記ホルダーケース上に装着され
る保護回路モジュールをさらに含むが、前記複数のバッテリーセルは少なくとも一つのリ
ード線を介して前記保護回路モジュールと連結され、前記固定部材は前記保護回路モジュ
ールで前記リード線を把持（Ｓｅｃｕｒｅ）してガイドする。
【０００６】
　また、前記ホルダーケースは、前記複数のバッテリーセルの中でいずれか一つ以上のバ
ッテリーセルの長さに沿って延長されて位置するカーバー部を含む。また、前記ホルダー
ケースは、前記複数のバッテリーセルの少なくとも一部のいずれか一つ以上の端部に隣接
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するように位置される少なくとも一つの延長部を含む。
【０００７】
　また、前記延長部は一つ以上の固定部材を含み、前記固定部材は隣接したバッテリーセ
ルと整列した状態でバッテリーセルを維持するように前記複数のバッテリーセルのいずれ
か一つと連結される。
【０００８】
　また、前記延長部は、複数の固定部材を含み、前記固定部材は実質的に平行に配置され
た複数のバッテリーセルのいずれか一つの端部と連結され、相互整列した状態で複数個の
バッテリーセルを実質的に平行に維持されるようにする。そして、前記延長部は、リード
線を収容する少なくとも一つのガイド溝を含む。また、前記延長部は、前記リード線をガ
イド溝内に維持するために前記ガイド溝の内表面に形成されて延長された突出リブを備え
る。
【０００９】
　さらに、本発明において前記突出リブは、前記ガイド溝の高さに応じて一定の厚さで形
成されるか、あるいは前記ガイド溝の高さに応じて厚さが変化されて形成されうる。
【００１０】
　さらに、本発明において前記固定部材は、対で配置されて前記一対の固定部材の間に貫
通ホールが設けられ、前記貫通ホールは前記リード線を収容して維持される大きさで形成
される。また、前記固定部材は、前記リード線を維持するための貫通ホール内に延長され
た少なくとも一つの突起部を備える。
【００１１】
　さらに、前記少なくとも一つの延長部は、前記平行に配置されたバッテリーセルの第１
及び第２端部に隣接するように配置された第１及び第２延長部を含み、前記複数個の固定
部材は前記第１及び第２延長部上に形成されて、前記平行に配置された複数のバッテリー
セルの第１及び第２端部とマッチングされて連結される。
【００１２】
　また、前記複数の固定部材は、前記第１及び第２延長部との間でジグザグ形態で配置さ
れる。また、前記ホルダーケース上に位置されたガイド部材をさらに含んで前記リード線
の水平遊動を防止する。
【００１３】
　さらに、前記ガイド部材は、前記リード線と連結されたＴ形状の部材であり、前記リー
ド線と連結されて前記リード線の水平遊動を防止するようにする。また、前記ガイド部材
はフックを備えた逆Ｌ字形状の部材で、前記リード線と連結されて前記リード線の水平遊
動を防止するようにする。
【００１４】
　さらに、前記少なくともいずれか一つ以上の連結タップ上には少なくともいずれか一つ
以上の絶縁シートが備えられて前記連結タップと絶縁が行われる。また、前記ホルダーケ
ース外部に備えられてバッテリーセルを覆う外装ケースをさらに含む。また、前記外装ケ
ースは第１ケースと第２ケースで形成されて互いに締結されうる。
【発明の効果】
【００１５】
　以上のように、本発明によれば、ホルダーケースに固定リブを形成することにより、外
部の震動や衝撃、落下からバッテリーセルを保護することができ、バッテリーパックの耐
久性を高めることができる。また、前記固定リブにはリード線貫通ホールが形成され、こ
れを介してリード線を固定するので、リード線の断線を防止し、これによってバッテリー
パックの安全性を強化させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１Ａ】本発明による複数個のバッテリーセルにホルダーケースが装着された状態を示
す全面斜視図である。
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【図１Ｂ】本発明による複数個のバッテリーセルにホルダーケースが装着された状態を示
す背面斜視図である。
【図１Ｃ】本発明による複数個のバッテリーセルにホルダーケースが装着された状態でバ
ッテリーセルの固定された状態を概略的に示す模式図である。
【図２】本発明によるホルダーケース自体の斜視図である。
【図３】図２のＡ部分を拡大した斜視図である。
【図４Ａ】図２のＢ部分を拡大した斜視図である。
【図４Ｂ】図４Ａとまた別の形態の突出リブを示す斜視図である。
【図５Ａ】図２のＣ部分を拡大した斜視図である。
【図５Ｂ】図５Ａとまた別の形態のガイド部材を示す斜視図である。
【図６】本発明による絶縁シートが付着された状態を示す斜視図である。
【図７】本発明による外装ケースを備えるバッテリーパックを示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下添付した図面を参考して本発明の実施例を説明する。
【００１８】
　図１Ａは、本発明による複数個のバッテリーセルにホルダーケースが装着された状態を
示す全面斜視図で、図１Ｂは本発明による複数個のバッテリーセルにホルダーケースが装
着された状態を示す背面斜視図である。図１Ａ、１Ｂを参照すれば、本発明によるバッテ
リーパックは、複数個のバッテリーセル１０、ホルダーケース２０、保護回路モジュール
３０、リード線５０及び固定リブ２１を含む。
【００１９】
　まず、複数個のバッテリーセル１０のそれぞれは、充放電可能な円筒状のリチウムイオ
ンバッテリーを使用する。本発明の実施例による複数個のバッテリーセル１０は、５直列
２並列の構造（５S×２Ｐ）で配列される。すなわち、二つのバッテリーセルが並列に連
結された一組のバッテリーセルグループが、連結タップによって直列に５グループが形成
される。連結タップ４０は、銅のような伝導性素子などで形成されて複数のバッテリーセ
ルグループを電気的に連結する。
【００２０】
　以下、図１Ａを参照して複数のバッテリーセルグループの連結関係をより詳しく説明す
る。基本的に二つのバッテリーセルが並列に連結されている。並列に連結されたバッテリ
ーセルは、第１端部である一端が第１極性を持っており、かつ第２端部である他端が第２
極性を持つ。
【００２１】
　図１Ａにおいて、バッテリーセルの第１極性は、連結タップ４２を介して保護回路モジ
ュール３０に電気的に連結される。図１Ｂにおいて、バッテリーセルの第２極性は連結タ
ップ４０ｄを介して隣合うバッテリーセルの第１極性と電気的に直列連結される。また、
前記第２極性を持つ他端のバッテリーセルは、連結タップ４０ｂを介してその次の隣合う
バッテリーセルの第１極性と電気的に直列連結される。
【００２２】
　このようにして総５グループのバッテリーセルが直列に連結されて最後のバッテリーセ
ルの第２極性は、連結タップ４２を介して保護回路モジュール３０と電気的に連結される
。すなわち、本発明で複数のバッテリーセルは、第１及び第２端部を備えて、第１方向に
実質的に平行に配置されている。一方、前記実施例は５直列２並列構造（５S×２Ｐ）を
例示して説明したが、前記構造に制限されるのではなく、必要に応じて多様な連結構造が
採用されうることは勿論である。
【００２３】
　一方、本発明のホルダーケース２０は、複数個のバッテリーセル１０の外側面を少なく
とも一部取り囲むように形成することができる。本発明の実施例でホルダーケース２０は
複数個のバッテリーセル１０の外側面を覆うように形成されるカーバー部２０ａと、前記
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カーバー部２０ａのうち、バッテリーセル１０の両端部に隣接する所にそれぞれ形成され
た少なくともいずれか一つ以上の延長部を備える。本実施例では、第１延長部２０ｂと第
２延長部２０ｃを含んで延長部であるとすべて称することができる。
【００２４】
　前記第１、２延長部（２０ｂ、２０ｃ）は、互いに隣合うバッテリーセルグループ間に
形成された空間上に延長されて形成することができる。すなわち、第１、２延長部（２０
ｂ、２０ｃ）を含む延長部の端部は、円筒状バッテリーセル１０の円周面とマッチングさ
れうるような形態で備えることができ、これを介してバッテリーセルが外部衝撃によって
遊動することを防止することができる。
【００２５】
　また、第１、２延長部（２０ｂ、２０ｃ）は、バッテリーセル１０の両端部でバッテリ
ーセル１０の位置を取って固定させるための少なくともいずれか一つ以上の固定部材とし
て固定リブ２１を備える。また、前記固定部材である固定リブ２１は、複数個のバッテリ
ーセル１０と保護回路モジュール３０を電気的に連結するためのリード線５０を同時にガ
イドする機能を含む。
【００２６】
　一方、本発明で前記バッテリーセルの少なくともいずれか一つの端部と連結されている
連結タップを含み、前記バッテリーセルがホルダーケース内に位置される時、前記連結タ
ップの少なくともいずれか一つが外部に露出されうる。このような連結タップの構造に対
しては後ほど詳細に説明する。
【００２７】
　一方、固定部材として固定リブ２１は、複数個のバッテリーセル１０の端部に触れ合う
ように形成され、複数個のバッテリーセル１０それぞれの間に形成することができる。図
１Ａを参照する時、固定リブ２１は連結タップ４０ａ、４０ｂが位置する所と対応する位
置で第１延長部２０ｂ上に備えられる。図１Ｂを参照すると、固定リブ２１は連結タップ
（４０ｃ、４０ｄ）が位置する所と対応する位置で第２延長部２０ｃ上に備えられる。す
なわち、ホルダーケース２０のカーバー部２０ａから延長された第１延長部２０ｂは、複
数個のバッテリーセル１０の一端部側に位置し、第２延長部２０ｃはバッテリーセル１０
の他端部側に位置するようになるので、固定リブ２１は結局複数個のバッテリーセル１０
の両端部に交代に形成されてバッテリーセル１０の位置を堅固に固定するようになる。
【００２８】
　このような固定リブ２１が形成された位置は、ホルダーケース２０を上部から見た時、
ジグザグ形態を持つことができる。図１Ｃは、このようにホルダーケース２０を上部から
眺めた平面図を概略的に図示した。すなわち、図１Ｃに示されたように、本発明の固定リ
ブ２１はそれぞれ複数個の第１、２、３及び４連結タップ（４０ａ、４０ｂ、４０ｃ、４
０ｄ）上に位置しながら、第１延長部２０ｂ及び第２延長部２０ｃ上に形成されうる。そ
して、第１、２、３及び４連結タップ（４０ａ、４０ｂ、４０ｃ、４０ｄ）によってそれ
ぞれ溶接によって固定された複数個のバッテリーセル（図１Ａの１０参照）は、固定リブ
２１によって支持される。
【００２９】
　したがって、ジグザグで位置した複数個の固定リブ２１は、複数個のバッテリーセル（
図１Ａの１０参照）の遊動を防止するだけでなく、バッテリーセルに固定された連結タッ
プ４０の離脱を防止することもできる。すなわち、衝撃と落下及び震動によるバッテリー
パックの耐久性を向上させることができる。一方、図１Ｃを見れば、前記第１延長部２０
ｂ、第２延長部２０ｃ上に形成された第１、２、３及び４連結タップ（４０ａ、４０ｂ、
４０ｃ、４０ｄ）によって複数個のバッテリーセルがジグザグ状に固定されて遊動を防止
するようになっている。
【００３０】
　そして、複数のバッテリーセルが前記ホルダーケース内に位置される時、前記連結タッ
プの少なくとも一つが露出されうる。そしてリード線（図示せず）は、固定リブ２１及び
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固定リブ２１上に形成されたリード線貫通ホール２３を通過してホルダーケースの第１、
２延長部（２０ｂ、２０ｃ）を通過するようになる。この際、前記第１、２延長部２０ｂ
、２０ｃ上にはガイド溝２４が具備されて前記リード線５０が外部に突き出されずにガイ
ドされるようにする。これは、後ほどより詳しく説明する。
【００３１】
　図２は、本発明によるホルダーケース自体の斜視図で、図３は図２のＡ部分を拡大した
斜視図、図４Ａは図２のＢ部分を拡大した斜視図、図４Ｂは図４Ａとまた別の形態の突出
リブを示す斜視図、図５Ａは図２のＣ部分を拡大した斜視図、図５Ｂは図５Ａとまた別の
形態のガイド部材を示す斜視図を示す。
【００３２】
　図２及び図３に示されたように、本発明で固定リブ２１はホルダーケース２０（図１参
照）の第１延長部２０ｂに形成されるが、複数個のバッテリーセル１０端部上に位置した
連結タップ（４０ａ、４０ｂ、４０ｃ、４０ｄ）を支持するように形成される。前記固定
リブ２１は中間に一定の間隔が形成された状態で左右に分割された形態を持つことができ
、その間隔はリード線５０をガイドすることができるリード線貫通ホール２３になりうる
。そして、固定リブ２１はリード線貫通ホール２３に向かう両側から前記固定リブ２１で
突起部２２がさらに形成されうる。前記突起部２２は前記リード線貫通ホール２３を通過
するリード線が外側にすり抜けないようにする引っ掛け部材の役目をする。
【００３３】
　また、固定リブ２１はリード線５０と触れる面積が最小になるように形成されうる。す
なわち、連結タップ４０と触れ合う固定リブ２１の一側より、リード線貫通ホール２３が
形成された固定リブ２１の中間領域をさらに小さく形成することで、リード線５０と固定
リブ２１が触れる面積を最小化することができる。これは、落下などによってバッテリー
セルに衝撃が加えられた場合、固定リブ２１によってリード線５０の被服が剥がれること
があるからである。
【００３４】
　そして、前記第１延長部と第２延長部（２０ｂ、２０ｃ）上にはそれぞれの固定リブ２
１と隣接するように存在するリード線５０が通過することができるガイド溝２４がさらに
形成されうる。すなわち、バッテリーセル１０側でリード線貫通ホール２３を通過したリ
ード線５０を保護回路モジュール３０に連結する時、ホルダーケース２０の第１延長部、
第２延長部（２０ｂ、２０ｃ）側で前記リード線５０をガイドするためのガイド溝２４を
さらに形成することができる。このようなガイド溝２４の内側には貫通されるリード線５
０を固定または支持する突出リブ（２５、２５'）が追加に形成されうる。
【００３５】
　図４Ａに示された突出リブ２５は、ガイド溝２４の両側内面に沿って一定の厚さで突き
出された形態になりうる。これによって、ガイド溝２４に挿入されたリード線５０が外部
に抜けていくことを防止することができる。図４Ｂに示された突出リブ２５'は、ガイド
溝２４の高さに応じて厚さが変化可能である。本実施例では、ガイド溝２４の内側に行く
ほど厚さが薄くなるような形態になりうる。これにより、ガイド溝２４に押圧方式で挿入
されたリード線５０は突出リブ２５'が触れない状態でガイド溝２４内側に安着されうる
。すなわち、このような突出リブ２５'によってリード線５０がガイド溝２４内部で遊動
されうるが、リード線５０がガイド溝２４の外部に抜けて行くことを防止することができ
る。そして、図示されなかったが、突出リブはガイド溝の入口側のみに突き出された形状
も可能である。
【００３６】
　一方、ホルダーケース２０のカーバー部２０ａには、リード線５０が水平移動しないよ
うに固定するガイド部材２６がさらに形成されうる。図５Ａ、５ｂにはこのようなガイド
部材（２６、２６'）が詳しく図示された。まず、図５Ａを参照すれば、ホルダーケース
２０のカーバー部２０ａ（図１参照）にはリード線５０をガイドするためのガイド部材２
６がさらに形成される。このようなガイド部材２６は、"Ｔ"字形状で形成され、リード線



(8) JP 5380501 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

５０が水平移動しないように固定することができる。図５Ｂは、図５Ａと異なる形態のガ
イド部材を示す斜視図である。
【００３７】
　図５Ｂを参照すれば、ガイド部材２６'は"逆Ｌ字"形状で形成されるが、端部がフック
２７形状を持つようにすることができる。これも同様に、図５Ａのガイド部材２６と同じ
くリード線５０をガイドすると同時に水平移動しないように固定することができる。
【００３８】
　また、リード線５０は、ビニールチューブ（ＶｉｎｙＬ　Ｔｕｂｅ）などで被服されて
おり、保護回路モジュール３０と複数個のバッテリーセル１０とを連結する。ここで、リ
ード線５０はセルバランシング（Ｃｅｌｌ　Ｂａｌａｎｃｉｎｇ）を測定することができ
るモニタリング用リード線として使用することができる。このようなリード線５０は一側
が連結タップ４０それぞれに連結され、他側が保護回路モジュール３０に連結されうる。
この際、リード線５０の一側は連結タップ４０と半田付けによって連結されうる。このよ
うなリード線５０によって複数個のバッテリーセル１０に電流がよく流れるのかどうかを
チェックすることができる。
【００３９】
　図６は、本発明による絶縁シートが付着された状態のバッテリーパックを示す斜視図で
ある。図６を参照すれば、絶縁シート６０は複数個のバッテリーセル１０の第１極性及び
第２極性は、溶接等の方法によって固定された連結タップ４０（図１参照）と、外装材で
ある外装ケース１００（図７参照）が互いに接触することを防止するために形成する。
【００４０】
　絶縁シート６０は、連結タップ４０やリード線５０へ電流が流れる時発生する熱による
損傷を防止するために、耐熱性の優秀な材質で形成することが望ましい。そして、保護回
路モジュール３０は、ホルダーケース２０カーバー部２０ａに設置されうる。このような
保護回路モジュール３０は、電子部品などを実装し、保護回路などを構成する。保護回路
モジュール３０はホルダーケース２０とねじ結合によって固定されるが、他の締結手段に
よって固定されることも可能である。
【００４１】
　図７は、本発明による外装ケースを備えるバッテリーパックを示す斜視図である。図７
を参照すれば、複数個のバッテリーセル１０を覆うホルダーケース２０外部には、外装ケ
ース１００がさらに形成されうる。外装ケース１００は、第１ケース１００ａと第２ケー
ス１００ｂに分けられて形成され、互いに締結されうる。第１ケース１００ａと第２ケー
ス１００ｂは、それぞれに形成された溝１０１ａと突起１０１ｂによって締結されうる。
【００４２】
　図面には図示されなかったが、第１ケース１００ａと第２ケース１００ｂはねじ固定や
挟み込み式などの連結方法によって固定されることも可能である。また、第１ケース１０
０ａと第２ケース１００ｂの向い合う内面には相互締結のための溝と突起がさらに形成さ
れうる。この際、ホルダーケース２０の第１延長部２０ｂと触れ合う第１ケース１００ａ
の内面はガイド溝２４と干渉されないように形成されうる。すなわち、ガイド溝２４の内
側に挿入されたリード線５０と第１ケース１００ａに直隣接触れないように形成される。
これによってリード線５０の被服が脱がれることを防止することができる。
【００４３】
　本発明の実施例では円筒状のバッテリーセルを使用したが、その他の形状のバッテリー
セルを使用しても良いのは勿論である。
【００４４】
　以上説明したように、本発明の最も好ましい実施の形態について説明したが、本発明は
、上記記載に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載され、又は明細書に開示さ
れた発明の要旨に基づき、当業者において様々な変形や変更が可能なのはもちろんであり
、斯かる変形や変更が、本発明の範囲に含まれることは言うまでもない。
【符号の説明】
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【００４５】
１０　バッテリーセル、
２０　ホルダーケース、
２１　固定リブ、
２２　突起部、
２３　リード線貫通ホール、
２４　ガイド溝、
２５、２５'　突出リブ、
２６、２６'　ガイド部材、
３０　保護回路モジュール、
４０　連結タップ、
５０　リード線

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図２】

【図３】 【図４Ａ】
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【図５Ｂ】

【図６】 【図７】
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