
JP WO2016/136249 A1 2016.9.1

10

(57)【要約】
　二次電池の全高を低くして外形を小さくする。ナット
の締め付けトルクによる二次電池の損傷を防止する。二
次電池は、電極体（１５）と外装缶（１１）と封口板（
１２）と一対の電極端子（１３）と短絡機構（２０）と
を備えている。一対の電極端子（１３）は、第１の電極
端子（１３Ａ）と第２の電極端子（１３Ｂ）とを備える
。短絡機構（２０）は、封口板（１２）に固定された導
電性の反転板（２２）と、反転板（２２）に対向して配
置された反転板受け部（２５）とを備えている。反転板
受け部（２５）は第１の出力端子（３１）を含み、第１
の出力端子（３１）は封口板（１２）と電気的に絶縁さ
れている。第１の出力端子は、第１の電極端子に電気接
続されると共に、第１の電極端子から離間して配置され
ている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極及び負極を含む電極体と、
　開口部を有し、前記電極体を収納する外装缶と、
　前記外装缶の開口を閉塞する封口板と、
　前記電極体に電気接続され、前記封口板に取り付けられた一対の電極端子と、
を備える二次電池であって、
　前記一対の電極端子は、前記封口板から絶縁された第１の電極端子と、前記封口板に電
気接続された第２の電極端子とを備え、
　該二次電池の内圧が設定圧力よりも高くなると前記第１の電極端子と前記封口板とを短
絡させる短絡機構を備えており、
　前記短絡機構は、前記封口板に固定されて、前記外装缶内の圧力が設定圧力よりも高く
なると作動する導電性の反転板と、前記反転板に対向して前記封口板の上面側に配置され
た反転板受け部とを備えており、
　前記反転板受け部は、第１の出力端子を含み、
　前記第１の出力端子は、前記封口板と電気的に絶縁されており、
　前記第１の出力端子は、前記第１の電極端子に電気接続されると共に、前記第１の電極
端子から離間して配置された二次電池。
【請求項２】
　前記反転板受け部は、前記第１の電極端子と前記第１の出力端子を繋ぐ接続プレートを
含み、
　前記第１の出力端子は、ボルト部と前記ボルト部の一方端側に設けられた頭部を有する
ボルトであり、
　前記ボルトは、前記接続プレートに設けられた挿通孔に挿入された請求項１に記載の二
次電池。
【請求項３】
　前記接続プレートは、前記挿通孔の下端側に前記頭部を嵌合させる嵌合凹部を備える請
求項２に記載される二次電池。
【請求項４】
　前記ボルトは、前記挿通孔または前記嵌合凹部に圧入されて前記接続プレートに固定さ
れた請求項３に記載される二次電池。
【請求項５】
　前記ボルトは、前記反転板と対向する位置に配置されており、前記反転板が作動したと
き、前記反転板が前記頭部に接触する請求項２ないし４のいずれかに記載の二次電池。
【請求項６】
　前記頭部は、前記反転板との対向面に凹部を備える請求項５に記載の二次電池。
【請求項７】
　前記頭部は、前記反転板との対向面に環状の凸部を備える請求項５に記載の二次電池。
【請求項８】
　前記第１の出力端子は、ボルト部と前記ボルト部の一方端側に設けられた頭部を有する
ボルトであり、
　さらに、前記反転板の上方には絶縁ホルダーが配置されており、
　前記絶縁ホルダーが前記反転板と対向する位置に貫通孔を有し、前記貫通孔に前記ボル
トの一部を挿入して前記絶縁ホルダーの下面側に前記ボルトを表出させた請求項１ないし
７のいずれかに記載の二次電池。
【請求項９】
　前記絶縁ホルダーは、前記貫通孔の上端側に、前記頭部が配置される段差凹部を有する
請求項８に記載される二次電池。
【請求項１０】
　前記第２の電極端子に電気接続された第２の出力端子を備えており、
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　前記第２の出力端子が、前記封口板の上面側に配置される導電プレートを介して前記第
２の電極端子に接続されると共に、前記第２の電極端子から離間して配置された請求項１
ないし９のいずれかに記載される二次電池。
【請求項１１】
　前記第１の出力端子と前記第２の出力端子が対称の位置に配置された請求項１０に記載
される二次電池。
【請求項１２】
　前記第２の出力端子が、ボルト部と前記ボルト部の一方端側に設けられた頭部を有する
ボルトであり、前記ボルトは、前記導電プレートに設けられた挿通孔に挿入された請求項
１０または１１に記載される二次電池。
【請求項１３】
　前記請求項１から１２のいずれかに記載の二次電池を複数個備えた組電池であって、
　複数の二次電池が、前記第１の出力端子に連結されるバスバーとナットとを用いて接続
された組電池。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池内圧の上昇に伴い作動する短絡機構を備える二次電池と複数の二次電池
を備える組電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多数の充放電できる二次電池を直列に接続して組電池として、組電池の出力電圧を高く
している電源装置は開発されている。この電源装置は、例えば、車両用の電源装置として
使用されており、車両を走行させる状態でモータに電力を供給して放電され、また、車両
の回生制動においては発電機で充電される。電池の放電電流はモータの駆動トルクを特定
し、電池の充電電流は回生制動する制動力を特定する。したがって、車両を加速するモー
タの駆動トルクを大きくするためには、電池の放電電流を大きくする必要があり、また、
車両の回生制動を大きくするために、大電流で充電する必要がある。このことから、この
種の電源装置の電池は、大電流で放電され、また、充電される。電池を大きな電流で充放
電して、安全性を向上するために、電池の内圧が異常に高くなると電流を遮断する機構、
すなわち電流遮断機構（Current Interrupt Device）を内蔵する電池が開発されている。
【０００３】
　このような電流遮断機構を内蔵する電池として、例えば、電池の内圧が設定圧力よりも
高くなると、内蔵するヒューズ部を溶断して電流を遮断する機構を備える二次電池が提案
されている（特許文献１参照）。この二次電池１０１は、図１５に示すように、電極体１
１５と、電極体１１５に接続される集電板１１６と、電極体１１５を収納する外装缶１１
１と、外装缶１１１を密封する封口板１１２と、封口板１１２の両端部に配置される一対
の電極端子１１３と、封口板１１２に結合される縁部を有し導電性材料で形成される反転
板１２２と、封口板１１２とは絶縁部材１２４で絶縁され異なる極性を有する接続プレー
ト１２３とを備えている。一方の電極端子１１３は、封口板１１２から絶縁されて、接続
プレート１２３に電気接続されている。反転板１２２は、正常時には外装缶１１１の内部
領域に向かって膨らんでおり、電池内の圧力が設定圧力よりも高くなると反転する構造と
なっている。この二次電池１０１は、外装缶１１１の内圧が上昇すると、反転板１２２が
反転して接続プレート１２３に接触し、正負極が短絡する。集電板１１６には、過電流に
よる熱で溶融されるヒューズ部１２１が設けられており、電池の短絡時に、集電板１１６
に設けられたヒューズ部１２１が、熱により溶融されて二次電池１０１の出力が遮断され
る。電極体１１５と一方の電極端子１１３の間の電気接続が切断される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２０１２－１９５２７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この二次電池１０１は、封口板１１２の上面に絶縁部材１２４を介して接続プレート１
２３を配置し、この接続プレート１２３を電極端子１１３に固定して電気接続するので、
電極端子１１３を封口板１１２から高く突出させる必要があり、電極端子１１３の突出量
（ｔ）が大きくなり、二次電池１０１の全高が高くなるという問題があった。とくに、接
続プレート１２３に接続される電極端子１１３は、固定部材１１８を介して接続プレート
１２３に固定されるので、図１６に示すように、この電極端子１１３を介して複数の二次
電池１０１をバスバー１０６で接続する際には、バスバー１０６の厚みとバスバー１０６
を固定するためのナット１０９の厚みの分だけ電極端子１１３を高くする必要があり、さ
らに、電極端子１１３を高く突出させる必要があった。
【０００６】
　また、図１６の矢印で示すように、複数の二次電池１０１を連結するために、電極端子
１１３にバスバー１０６を固定する際には、電極端子１１３のボルト部にナット１０９を
ねじ込んで締め付ける必要があり、このとき電極端子１１３に掛かる強いトルクにより、
電池内部に無理な応力を作用させて集電部材１１６や電極体１１５に悪影響を及ぼすおそ
れがあった。
【０００７】
　本発明は、従来のこのような問題点に鑑みてなされたものである。本発明の目的の一は
、二次電池の全高を低くして外形を小さくできる二次電池と複数の二次電池を備える組電
池を提供することにある。さらに、本発明の他の目的は、バスバーとナットを用いて複数
の二次電池を連結する際に、ナットの締め付けトルクにより電極端子に無理な応力を作用
させるのを防止して、二次電池の損傷を有効に防止できる二次電池と複数の二次電池を備
え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及び発明の効果】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明に係る二次電池によれば、正極及び負極を含む電極
体と、開口部を有し、電極体を収納する外装缶と、外装缶の開口を閉塞する封口板と、電
極体に電気接続され、封口板に取り付けられた一対の電極端子とを備えている。一対の電
極端子は、封口板から絶縁された第１の電極端子と、封口板に電気接続された第２の電極
端子とを備えている。さらに、二次電池は、内圧が設定圧力よりも高くなると第１の電極
端子と封口板とを短絡させる短絡機構を備えており、短絡機構は、封口板に固定されて、
外装缶内の圧力が設定圧力よりも高くなると作動する導電性の反転板と、反転板に対向し
て封口板の上面側に配置された反転板受け部とを備えている。反転板受け部は第１の出力
端子を含み、第１の出力端子は封口板と電気的に絶縁されている。第１の出力端子は、第
１の電極端子に電気接続されると共に、第１の電極端子から離間して配置されている。
　なお、本明細書において二次電池の上下方向は、図において特定するものとする。
【０００９】
　上記構成により、第１の電極端子と別部材からなる第１の出力端子を反転板受け部に設
けることで、バスバーやナットを接続するための部材の突出量を小さくして、二次電池の
全高を低くできる。さらに、第１の出力端子を第１の電極端子から離間して配置すること
で、ナットの締め付けトルクにより電極端子に無理な応力が作用するのを防止して二次電
池の損傷を有効に防止できる。とくに、本発明の二次電池では、短絡機構を備えるため封
口板に配置される反転板受け部を有効に利用して第１の出力端子を配置しつつ、第１の出
力端子を第１の電極端子に電気接続するので、第１の出力端子を配置するための部材を新
たに設けることなく、部品点数を低減しながら低コストに製造できる。
【００１０】
　なお、二次電池が感圧式の短絡機構を備えることにより、電池が過充電状態となった場



(5) JP WO2016/136249 A1 2016.9.1

10

20

30

40

50

合の安全性を確保することができる。電池が過充電状態となった場合、電池内部で発生し
たガスにより電池内圧が上昇する。これにより短絡機構が作動し、封口板を介して正極端
子と負極端子が電気的に接続される。したがって、短絡機構が作動した後は、電極体内に
充電電流が流れ込むことを抑制でき、過充電が更に進行することを抑制できる。また、電
極体内部のエネルギーも電極体外部において消費される。
【００１１】
　なお、電池の信頼性をより向上させるためには、ヒューズ部を設けることが好ましい。
これにより、短絡機構及びヒューズ部により電流遮断機構を構成する。即ち、電流遮断機
構は、二次電池の内圧が設定圧力よりも高くなると第１の電極端子と封口板とを短絡させ
る短絡機構と、短絡機構の短絡状態において、過電流で溶断されて電流を遮断するヒュー
ズ部とを備える。これにより、電流遮断機構が作動した後は、過充電が更に進行すること
をより確実に防止できる。
【００１２】
　反転板受け部は、第１の電極端子と第１の出力端子を繋ぐ接続プレートを含み、第１の
出力端子は、ボルト部とボルト部の一方端側に設けられた頭部を有するボルトであり、ボ
ルトは、接続プレートに設けられた挿通孔に挿入された状態とすることができる。
【００１３】
　接続プレートは、挿通孔の下端側に頭部を嵌合させる嵌合凹部を備えることができる。
上記構成により、反転板受け部を簡単な構造としながら、ボルトを接続プレートの定位置
に固定できる。
【００１４】
　ボルトを、挿通孔または嵌合凹部に圧入して接続プレートに固定することができる。例
えば、ボルト部を挿通孔に圧入する、あるいは、頭部を嵌合凹部に圧入することができる
。上記構成により、ボルトを接続プレートに簡単かつ確実に固定できる。また、上記構成
であれば頭部の平面視の形状を円形としても、締結時のボルトの空回りを防止できる。
【００１５】
　ボルトを反転板と対向する位置に配置して、反転板が作動したとき、頭部に反転板を接
触させることができる。上記構成によると、反転板と対向する位置にボルトの頭部を配置
して、反転板の作動時には、反転板を頭部に接触させて短絡できる。このため、反転板と
ボルトの材質を選択的に調整して、接触抵抗や通電抵抗を小さくすることができる。また
ボルトの形状や大きさ等を種々に変更することで、反転板との接続状態を簡単に調整する
ことができる。
【００１６】
　頭部は、反転板との対向面に凹部を備えることができる。上記構成により、頭部に凹部
を形成することで、反転された反転板との接触面積を大きくして接触抵抗や導通抵抗を小
さくすることができる。
【００１７】
　頭部は、反転板との対向面に環状の凸部を備えることができる。上記構成により、頭部
に環状の凸部を形成することで、反転された反転板との接触面積を大きくして接触抵抗や
導通抵抗を小さくすることができる。
【００１８】
　第１の出力端子は、ボルト部とボルト部の一方端側に設けられた頭部を有するボルトで
あり、さらに、反転板の上方には絶縁ホルダーが配置されており、絶縁ホルダーが反転板
と対向する位置に貫通孔を有し、貫通孔にボルトの一部を挿入して絶縁ホルダーの下面側
にボルトを表出させることができる。上記構成により、絶縁ホルダーの貫通孔にボルトの
一部を挿入することで、ボルトを定位置に配置しながら、貫通孔に挿通されたボルトを絶
縁ホルダーの下面側に表出させることで、反転した反転板との導通を図ることができる。
【００１９】
　絶縁ホルダーは、貫通孔の上端に、頭部が配置される段差凹部を有することができる。
上記構成により、絶縁ホルダーが反転板側に移動するのを有効に防止して、通常時におい
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て、ボルトが反転板と接触することを確実に防止できる。
【００２０】
　第２の電極端子に電気接続されて、外部に出力するための第２の出力端子を備えて、第
２の出力端子を、封口板の上面側に配置された導電プレートを介して第２の電極端子に接
続して、第２の電極端子から離間して配置することができる。
【００２１】
　上記構成により、第２の電極端子と別部材からなる第２の出力端子を設けることで、バ
スバーやナットを接続するための部材の突出量を小さくして、二次電池の全高を低くでき
る。さらに、第２の出力端子を第２の電極端子から離間して配置することで、ナットの締
め付けトルクにより電極端子に無理な応力が作用するのを防止して二次電池の損傷を有効
に防止できる。
【００２２】
　第１の出力端子と第２の出力端子は、対称の位置に配置することができる。上記構成に
より、第１の出力端子と第２の出力端子とを対称の位置に配置することで、複数の二次電
池を交互に左右反転させた姿勢で積層する状態で、対向する第１の出力端子と第２の出力
端子とを対向する位置に配置できる。このため、第１の出力端子と第２の出力端子とを理
想的に接続しながら、複数の二次電池を直列に接続できる。
【００２３】
　第２の出力端子は、ボルト部とボルト部の一方端側に設けられた頭部を有するボルトと
して、ボルト部を導電プレートに設けられた挿通孔に挿入した状態とすることができる。
上記構成によると、第２の出力端子をボルト部の一端に頭部を有する安価なボルトとしな
がら、簡単な構造で導電プレートの定位置に固定できる。
【００２４】
　本発明の組電池は、上記のいずれかの二次電池を複数個備えており、複数の二次電池を
第１の出力端子３１に連結されるバスバーとナットとを用いて接続している。上記構成に
より、バスバーやナットを接続するための部材の突出量を小さくして、二次電池の全高を
低くできるので、組電池の外形を小さくできる。また、第１の出力端子は、第１の電極端
子から離間して配置されているので、図１４に示すように、第１の出力端子にかかる締め
付けトルクが直接に第１の電極端子に作用することがなく、第１の電極端子や二次電池が
損傷を受けるのが防止される。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施の形態に係る二次電池の垂直断面図である。
【図２】図１に示す二次電池の平面図である。
【図３】図１に示す二次電池の拡大断面図である。
【図４】第１の出力端子の配置の他の一例を示す拡大断面図である。
【図５】第１の電極端子と反転板受け部の他の一例を示す拡大断面図である。
【図６】第１の電極端子と反転板受け部の他の一例を示す拡大断面図である。
【図７】第１の出力端子であるボルトの他の一例を示す要部拡大断面図である。
【図８】第１の出力端子であるボルトの他の一例を示す要部拡大断面図である。
【図９】第１の電極端子と反転板受け部の他の一例を示す拡大断面図である。
【図１０】反転板受け部の固定構造の一例を示す拡大断面図である。
【図１１】反転板受け部の固定構造の他の一例を示す拡大断面図である。
【図１２】反転板受け部の固定構造の他の一例を示す拡大断面図である。
【図１３】本発明の一実施の形態に係る組電池の平面図である。
【図１４】図１３に示す組電池の連結工程を示す部分平面図である。
【図１５】従来の二次電池の模式断面図である。
【図１６】図１５に示す二次電池の拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
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　以上、本発明の実施形態乃至実施例を図面に基づいて説明する。ただ、以下に示す実施
形態乃至実施例は、本発明の技術思想を具体化するための二次電池及び複数の二次電池を
備える組電池を例示するものであって、本発明は二次電池と組電池を以下のものに特定し
ない。また、本明細書は特許請求の範囲に示される部材を、実施形態の部材に特定するも
のでは決してない。特に実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相
対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨で
はなく、単なる説明例にすぎない。さらに以下の説明において、同一の名称、符号につい
ては同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。さらに、本発明を
構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の要素を兼用する
態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現することもできる
。
【００２７】
（実施形態１）
　本発明の実施形態１に係る二次電池を、図１と図２に示す。これらの図に示す二次電池
１は、幅よりも厚さを小さくした外形の角形電池としている。二次電池１は、リチウムイ
オン二次電池、ニッケル水素二次電池、ニッケルカドミウム二次電池等の充放電可能な電
池である。特に、二次電池１にリチウムイオン二次電池を使用すると、二次電池全体の体
積や質量に対する充電容量を大きくできる特長がある。
【００２８】
　二次電池１は、図１に示すように、正極及び負極を含む電極体１５と、一面に開口部を
有して電極体１５を収納する有底筒状の外装缶１１と、この外装缶１１の開口部を閉塞す
る封口板１２と、封口板１２の両端部に配置されて、集電部材１６を介して電極体１５に
電気接続された一対の電極端子とを備えている。電極体１５は、正極と負極とをセパレー
タを挟んで渦巻き状に巻回した後、所定の厚さにプレス加工された状態で外装缶１１の内
部に挿入されている。外装缶１１は、底を閉塞して、対向する両面を幅広面とする筒状で
、図において上方を開口している。この形状の外装缶１１は、アルミニウムやアルミニウ
ム合金等の金属板をプレス加工して製作される。外装缶１１の開口部は、金属板をプレス
加工した平板状の封口板１２により、レーザー溶接でもって閉塞されている。
【００２９】
　封口板１２は、一対の電極端子１３の間にガス排出弁１４を設けている。ガス排出弁１
４は、外装缶１１の内圧が所定値以上に上昇した際に開弁して、内部のガスを放出できる
ように構成される。ガス排出弁１４を開弁させることで、外装缶１１の内圧上昇を抑制で
きる。ガス排出弁１４は、好ましくは封口板１２の長手方向のほぼ中央に配置する。これ
により、隣接する二次電池１同士を幅方向に反転させた姿勢で積層しても、常に封口板１
２の中央にガス排出弁１４を揃えることができる。さらに、封口板１２は、ガス排出弁に
隣接して外装缶１１に電解液を注入するための注液部１９を設けている。二次電池１は、
電極体１５を外装缶１１に挿入し、外装缶１１の開口部を封口板１２で気密に密閉した後
、注液部１９から電解液（図示せず）を注入して製作される。
【００３０】
　一対の電極端子１３は、封口板１２から絶縁された第１の電極端子１３Ａと、封口板１
２に電気接続された第２の電極端子１３Ｂとを備えている。一対の電極端子１３は、ガス
ケット１７を介して、封口板１２の定位置に固定されている。第１の電極端子１３Ａは、
ガスケット１７を介して、封口板１２に絶縁状態で連結されている。第２の電極端子１３
Ｂは、ガスケット１７を介して封口板１２に連結されると共に、封口板１２の上面側にお
いて、第２の電極端子１３Ｂに固定される金属製の導電プレート２６を介して封口板１２
に電気接続されている。封口板１２に固定された正負の電極端子１３は、二次電池１の内
部において、集電部材１６を介して電極体１５に電気接続されている。この二次電池１は
、封口板１２及び外装缶１１に接続された第２の電極端子１３Ｂを正極とし、第１の電極
端子１３Ａを負極としている。
【００３１】
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（電流遮断機構７）
　二次電池１は、過充電等による熱暴走を回避するため、外装缶１１の内部の内圧の上昇
に反応して第２の電極端子１３Ｂと電極体１５の電気的接続を遮断する電流遮断機構７を
備えている。図に示す電流遮断機構７は、二次電池１の内圧が設定圧力よりも高くなると
第１の電極端子１３Ａと封口板１２とを短絡させる短絡機構２０と、第２の電極端子１３
Ｂに接続された集電部材１６に設けられたヒューズ部２１とを備えている。この電流遮断
機構７は、電池の内圧が設定圧力よりも高くなって短絡機構２０が短絡する状態で、ヒュ
ーズ部２１に流れる過電流によってヒューズ部２１が溶断されて電流を遮断する。
【００３２】
（短絡機構２０）
　短絡機構２０は、過充電などにより二次電池１の内部圧力が設定圧力より高くなると、
短絡を誘導してヒューズ部２１に大電流が流れるように機能する。図１と図３の短絡機構
２０は、封口板１２に固定された導電性材料からなる反転板２２と、反転板２２に対向し
て封口板１２の上面側に配置された金属製の反転板受け部２５とを備えている。なお、ヒ
ューズ部２１が設けられない場合であっても、短絡機構２０が設けられていると更なる過
充電の進行は抑制できる。
【００３３】
（反転板２２）
　反転板２２は、図１と図３に示すように、溶接などの方法により封口板１２に開口され
た短絡孔１２Ａに設けられている。この反転板２２は、外周縁部が封口板１２に電気的に
接続されており、中央部が外装缶１１の内部に向かって突出する姿勢で湾曲されている。
反転板２２は、二次電池１に過充電が発生して二次電池１の内部圧力が設定圧力より高く
なると、反転されて上に膨らんで、すなわち、電極体１５から離れる方向に突出し、反転
板受け部２５に接触することで短絡を誘発させる。
【００３４】
　なお、反転板２２の作動圧は、ガス排出弁１４の作動圧よりも低い値に設定することが
好ましい。また、反転板２２は、封口板１２をプレス加工することにより形成してもよい
。また、上述の例の短絡機構２０では反転板２２を１枚としているが、反転板は複数枚を
積層することもできる。複数の反転板を積層してなる備える短絡機構は、各々の反転板の
厚さや反転する設定圧力に差を設けることで、電池内の内圧の上昇に対してよりスムーズ
に反応させながら、一方の反転板が熱により溶融されても、他方の反転板で短絡を維持さ
せてヒューズ部のヒューズ機能を作用させ続けることができる。なお、反転板２２は金属
製であることが好ましい。例えば、反転板２２はアルミニウム又はアルミニウム合金製と
することが好ましい。
【００３５】
（反転板受け部２５）
　反転板受け部２５は、絶縁部材２４を介して封口板１２の上面に配置されており、封口
板１２に対して絶縁状態とされている。この反転板受け部２５は、第１の電極端子１３Ａ
と電気的に接続されている。図３に示す反転板受け部２５は接続プレート２３を含み、具
体的には、接続プレート２３の一部に開口された貫通孔２３ａに、第１の電極端子１３Ａ
を挿通させて、この第１の電極端子１３Ａを介して集電部材１６に連結している。図３に
示す第１の電極端子１３Ａは、ロッド部２８Ａの一端に鍔部２８Ｂを有する接続部材２８
としている。この接続部材２８は、ロッド部２８Ａが、接続プレート２３、絶縁部材２４
、封口板１２、ガスケット１７、及び集電部材１６を貫通する状態でこれ等に挿通されて
おり、鍔部２８Ｂを接続プレート２３の上面に当接させると共に、ロッド部２８Ａの先端
部をカシメ加工して接続プレート２３を集電部材１６に電気接続している。このように、
接続プレート２３、絶縁部材２４、封口板１２、ガスケット１７、及び集電部材１６をま
とめて接続部材２８でカシメ固定する構造は、封口板表面からの突出高さを小さくして電
池の高さを低くできる。なお、接続プレート２３は、金属製であることが好ましい。例え
ば、接続プレート２３はアルミニウム、アルミニウム合金、銅、又は銅合金製とすること
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が好ましい。特に、接続プレート２３は、アルミニウム又はアルミニウム合金製とするこ
とが好ましい。接続プレート２３が銅又は銅合金製の場合は、表面にメッキを施すことが
好ましい。
【００３６】
（ヒューズ部２１）
　ヒューズ部２１は、短絡機構２０の短絡状態において、電池内に流れる過電流によって
生じる熱で溶融されて切断される部位であって、短絡時における電流の導通経路に設けら
れている。図１に示すヒューズ部２１は、第２の電極端子１３Ｂに接続された集電部材１
６に設けている。集電部材１６に形成されるヒューズ部２１は、短絡機構２０の短絡状態
において、集電部材１６に流れる過電流で溶断される構成としている。図１に示すヒュー
ズ部２１は、集電部材１６に開口されたヒューズ孔２１Ａにより形成されており、具体的
には、ヒューズ孔２１Ａの両側に形成された接続部２１Ｂにより構成されている。この接
続部２１Ｂは、ヒューズ孔２１Ａの開口によって断面積が小さくなる部位であって、電気
抵抗が局部的に大きくなることにより、二次電池１の短絡時に流れる大電流で生じる熱に
よって溶融されて電流を遮断するヒューズとして機能する。このヒューズ部２１は、ヒュ
ーズ孔２１Ａが形成された領域において、接続部２１Ｂが溶融されて切断されることによ
り、電気的に分離されて電流を遮断する。このヒューズ部２１は、図１に示すように、外
装缶１１に収納される電極体１５よりも上部領域であって、電極端子１３よりも外側の領
域に配置される。
【００３７】
　なお、図１に示す電流遮断機構７は、第２の電極端子１３Ｂに接続された集電部材１６
にヒューズ部２１を設けている。この構造は、短絡機構２０とヒューズ部２１とを離して
配置することで、ヒューズ部２１の溶断時や再導通時に発生るスパークにより短絡機構２
０に悪影響を及ぼすのを低減できる特徴がある。ただ、ヒューズ部は、第１の電極端子に
接続された集電部材に設けることもできる。
【００３８】
　以上の電流遮断機構７は、二次電池１の内圧が設定圧力以上となると、反転板２２が内
圧で押し上げられるようにして変形して反転される。反転板２２が反転されて反転板受け
部２５に接触すると、反転板２２と反転板受け部２５が導通されて短絡機構２０が短絡す
る。短絡機構２０が短絡すると、二次電池１を内部には大電流が流れ、この際に、導通経
路に設けられたヒューズ部２１が大電流によるジュール熱で加熱溶融されて切り離され、
電流を遮断する。これにより、二次電池１の内圧が異常に上昇した場合に、二次電池１に
流れる電流を遮断して二次電池１の安全性を保証する。
【００３９】
（第１の出力端子３１）
　さらに、図に示す二次電池１は、反転板受け部２５が第１の出力端子３１を有する。第
１の出力端子３１は、接続プレート２３を介して、第１の電極端子１３Ａに電気接続され
ている。図１と図３に示す第１の出力端子３１は、ボルト部３３Ａの後端に頭部３３Ｂを
有するボルト３３で、ボルト部３３Ａを上向きの姿勢として接続プレート２３に貫通させ
ている。接続プレート２３は、ボルト部３３Ａを挿通するための挿通孔２３ｂを開口して
おり、さらに、この挿通孔２３ｂの下側開口部にはボルト３３の頭部３３Ｂを嵌合させる
嵌合凹部２３ｃを形成している。ボルト３３は、図２に示すように、頭部３３Ｂの外形を
多角形状（図においては六角形）としており、嵌合凹部２３ｃの内形をこの頭部３３Ｂの
外形に沿う形状として頭部３３Ｂを嵌合構造で固定できるようにしている。なお、頭部３
３Ｂの平面視の形状を多角形状とすることにより、ボルト３３を空転させることなくナッ
ト９を締め付けできる。なお、頭部３３Ｂの平面視の形状を円形とすることもできる。頭
部３３Ｂの平面視の形状を円形とする場合は、ボルト３３を接続プレート２３の挿入孔２
３ｂに圧入し、ボルト３３を接続プレート２３に固定することが好ましい。ボルト３３は
、ボルト部３３Ａを挿通孔２３ｂに圧入して抜けないように固定し、あるいは、頭部３３
Ｂを嵌合凹部２３ｃに圧入して外れないように固定し、あるいは頭部３３Ｂをかしめて圧
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着して固定し、あるいはまた接着や溶着して固定することができる。なお、第１の出力端
子３１は金属製であることが好ましい。第１の出力端子３１の材質は、特に限定されない
が、接続プレート２３を構成する材料よりも導電性の低い材料を用いることもできる。
【００４０】
　第１の出力端子３１は、第１の電極端子１３Ａから離間して配置されている。図１と図
２に示す二次電池１は、封口板１２の端部に第１の電極端子１３Ａを配置しており、この
第１の電極端子１３Ａから封口板１２の中央部側に離間して第１の出力端子３１を配置し
ている。即ち、第１の出力端子３１は、封口板１２の長手方向において、第１の電極端子
１３Ａよりも中央側（ガス排出弁１４側）に配置されている。このように、第１の出力端
子３１を第１の電極端子１３Ａから離して配置することで、第１の出力端子３１にバスバ
ー６を配置してナット９で締め付けて固定する際に、第１の出力端子３１に作用する締め
付けトルクが第１の電極端子１３Ａに無理な応力を作用させるのを防止できる。第１の出
力端子３１と第１の電極端子１３Ａは、その間隔（ｄ）を大きくすることでナット９を締
め付ける際の締め付けトルクによる第１の電極端子１３Ａへの悪影響を低減できる。ただ
、第１の出力端子３１と第１の電極端子１３Ａとの間隔（ｄ）を大きくするには、接続プ
レート２３を長くする必要があって封口板１２への配置に制約を受ける。したがって、第
１の出力端子３１と第１の電極端子１３Ａとの間隔（ｄ）は、これ等のことを考慮して最
適範囲に決定される。第１の出力端子３１と第１の電極端子１３Ａとの間隔（ｄ）は、例
えば、接続プレート２３の全長（Ｌ）の１５％～８０％、好ましくは、２５％～７０％と
することが好ましい。
【００４１】
　図１と図３に示す二次電池は、第１の出力端子３１であるボルト３３の頭部３３Ｂが、
反転板２２と対向する位置となるように配置している。この反転板受け部２５は、図３の
鎖線で示すように、反転板２２が反転する状態では、反転板２２がボルト３３の頭部３３
Ｂに接触して短絡が誘発される。この構造は、反転板２２とボルト３３の材質を選択的に
最適な材質とすることで、接触抵抗や通電抵抗を小さくすることができる。ただ、第１の
出力端子３１であるボルト３３は、図４に示すように、反転板２２と対向する位置から遠
ざけて、すなわち、第１の電極端子１３Ａから離れる方向に位置をずらすこともできる。
この構造では、反転する反転板２２は、接続プレート２３の下面に接触する。このように
、第１の出力端子３１と第１の電極端子１３Ａとの間隔（ｄ）を大きくする構造は、ナッ
ト９を締め付ける際の締め付けトルクによる第１の電極端子１３Ａへの影響をより低減で
きる。さらに、第１の出力端子３１であるボルト３３は、図４の鎖線で示すように、反転
板２２と対向する位置から近づけて、すなわち、第１の電極端子１３Ａに接近する方向に
位置をずらすこともできる。このように、第１の出力端子３１と第１の電極端子１３Ａと
の間隔（ｄ）を短くする構造は、電極体１５から第１の出力端子３１までの導通距離を短
くして抵抗を小さくできる。また、図４に記載のいずれかの構成であれば、第１の出力端
子３１が接続プレート２３に対して下方に動くことがあっても、第１の出力端子３１と反
転板２２が接触し反転板２２が損傷したり、短絡機構２０が誤作動を起すことを確実に防
止できる。このような効果を得るためには、第１の出力端子３１の中心軸を反転板２２の
中心からずれた位置に配置し、第１の出力端子３１の少なくとも一部（例えば、頭部３３
Ｂの一部）が短絡孔１２Ａの外側に位置するようにすることが好ましい。さらに、第１の
出力端子３１の中心軸が短絡孔１２Ａの外側に位置するようにすることが好ましい。また
、図４に示すように、頭部３３Ｂと封口板１２の間に絶縁部材、例えば絶縁部材２４の一
部を配置することが好ましい。また、図４に示すように第１の出力端子３１を反転板２２
と対向する位置からずらし、反転板２２が反転したときに反転板２２が接続プレート２３
に接触するようにする場合は、接続プレート２３の下面に突起を設け、この突起が反転板
２２と接触するようにすることが好ましい。
【００４２】
（接続部材２８の他の例）
　さらに、反転板受け部２５と集電部材１６との接続は、図５と図６に示す構造とするこ
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ともできる。図５に示す第１の電極端子１３Ａは、ロッド部２８Ａの一端に設けた鍔部を
絶縁部材２４の内形に沿う角形の端子板２８Ｃとしており、この端子板２８Ｃの外側面に
反転板受け部２５である接続プレート２３を面接触状態で連結する構造としている。この
接続部材２８は、ロッド部２８Ａが、絶縁部材２４、封口板１２、ガスケット１７、及び
集電部材１６を貫通する状態でこれ等に挿通されている。さらに、接続部材２８は、端子
板２８Ｃを絶縁部材２４の上面に当接させた状態で、ロッド部２８Ａの先端部をカシメ加
工して端子板２８Ｃを集電部材１６に電気接続すると共に、端子板２８Ｃを絶縁部材２４
の表面に配置している。さらに、接続部材２８は、接続プレート２３を連結するための連
結凸部２８Ｄを外側面から突出して設けている。接続プレート２３は、連結凸部２８Ｄと
対向する位置に連結孔２３ｄを開口しており、この連結孔２３ｄに連結凸部２８Ｄを嵌入
させることで接続プレート２３を端子板２８Ｃの定位置に連結できるようにしている。こ
の二次電池１は、その製造工程において、端子板２８Ｃを備える接続部材２８を介して集
電部材１６を封口板１２に固定すると共に、集電部材１６を外装缶１１に収納して封口板
１２で閉塞した後、接続プレート２３を端子板２８Ｃに接続できる。このため、用途に応
じてボルト３３の形状変更を容易にできる特徴がある。なお、この例では、接続部材２８
と接続プレート２３を銅材とし、ボルト３３をメッキした鉄製とすることで、良好な接続
が可能となる。
【００４３】
　さらに、図６に示す接続部材２８は、ロッド部２８Ａと端子板２８Ｃとを異なる金属と
している。図に示す接続部材２８は、ロッド部２８Ａを銅材とし、端子板２８Ｃをアルミ
ニウム材としている。この構造は、接続プレート２３をアルミ材とすることで、端子板２
８Ｃと接続プレート２３の同種金属のレーザー溶接が容易となる。このため、軽量化が実
現できる。
【００４４】
　さらに、図５と図６に示す二次電池１は、接続部材２８の端子板２８Ｃを接続プレート
２３と絶縁部材２４の間に介在させるので、反転板２２と接続プレート２３との距離が長
くなるが、図５に示すように、頭部３３Ｂの中央部に凸部３３ｃを設けることで反転板２
２との距離を確保し、あるいは、図６の鎖線で示すように、ボルト３３の頭部３３Ｂを厚
く成形することで反転板２２との距離を確保して、反転板２２が作動して反転した際の反
転板２２とボルト３３との接続を維持できる。
【００４５】
（ボルト３３の他の例）
　さらに、ボルト３３の頭部３３Ｂを厚く成形して、反転板２２と対向する位置に配置す
る構造は、図７と図８に示すように、頭部３３Ｂの形状を種々に変更して反転板２２との
接触抵抗や導通抵抗を小さくすることができる。
【００４６】
　図７に示すボルト３３は、頭部３３Ｂの表面であって、図において反転板２２と対向す
る面となる下面に凹部３３ａを形成している。頭部３３Ｂに形成される凹部３３ａは、好
ましくは、図の鎖線で示すように、反転した反転板２２の表面に沿う断面形状とすること
ができる。このような構成によると、反転板２２が反転したとき、反転板２２と頭部３３
Ｂがより広い面積で接触し易くなり、頭部３３Ｂと反転板２２との接触抵抗や導通抵抗を
より小さくすることができる。
【００４７】
　さらに、図８に示すボルト３３は、頭部３３Ｂの表面であって、図において反転板２２
と対向する面となる下面に環状の凸部３３ｂを形成している。図８に示すボルト３３は、
頭部３３Ｂの外周面に沿う環状の凸部３３ｂを形成している。このボルト３３も、図の鎖
線で示すように、反転した反転板２２の表面に沿う形状となるように凸部３３ｂを形成す
ることで、反転板２２との接触抵抗や導通抵抗をより小さくすることができる。なお、環
状の凸部３３ｂにおいて、その一部に切欠きを設けた略環状の凸部、即ち、環状の凸部３
３ｂにおいて、凸部３３ｂが一部途切れるような略環状の凸部としても、ある程度の効果
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が得られる。例えば、完全な環状の場合の全周の長さに対して、実際の凸部の長さが７０
％以上である場合、略環状の凸部とすることができる。
【００４８】
（反転板受け部２５の他の例）
　さらに、反転板受け部２５は、図９に示すように、第１の電極端子１３Ａである接続部
材２８と接続プレート２３とを一体的に形成することもできる。この反転板受け部２５は
、絶縁部材２４を介して封口板１２の上面に配置される接続プレート２３を接続部材２８
の端子板２８Ｃに兼用して、この接続プレート２３から下方に突出するロッド部２８Ａを
一体的に成形している。この構造は、接続プレートと接続部材とを一体化することで、異
種金属の接合のような接触抵抗を生じさせることなく低抵抗にでき、しかも、部品点数を
削減できる特徴が実現できる。
【００４９】
　以上のように、本発明の二次電池は、反転板受け部２５が第１の出力端子３１を有し、
第１の出力端子３１を第１の電極端子１３Ａから離間して配置することで、バスバー６及
びナット９が連結される第１の出力端子３１の突出量（ｔ）を低くして二次電池１の全高
を低くできる。また、ナット９を第１の出力端子３１に締め付ける状態で、第１の出力端
子３１にかかる締め付けトルクにより第１の電極端子１３Ａに無理な応力が作用するのを
防止できる。
【００５０】
（絶縁ホルダー５０）
　さらに、反転板受け部２５は、図１０ないし図１２に示す構造で封口板１２の定位置に
配置することもできる。図１０ないし図１２に示す例では、反転板２２の上面に、樹脂等
の絶縁材で成形された絶縁ホルダー５０を配置している。図１０と図１１に示す絶縁ホル
ダー５０は、反転板２２と対向する部分にプレート部５０Ａを備えており、このプレート
部５０Ａにはボルト３３の一部を挿入する貫通孔５０ａを開口している。さらに、絶縁ホ
ルダー５０は、接続部材２８と対向する部分には開口部５０Ｂを設けている。そして、こ
の開口部５０Ｂ内に接続部材２８と絶縁部材２４とが配置されている。この構造の絶縁ホ
ルダー５０は、開口部５０Ｂに接続部材２８及び絶縁部材２４を配置する状態で、封口板
１２の上面の定位置に配置される。さらに、図に示す絶縁ホルダー５０は、上面の周囲に
周壁５０Ｃを設けており、この周壁５０Ｃの内側に接続プレート２３を嵌合させて定位置
に配置できるようにしている。
【００５１】
　絶縁ホルダー５０は、プレート部５０Ａに開口された貫通孔５０ａに、ボルト３３の一
部を挿入すると共に、貫通孔５０ａに挿入されたボルト３３の一部を、貫通孔５０ａの下
面側においてプレート部５０Ａから表出させている。図１０ないし図１２に示すボルト３
３は、頭部３３Ｂの中央部に、下方に突出する柱状の凸部３３Ｃを設けており、この凸部
３３Ｃを貫通孔５０ａに貫通させている。このボルト３３は、頭部３３Ｂに設けた凸部３
３Ｃを絶縁部材５０に貫通させて下面側に表出させることにより、反転する反転板２２と
接触させて導通を図るようにしている。貫通孔５０ａは、凸部３３Ｃを挿入できるが、頭
部３３Ｂは挿入できない内径としている。すなわち、貫通孔５０ａにおいて内径が最も小
さい部分の内径は、ボルト３３の頭部３３Ｂにおいて外径が最も大きい部分の外径よりも
小さくしている。これにより、反転板２２の上方に配置されるボルト３３が反転板２２側
に移動することを抑制している。よって、通常時において、ボルト３３が下方に移動して
反転板２２と接触することを確実に防止できる。また、反転板２２が反転した状態では、
貫通孔５０ａから表出する凸部３３Ｃに反転板２２が接触するようにできる。
【００５２】
　絶縁ホルダー５０の貫通孔５０ａには頭部３３Ｂと凸部３３Ｃが嵌合するように段差部
が形成されていることが好ましい。図１０ないし図１２に示す絶縁ホルダー５０は、貫通
孔５０ａの上側開口部に、ボルト３３の頭部３３Ｂを挿入させる段差凹部５０ｂを形成し
ている。段差凹部５０ｂは、頭部３３Ｂを収納できるように、その内形を頭部３３Ｂの外
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形に沿う形状とし、あるいは頭部３３Ｂの外形よりもやや大きくすると共に、頭部３３Ｂ
を収納できる深さとしている。
【００５３】
　以上の絶縁ホルダー５０は、反転板受け部２５を封口板１２の定位置に配置しながら、
接続プレート２３に固定されたボルト３３が反転板２２側に移動するのを確実に防止でき
る。ただ、絶縁ホルダー５０を備えて、この絶縁ホルダー５０を介してボルト３３を定位
置に配置する構造では、必ずしもボルト３３を圧入や溶接等の方法で接続プレート２３に
固定する必要はない。それは、絶縁ホルダー５０の定位置にボルト３３を配置すると共に
、このボルト３３のボルト部３３Ａを接続プレート２３に貫通させる状態で接続プレート
２３を配置した後、接続プレート２３から突出するボルト部３３Ａにバスバー６を挿通し
て、ナット９を締め付けることにより、接続プレート２３とバスバー９とを電気接続でき
るからである。この場合は、ボルト３３を空転させることなくナット９を締め付けできる
ようにするために、ボルト３３の頭部３３Ｂの平面視の形状を多角形状とし、段差凹部５
０ｂの内形を頭部３３Ｂの外形に沿う形状とすることが好ましい。
【００５４】
　ボルト３３は、頭部３３Ｂを段差凹部５０ｂに案内する状態で、貫通孔５０ａに挿入さ
れる凸部３３Ｃの下端面がプレート部５０Ａの下面から表出するように凸部３３Ｃを突出
させている。図１０に示す絶縁ホルダー５０は、プレート部５０Ａの下面を封口板１２の
上面と同一平面上に配置している。さらに、この絶縁ホルダー５０は、貫通孔５０ａから
表出する凸部３３Ｃの下面をプレート部５０Ａの下面と同一平面上に配置している。ただ
、ボルト３３は、凸部３３Ｃの下端をプレート部５０Ａの下面から突出させることもでき
る。
【００５５】
　図１１に示す絶縁ホルダー５０は、プレート部５０Ａの下面であって、貫通孔５０ａの
開口縁の周囲に凹部５０ｃを形成している。凹部５０ｃは、反転板２２と対向する領域に
形成されている。この絶縁ホルダー５０は、貫通孔５０ａの周囲に凹部５０ｃを形成する
ことにより、凸部３３Ｃの下端を凹部５０ｃの底面から突出する構造として、ボルト３３
の下面を反転板２２側に表出させている。この構造は、反転板２２が反転したときに、反
転板２２とボルト３３の下面との接触を良好にできる。
【００５６】
　絶縁ホルダー５０は、図１０と図１１に示すように、絶縁部材２４と別体とすることが
できる。これにより、封口板１２に第１の電極端子１３Ａである接続端子２８を固定した
後に、別途、絶縁ホルダー５０を接続することができ、製造工程における自由度が向上す
る。なお、絶縁ホルダーは、絶縁部材の一部であるようにしてもよい。
【００５７】
　図１２に示す絶縁ホルダー５０は、絶縁部材２４と一体構造としている。この絶縁ホル
ダー５０は、第１の電極端子１３Ａである接続部材２８と対向する位置に開口部を設ける
ことなく下面をプレート部５０Ｄで閉塞すると共に、このプレート部５０Ｄには、接続部
材２８のロッド部２８Ａを貫通させる貫通孔５０ｄを開口している。この構造は、絶縁部
材２４を絶縁ホルダー５０と一体化することで、部品点数を削減できる。
【００５８】
　以上の絶縁ホルダー５０は、一端部に接続部材２８や絶縁部材２４を連結するので、封
口板１２の上面の定位置に位置決めしながら配置できる。ただ、絶縁ホルダー５０は、必
ずしも一端部に接続部材２８や絶縁部材２４を連結する必要はなく、反転板２２と対向す
るプレート部５０Ａのみで構成することもできる。この絶縁ホルダーは、図示しないが、
接続プレートと反転板との間に配置されて、反転板の上方に配置されるボルトが反転板側
に移動するのを阻止するストッパ部材として機能する。この絶縁ホルダーは、例えば、図
５や図６に示す構造の絶縁部材２４の内側であって、接続プレート２３と反転板２との間
に配置することができる。
【００５９】
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（第２の出力端子）
　さらに、図１と図２に示す二次電池１は、第２の電極端子１３Ｂに接続される電極体１
５からの出力を外部に出力するための第２の出力端子３２も備えている。第２の出力端子
３２は、導電プレート２６に固定されており、導電プレート２６を介して、第２の電極端
子１３Ｂに電気接続されている。図１と図２に示す第２の出力端子３２は、前述の第１の
出力端子３１と同様の構造としている。すなわち、第２の出力端子３２は、ボルト部３３
Ａの後端に頭部３３Ｂを有するボルト３３で、ボルト部３３Ａを上向きの姿勢として導電
プレート２６に貫通させている。導電プレート２６は、ボルト部３３Ａを挿通するための
挿通孔を開口しており、さらに、この挿通孔の下側開口部にはボルト３３の頭部３３Ｂを
嵌合させる嵌合凹部を形成している。このボルト３３も、頭部３３Ｂを嵌合凹部に圧入し
て外れないように固定し、あるいは接着や溶着して固定することができる。また、ボルト
３３も、頭部３３Ｂの外形を多角形状とし、嵌合凹部の内形をこの頭部３３Ｂの外形に沿
う形状として頭部３３Ｂを嵌合構造で固定することもできる。
【００６０】
　導電プレート２６は、第２の出力端子３２を第２の電極端子１３Ｂから離間して配置し
ている。図１と図２に示す二次電池１は、封口板１２の端部に第２の電極端子１３Ｂを配
置しており、この第２の電極端子１３Ｂから封口板１２の中央部側に離間して第２の出力
端子３２を配置している。
【００６１】
　第１の出力端子３１と第２の出力端子３２は、図１３に示すように、複数の二次電池１
を交互に反転しながら積層する状態で、隣接する二次電池１の出力端子同士が対向する位
置となるように配置することが好ましい。したがって、第２の出力端子３２と第２の電極
端子１３Ｂとの間隔（ｄ）は、好ましくは、第１の出力端子３１と第１の電極端子１３Ａ
との間隔（ｄ）と等しくする。すなわち、第１の出力端子３１と第２の出力端子３２とを
左右対称の位置となるように配置する。
【００６２】
　以上の二次電池１は、図１３に示すように、主面となる幅広面が互いに対向する姿勢で
積層されると共に、上面及び側面が同一平面となるように積層されて組電池が形成される
。互いに積層される複数の二次電池１は、隣接する二次電池１の対向する第１の出力端子
３１及び第２の出力端子３２がバスバー６で連結されて互いに直列に接続される。隣接す
る二次電池１を互いに直列に接続する組電池１０は、出力電圧を高くして出力を大きくで
きる。ただ、組電池は、隣接する二次電池を並列に接続、或いは、直列接続と並列接続と
を組み合わせて多直多並に接続することもできる。
【００６３】
　二次電池１を直列に接続する組電池１０は、図１３の平面図に示すように、隣接する二
次電池１同士で対向する第１の出力端子３１と第２の出力端子３２が近接するような姿勢
で、言い換えると二次電池１を交互に左右反転させた姿勢で積層する。これによって第１
の出力端子３１と第２の出力端子３２を接続するバスバー６を小型化できる。
【００６４】
（組電池１０）
　組電池１０は、図１３に示すように、複数の二次電池１と、複数の二次電池１同士を積
層する面に介在させて、二次電池１間を絶縁するセパレータ２と、複数の二次電池１とセ
パレータ２を交互に積層した電池積層体５の積層方向の端面に配置された一対のエンドプ
レート３と、電池積層体５の側面に配置され、エンドプレート３同士を締結する金属製の
複数の締結部材４とを備えている。
【００６５】
（セパレータ２）
　セパレータ２は、樹脂等の絶縁部材で作製されており、隣接する二次電池１を電気的に
絶縁している。なお、組電池は、必ずしも二次電池の間にセパレータを介在させる必要は
ない。例えば二次電池の外装缶を樹脂等の絶縁材で成形し、あるいは二次電池の外装缶の
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外周を熱収縮チューブや絶縁シート、絶縁塗料等で被覆する等の方法で、互いに隣接する
二次電池同士を絶縁することによって、セパレータを不要とできる。
【００６６】
（エンドプレート３）
　エンドプレート３は、十分な強度を発揮する材質、例えば金属製とする。ただ、エンド
プレートは、材質を樹脂製とすることや、さらに、この樹脂製のエンドプレートを金属製
の材質からなる部材で補強して構成しても良い。
【００６７】
（締結部材４）
　締結部材４は、所定の厚さを有する金属板を折曲して所定の形状に加工してなるバイン
ドバーとしている。このようなバインドバーは、十分な強度を有する材質、例えば、アル
ミニウムや鉄などの金属板、好ましくは、鋼板が使用できる。このように、金属板を折曲
したバインドバーを締結部材４とすることで、安価に構成できる。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明に係る二次電池及び複数の二次電池を備える組電池は、大電力が要求される車両
のモータに電力を供給する電源装置や、自然エネルギーや深夜電力を蓄電する蓄電装置に
最適に使用される。
【符号の説明】
【００６９】
１…二次電池
２…セパレータ
３…エンドプレート
４…締結部材
５…電池積層体
６…バスバー
７…電流遮断機構
９…ナット
１０…組電池
１１…外装缶
１２…封口板
１２Ａ…短絡孔
１３…電極端子
１３Ａ…第１の電極端子
１３Ｂ…第２の電極端子
１４…ガス排出弁
１５…電極体
１６…集電部材
１７…ガスケット
１９…注液部
２０…短絡機構
２１…ヒューズ部
２２…反転板
２３…接続プレート
２３ａ…貫通孔
２３ｂ…挿通孔
２３ｃ…嵌合凹部
２３ｄ…連結孔
２４…絶縁部材
２５…反転板受け部
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２６…導電プレート
２８…接続部材
２８Ａ…ロッド部
２８Ｂ…鍔部
２８Ｃ…端子板
２８Ｄ…連結凸部
３１…第１の出力端子
３２…第２の出力端子
３３…ボルト
３３Ａ…ボルト部
３３Ｂ…頭部
３３Ｃ…凸部
３３ａ…凹部
３３ｂ…凸部
５０…絶縁ホルダー
５０Ａ…プレート部
５０Ｂ…開口部
５０Ｃ…周壁
５０Ｄ…プレート部
５０ａ…貫通孔
５０ｂ…段差凹部
５０ｃ…凹部
５０ｄ…貫通孔
１０６…バスバー
１０９…ナット
１０１…二次電池
１１１…外装缶
１１２…封口板
１１３…電極端子
１１５…電極体
１１６…集電板
１１８…固定部材
１２１…ヒューズ部
１２２…反転板
１２３…接続プレート
１２４…絶縁部材
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