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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
可撓性を有する外装材から正極引き出しタブ及び負極引き出しタブが引き出された電池の
製造方法であって、
前記正極引き出しタブ及び前記負極引き出しタブの位置を基準として余剰の前記外装材を
切断することで、前記電池の周縁の角部に基準部を形成する工程と、
前記基準部を形成した後に、前記外装材から引き出された状態の前記正極引き出しタブ及
び前記負極引き出しタブに対して、前記基準部に基づいて孔を穿孔する工程と、を含む電
池の製造方法。
【請求項２】
前記正極引き出しタブに形成する孔と前記負極引き出しタブに形成する孔との間の間隔が
定まっている請求項１に記載の電池の製造方法。
【請求項３】
前記外装材がラミネートフィルムである請求項１又は請求項２に記載の電池の製造方法。
【請求項４】
前記孔は、前記外装材の周縁の一部を基準として形成される請求項１乃至請求項３のいず
れか１項に記載の電池の製造方法。
【請求項５】
前記孔にはネジが挿通されると共に、前記孔の直径は、前記ネジの径の１倍以上１．５倍
以内である請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の電池の製造方法。
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【請求項６】
前記穿孔工程では、前記正極引き出しタブ及び前記負極引き出しタブに孔を同時に形成す
る請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の電池の製造方法。
【請求項７】
可撓性を有する外装材から正極引き出しタブ及び負極引き出しタブが引き出され、前記正
極引き出しタブ又は前記負極引き出しタブに継ぎ足しタブ部材が接続された電池の製造方
法であって、
前記正極引き出しタブ及び前記負極引き出しタブの位置を基準として余剰の前記外装材を
切断することで、前記電池の周縁の角部に基準部を形成する工程と、
前記基準部を形成した後に、前記外装材から引き出された状態の前記正極引き出しタブ及
び前記負極引き出しタブ、前記継ぎ足しタブ部材に対して、前記基準部に基づいて孔を穿
孔する工程と、を含む電池の製造方法。
【請求項８】
前記正極引き出しタブに形成する孔と前記負極引き出しタブに形成する孔と前記継ぎ足し
タブ部材に形成する孔のそれぞれの間の間隔が定まっている請求項７に記載の電池の製造
方法。
【請求項９】
前記外装材がラミネートフィルムである請求項７又は請求項８に記載の電池の製造方法。
【請求項１０】
前記孔は、前記外装材の周縁の一部を基準として形成される請求項７乃至請求項９のいず
れか１項に記載の電池の製造方法。
【請求項１１】
前記孔にはネジが挿通されると共に、前記孔の直径は、前記ネジの径の１倍以上１．５倍
以内である請求項７乃至請求項１０のいずれか１項に記載の電池の製造方法。
【請求項１２】
前記穿孔工程では、前記正極引き出しタブ及び前記負極引き出しタブ及び前記継ぎ足しタ
ブ部材に孔を同時に形成する請求項７乃至請求項１１のいずれか１項に記載の電池の製造
方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウムイオン二次電池などの単位電池の製造方法、及び、このような単位
電池を複数用いて構成される電池モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　リチウムイオン二次電池は、モバイルフォン、デジタルカメラなどの携帯用小型機器の
電源に用いられる蓄電デバイスとして普及してきたが、近年は電動バイク、電気自転車な
どの移動手段の電源や、住宅や商業施設などの電源として用いられるなど、大型で大容量
かつ大電流の電源においても需要が拡大している。
【０００３】
　とりわけ、可撓性フィルムを外装材として用いたリチウムイオン二次電池は、軽量で安
全性が高く、高密度実装にも適しているという点で注目されている。このような可撓性フ
ィルムを外装材として用いたリチウムイオン二次電池を、複数用いて組電池とした電池モ
ジュールは、樹脂製、金属製あるいはこれらを組み合わせたモジュールケースに収納され
て用いられる。
【０００４】
　このとき、組電池とモジュールケースは、可撓性フィルム外装材から引き出されている
正極端子や負極端子にネジ止め用の孔をあけ、これにネジを挿通するなどして相互に固定
されている。例えば、このような構造については、特許文献１（特開２００４－３３９４
８５号公報）に開示されている。
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【０００５】
　なお、上記のように、可撓性フィルム外装材に収容される蓄電素子としては、リチウム
イオン二次電池以外に、電気二重層キャパシタや、リチウムイオンキャパシタなどが挙げ
ることができる。
【特許文献１】特開２００４－３９４８５号公報
【特許文献２】特開２００３－２５７４０８号公報
【特許文献３】ＷＯ２００６０６８３７９号公報
【特許文献４】特開２００４－６３２７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１（特開２００４－３９４８５号公報）記載の発明では、二次電池の端子に予
め設けられた貫通孔と、外装ケースに予め設けられたネジ孔とを合わせ、前記貫通孔にネ
ジなどを挿通することで、二次電池とモジュールケースとを締結固定している。このとき
、貫通孔とネジ孔位置関係が正確に一致しない場合には、ラミネートフィルム外装材が可
撓性を有するため、ラミネートフィルム外装材が変形された状態で二次電池が固定される
こととなる。
【０００７】
　ところが、ラミネートフィルム外装材が変形された状態で二次電池がモジュールケース
に固定されていると、モジュールに振動や衝撃が加わることで、ラミネートフィルム外装
材にも様々な力が加わって、特に、外装材における正極端子や負極端子が外部に引き出さ
れている箇所が破断したりしやすい状態となり、問題であった。また、ラミネートフィル
ム外装材内で端子と接続している箔状の集電タブにも力が加わり、当該集電タブを破断さ
せてしまうおそれがある、という問題があった。
【０００８】
　なお、特許文献２（特開２００３－２５７４０８号公報）記載の発明では、振動や衝撃
に対して耐久性を上げるために、集電タブと電極端子との接続をネジによる固定としてい
る。しかしながら、特許文献２に記載されている発明では、箔状の集電タブに孔をあける
ことによって、箔状の集電タブに電極端子を兼ねるネジを挿通しているので、箔状の集電
タブがより破断しやすくなる、という問題がある。
【０００９】
　また、特許文献３（ＷＯ２００６０６８３７９号公報）記載の発明では、電池セル同士
の固定を強固にするために、電極端子に所定の形状の孔を形成するものである。ラミネー
トフィルムを外装とする電池は、１つ１つの電池によって電極端子のラミネート電池から
引き出される位置、引き出される長さ、引き出される向きなどの位置関係が異なる。した
がって、特許文献３に開示される発明のように、電極端子の幅と高さとを基準に孔が形成
されると、各セル間の孔の位置関係がばらつき、ラミネートフィルム外装材を変形させな
いとセル同士を固定できなくなり、ラミネートの切れや箔状の集電タブが破断するおそれ
がある。また、孔の位置合わせの際にラミネートフィルム外装材が変形しないように、固
定するネジなどの径に対して、孔の大きさを十分に大きくした場合には、衝撃や振動に伴
ってモジュールケース内で組電池が動きやすくなってしまい、やはりラミネートフィルム
の変形や、それに伴うラミネートフィルム、集電タブ、電極端子の破断の可能性が高くな
ってしまう。
【００１０】
　また、特許文献４（特開２００４－６３２７８号公報）記載の発明では、電池のシール
性及び放熱性を高めるために、電極端子とラミネートフィルム外装材とが重なる部分に予
め電極端子の欠損部を形成し、ネジと狭掴部材で固定するものである。特許文献４記載の
発明は、電極端子とモジュールケースとの固定には触れておらず、衝撃が加わったときの
組電池の箔状の集電タブや、ラミネートフィルムの破断を防ぐことについて一切考慮され
ていない。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記のような問題を解決するものであって、本発明に係る電池の製造方法は
、可撓性を有する外装材から正極引き出しタブ及び負極引き出しタブが引き出された電池
の製造方法であって、前記正極引き出しタブ及び前記負極引き出しタブの位置を基準とし
て余剰の前記外装材を切断することで、前記電池の周縁の角部に基準部を形成する工程と
、前記基準部を形成した後に、前記外装材から引き出された状態の前記正極引き出しタブ
及び前記負極引き出しタブに対して、前記基準部に基づいて孔を穿孔する工程と、を含む
。
【００１２】
　また、本発明に係る電池の製造方法は、可撓性を有する外装材から正極引き出しタブ及
び負極引き出しタブが引き出され、前記正極引き出しタブ又は前記負極引き出しタブに継
ぎ足しタブ部材が接続された電池の製造方法であって、前記正極引き出しタブ及び前記負
極引き出しタブの位置を基準として余剰の前記外装材を切断することで、前記電池の周縁
の角部に基準部を形成する工程と、前記基準部を形成した後に、前記外装材から引き出さ
れた状態の前記正極引き出しタブ及び前記負極引き出しタブ、前記継ぎ足しタブ部材に対
して、前記基準部に基づいて孔を穿孔する工程と、を含む。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る電池の製造方法においては、外装材の基準部に基づいて、正極引き出しタ
ブ及び負極引き出しタブに、固定に用いる孔を穿孔するので、このような本発明に係る電
池の製造方法によれば、電池モジュールの収容体などに単位電池を固定する際、外装材が
変形された状態で固定される確率が低減され、例え、電池モジュールに振動や衝撃が加わ
ったとしても、外装材における引き出しタブが外部に引き出されている箇所が破断したり
、或いは、引き出しタブが外装材内で箔状の集電タブと接続している箇所が破断したりす
る確率を抑制することができる電池を製造することが可能となる。
【００１５】
　また、本発明に係る電池モジュールにおいては、外装材の基準部と正極引き出しタブに
形成された孔の位置との間の第１距離と、外装材の基準部と負極引き出しタブに形成され
た孔の位置との間の第２距離と、が収容体に収容される全ての単位電池で等しいので、こ
のような本発明に係る電池モジュールによれば、電池モジュールの収容体などに、外装材
が変形された状態で固定される確率が低減され、例え、電池モジュールに振動や衝撃が加
わったとしても、単位電池の外装材における引き出しタブが外部に引き出されている箇所
が破断したり、或いは、引き出しタブが外装材内で箔状の集電タブと接続している箇所が
破断したりする確率を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】電池モジュールを構成する単位電池１００及びその予備加工工程を示す図である
。
【図２】単位電池の製造工程を説明する図である。
【図３】単位電池の製造工程を説明する図である。
【図４】単位電池の製造工程を説明する図である。
【図５】単位電池の製造工程を説明する図である。
【図６】単位電池の製造工程を説明する図である。
【図７】単位電池の製造工程を説明する図である。
【図８】単位電池の製造工程を説明する図である。
【図９】単位電池の基準部を説明する図である。
【図１０】固定に用いる孔を引き出しタブに穿孔する穿孔工程を説明する図である。
【図１１】固定に用いる孔を引き出しタブに穿孔する穿孔工程を説明する図である。
【図１２】固定に用いる孔を引き出しタブに穿孔する穿孔工程を説明する図である。
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【図１３】電池モジュールを構成する上で用いられる単位電池収容体８００を説明する図
である。
【図１４】電池モジュールを構成する上で用いられる単位電池収容体８００を説明する図
である。
【図１５】第１コネクタ８２８の単位電池収容体８００への取り付けを説明する図である
。
【図１６】第２コネクタ８４０のコネクタ取り付けパネル８４７への取り付けを説明する
図である。
【図１７】コネクタ取り付けパネル８４７の単位電池収容体８００への取り付けを説明す
る図である。
【図１８】単位電池収容体８００に取り付けられた第２コネクタ８４０正面図である。
【図１９】電池モジュールの製造工程を説明する図である。
【図２０】電池モジュールの製造工程を説明する図である。
【図２１】電池モジュールの製造工程を説明する図である。
【図２２】電池モジュールの製造工程を説明する図である。
【図２３】電池モジュールの製造工程を説明する図である。
【図２４】電池モジュールの製造工程を説明する図である。
【図２５】電池モジュールの製造工程を説明する図である。
【図２６】電池モジュールの製造工程を説明する図である。
【図２７】電池モジュールを分解的に示す斜視図である。
【図２８】電池モジュール１０００を示す斜視図である。
【図２９】バッテリー管理回路ユニット１１００の製造工程を説明する図である。
【図３０】バッテリー管理回路ユニット１１００の製造工程を説明する図である。
【図３１】バッテリー管理回路ユニット１１００の製造工程を説明する図である。
【図３２】バッテリー管理回路ユニット１１００を示す図である。
【図３３】ラック部材１２００の構成を示す斜視図である。
【図３４】ラック部材１２００から天板１２２０と第２側板１２４０を取り外した状態を
示す図である。
【図３５】ラック部材１２００を図３３のＦの方向からみた正面図である。
【図３６】電池モジュール１０００の装着を説明する図である。
【図３７】電池モジュール１０００の第２コネクタ８４０周辺の構成を説明する図である
。
【図３８】本発明の実施形態に係る蓄電装置１３００を示す図である。
【図３９】仮想面Ｐと押さえ板１２６０との位置関係を説明する図である。
【図４０】他の実施形態に用いる単位電池１００及びその予備加工工程を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。図１は電池モジュールを構成
する単位電池１００及びその予備加工工程を示す図である。この単位電池１００としては
、リチウムイオンが負極と正極とを移動することにより充放電が行われる、電気化学素子
の１種であるリチウムイオン二次単位電池が用いられる。
【００１８】
　図１（Ａ）は予備加工を施していない単位電池１００を示している。単位電池１００の
電池本体部１１０は、複数のシート状正極と複数のシート状負極とがセパレータを介して
積層された電極積層体、および電解液（いずれも図示しない）が、平面視で矩形のラミネ
ートフィルム外装材内に収容された構造となっている。そして、電池本体部１１０の一方
の端部（辺）からは正極引き出しタブ１２０が、また、前記一方の端部と対向する他方の
端部（辺）からは負極引き出しタブ１３０が引き出されている。上記のような複数のシー
ト状正極電極と複数のシート状負極電極とがセパレータを介して積層された積層方向をシ
ート厚方向として定義する。
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【００１９】
　正極引き出しタブ１２０及び負極引き出しタブ１３０は、いずれも平面状で、ラミネー
トフィルム外装材内において、それぞれ、シート状正極電極の正極集電タブ、シート状負
極電極の負極集電タブと直接またはリード体などを介して接続されている。ラミネートフ
ィルム外装材は、熱融着樹脂層を有する金属ラミネートフィルムにより構成されている。
より具体的には、例えば２枚の金属ラミネートフィルムが、熱融着樹脂層同士を相対して
重ねられてラミネートフィルム外装材を構成し、シート状正極電極、シート状負極電極お
よびセパレータを有する電極積層体や電解液を、内部に収容した状態でラミネートフィル
ム外装材の外周辺が熱シールされることで、その内部が密閉されている。
【００２０】
　ここで、ラミネートフィルム外装材よりなる電池本体部１１０から引き出される正極引
き出しタブ１２０や負極引き出しタブ１３０などの金属片は、「引き出しタブ」と称する
こととし、ラミネートフィルム外装材の内側でセパレータや電解液などを介して積層され
ているシート状正極電極やシート状負極電極を「電極」と称する。
【００２１】
　なお、電極積層体には、上記のように複数のシート状正極電極と複数のシート状負極電
極とがセパレータを介して積層したものの他に、シート状正極電極とシート状負極電極と
がセパレータを介し積層したものを巻回し、これが圧縮されることにより積層体をなすも
のも含まれる。
【００２２】
　上記のような単位電池１００においては、正極引き出しタブ１２０の材質としてはアル
ミニウムまたはアルミニウム合金が、また、負極引き出しタブ１３０の材質としては、ニ
ッケル、他の金属にニッケルメッキを施した材料（ニッケルメッキ材。例えば、ニッケル
メッキをした銅など）、ニッケルと他の金属のクラッド（ニッケルクラッド材。例えば、
ニッケル－銅クラッドなど）が一般的に用いられている。本実施形態においては、アルミ
ニウム製の正極引き出しタブ１２０が、また、ニッケルメッキをした銅からなる負極引き
出しタブ１３０がそれぞれ用いられている。
【００２３】
　以上のように構成される単位電池１００に対して、電池モジュールに組み込み前段とし
ての予備加工を実施する。まず、図１（Ｂ）に示すように、銅製の継ぎ足しタブ部材１４
０を、溶着部１４３で超音波溶着することで、正極引き出しタブ１２０に接続する。この
ような継ぎ足しタブ部材１４０を用いる理由について説明する。
【００２４】
　本発明に係る電池モジュールを構成する上では、単位電池１００の正極引き出しタブ１
２０と、この単位電池１００に隣り合う単位電池１００の負極引き出しタブ１３０とを、
ネジによって機械的に銅製のバスバーに固着することで、電気接続を行うようにする。
【００２５】
　ここで、単位電池１００のアルミニウムを含む正極引き出しタブ１２０と、銅製のバス
バーとを機械的に固着させる構成では、電位差の問題により所定の年月が経過した後の導
電性が劣化する可能性がある。
【００２６】
　そこで、本発明に係る電池モジュールにおいては、上述のように、単位電池１００の正
極引き出しタブ１２０には、銅製の継ぎ足しタブ部材１４０を溶着により接合しておく。
そして、銅製の継ぎ足しタブ部材１４０と、バスバーとを機械的に固着することによって
、電位差による導電性劣化の問題を解決する。このような構成によれば、機械的な電気接
続部では、同種の金属材料による電気接続となり、電位差の問題がなく、年月の経過によ
る導電性の劣化が発生することがほとんどなくなる。
【００２７】
　続く、図１（Ｃ）の工程においては、正極引き出しタブ１２０に位置合わせ貫通孔１２
４を設け、正極引き出しタブ１２０に継ぎ足された継ぎ足しタブ部材１４０に貫通孔１４
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５を設け、負極引き出しタブ１３０に位置合わせ貫通孔１３４及び貫通孔１３５を設ける
。これらの貫通孔のうち、正極引き出しタブ１２０の位置合わせ貫通孔１２４及び負極引
き出しタブ１３０の位置合わせ貫通孔１３４については、単位電池１００を後に詳しく説
明する単位電池収容体８００にセットする際に利用する。
【００２８】
　単位電池収容体８００には単位電池位置合わせ突起部８６０が設けられているが、単位
電池１００を単位電池収容体８００に載置する際には、単位電池位置合わせ突起部８６０
を位置合わせ貫通孔１２４、位置合わせ貫通孔１３４に貫通させるようにすれば、簡単に
単位電池１００を単位電池収容体８００にセッティングすることが可能となり、製造効率
がよい。
【００２９】
　また、継ぎ足しタブ部材１４０の貫通孔１４５、及び、負極引き出しタブ１３０の貫通
孔１３５については、後述するように（１）単位電池１００を単位電池収容体８００に機
械的に固定するため、（２）単位電池収容体８００のバスバーにタブを電気的に接続する
ため、及び、（３）タブとセンス線、電源線を電気的に接続するために利用される。
【００３０】
　図１（Ｄ）は予備加工された単位電池１００の寸法関係等を説明する図である。本実施
形態に係る電池モジュール１０００を構成するために用いられる単位電池１００は以下の
ような寸法関係等を有している。
・単位電池１００の寸法（引き出しタブを除く）：Ｌ２７０ｍｍ、Ｗ１３０ｍｍ
・引き出しタブの幅：８０ｍｍ
・正極側の継ぎ足しタブ部材１４０の貫通孔１４５：φ５
・負極引き出しタブ１３０の貫通孔１３５：φ５
・貫通孔１４５と貫通孔１３５との間の距離：３５０ｍｍ
・貫通孔１４５と貫通孔１３５に適用するネジ８８９：Ｍ４
・単位電池１００の重量：８００ｇ
　次に、以上のように準備加工される単位電池１００の製造から引き出しタブなどへの穿
孔工程までをより詳しく説明する。図２は単位電池１００の製造のために複数準備される
材料の一部を示す図であり、図２（Ａ）は正極電極２０を示しており、図２（Ｂ）は負極
電極３０を示しており、図２（Ｃ）はセパレータ４０を示している。
【００３１】
　図２（Ａ）の正極電極２０は、アルミニウム製の正極基材２３における正極集電タブ２
４となる部分を除いた両面に、マンガン酸リチウムなどからなる正極活物質である正極合
剤が塗布されている正極合剤塗布部２６を有している。
【００３２】
　また、図２（Ｂ）の負極電極３０は、銅製の負極基材３３における負極集電タブ３４と
なる部分を除いた両面に、黒鉛粉末などからなる負極活物質である負極合剤が塗布されて
いる負極合剤塗布部３６を有している。
【００３３】
　また、図２（Ｃ）のセパレータ４０としては、リチウムイオンが通過することが可能な
微細な孔が設けられたポレオレフィン系のシート状の材質が用いられる。
【００３４】
　図３に示す工程では、上記のような各素材を、例えばしたから順に、負極電極３０、セ
パレータ４０、正極電極２０、セパレータ４０、負極電極３０・・・・正極電極２０、セ
パレータ４０、負極電極３０のように積層する。このようにして構成される、図４に示す
積層体においては、最下部、最上部には必ず負極電極３０が配されるようにしている。
【００３５】
　なお、正極電極２０における正極合剤塗布部２６、負極基材３３における負極合剤塗布
部３６、及びセパレータ４０が積層された状態の積層体を、便宜上、電池要素５０と称す
る。すなわち、電池要素５０の一方側からは、複数の正極集電タブ２４が延出し、電池要
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素５０の一方側と対向する他方側からは、複数の負極集電タブ３４が延出することとなる
。
【００３６】
　図５に示す工程では、正極側接続部２８において、全ての正極集電タブ２４と、アルミ
ニウム製の正極引き出しタブ１２０を接続すると共に、負極側接続部３８において、全て
の負極集電タブ３４と、ニッケルメッキをした銅からなる負極引き出しタブ１３０を接続
する。なお、正極側接続部２８や負極側接続部３８において、接続性を高めるための補助
的な導電性の部材を用いるようにしてもよい。
【００３７】
　図６に示す工程では、下に凸の型押しがなされている第１ラミネートフィルム外装材６
１と、上に凸の型押しがなされている第２ラミネートフィルム外装材６２とで、電池要素
５０を収容する。この時、正極引き出しタブ１２０及び負極引き出しタブ１３０とは、第
１ラミネートフィルム外装材６１及び第２ラミネートフィルム外装材６２の外に引き出さ
れた状態とされる。第１ラミネートフィルム外装材６１及び第２ラミネートフィルム外装
材６２としては、アルミニウム箔の表裏を樹脂でコーティングしたシートを用いる。
【００３８】
　なお、本実施形態では、電池要素５０の上下から２枚のラミネートフィルム外装材で挟
むようにして、電池要素５０を収容する例につき説明しているが、ラミネートフィルム外
装材で電池要素５０を収容する方法はこの例に限らない。例えば、１枚のラミネートフィ
ルム外装材を折り返し、電池要素５０を収容するようにしてもよい。また、１枚のラミネ
ートフィルム外装材で、終端の無い筒を作っておき、この筒の内部に電池要素５０を収容
するようにしてもよい。
【００３９】
　図７に示す工程では、正極引き出しタブ１２０と負極引き出しタブ１３０とを、第１ラ
ミネートフィルム外装材６１及び第２ラミネートフィルム外装材６２の外に引き出された
状態で、電解液を注液する開口を残し、ラミネートフィルム外装材の周縁を熱溶着する。
次に、前記開口から電解液（不図示）を注液した後、前記開口を接着により封口し、ラミ
ネートフィルム外装材内に電池要素５０、正極集電タブ２４、負極集電タブ３４、電解液
（不図示）を封止する。図７における斜線に示す領域は、ラミネートフィルム外装材が熱
溶着や接着によって貼り合わされている領域を示している。
【００４０】
　次に、図８は、上記のように電池要素５０などをラミネートフィルム外装材に封止した
後、余剰のラミネートフィルム外装材を、例えば、正極引き出しタブ１２０と負極引き出
しタブ１３０などの位置を基準として、一点鎖線で切断する切断工程を示している。
【００４１】
　図９は、上記切断工程を経て単位電池１００を得ることができる。このようにして完成
した単位電池１００における周縁の４つの角部（斜線部）は、引き出しタブなどに穿孔す
る穿孔工程で、基準部１０７として機能するものとなる。このような切断工程は、ラミネ
ートフィルム外装材に基準部を形成する基準部形成工程とも言うことできる。
【００４２】
　図１０に示された、穿孔工程で用いられる治具８０においては、基台８１上に、単位電
池１００の位置決めを行うために用いる位置合わせ基準角部８２と、穿孔工程で正極引き
出しタブ１２０と負極引き出しタブ１３０が載置される正極台座８４と負極台座８５とが
設けられている。
【００４３】
　なお、本例では、治具８０に設ける位置合わせ基準角部８２の数を１つとしているが、
これより多く設けるようにしてもよい。
【００４４】
　図１１は、穿孔工程を行う際、治具８０の位置合わせ基準角部８２と、単位電池１００
の基準部１０７とが完全に当接するようにして、単位電池１００を治具８０上にセットし
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た様子を示している。
【００４５】
　図１２の穿孔工程では、上記のようにしてセットされた単位電池１００において、正極
引き出しタブ１２０に、後述する収容体に単位電池１００を載置する際に用いる位置合わ
せ貫通孔１２４と、継ぎ足しタブ部材１４０に、単位電池１００を前記収容体に固定する
際に用いる貫通孔１４５と、負極引き出しタブ１３０に前記収容体に単位電池１００を載
置する際に用いる位置合わせ位置合わせ貫通孔１３４と、単位電池１００を前記収容体に
固定する際に用いる貫通孔１３５とを、全て同時に不図示の打ち抜き機でそれぞれの部材
を打ち抜き、形成する。
【００４６】
　なお、本例では正極側において、継ぎ足しタブ部材１４０に、単位電池１００を前記収
容体に固定する際に用いる貫通孔を設けているが、このような貫通孔を直接正極引き出し
タブ１２０に設けるようにしてもよい。
【００４７】
　また、本実施形態においては、単位電池１００の引き出しタブなどに穿孔する際、全て
の孔を同時に形成するようにしているが、治具８０をＸＹステージなどにセットし、ＸＹ
ステージで治具８０を移動させながら、順次孔を形成するようにしてもよい。
【００４８】
　上記のような工程によれば、単位電池１００の基準部１０７と貫通孔１４５との間の距
離ｄ1、単位電池１００の基準部１０７と貫通孔１３５との間の距離ｄ2、単位電池１００
の基準部１０７と位置合わせ貫通孔１２４５との間の距離ｄ3、単位電池１００の基準部
１０７と位置合わせ貫通孔１３４との間の距離ｄ4は、電池モジュールを製造する際のい
ずれの単位電池１００についても、等しくなる。
【００４９】
　本発明に係る単位電池１００の製造方法においては、ラミネートフィルム外装材の基準
部１０７に基づいて、正極引き出しタブ１２０及び負極引き出しタブ１３０に、固定に用
いる孔を穿孔するので、このような本発明に係る単位電池の製造方法によれば、電池モジ
ュールの収容体などに単位電池１００を固定する際、ラミネートフィルム外装材が変形さ
れた状態で固定される確率が低減され、例え、電池モジュールに振動や衝撃が加わったと
しても、ラミネートフィルム外装材における引き出しタブが外部に引き出されている箇所
が破断したり、或いは、引き出しタブが外装材内で箔状の集電タブと接続している箇所が
破断したりする確率を抑制することができる単位電池１００を製造することが可能となる
。
【００５０】
　また、本発明に係る電池モジュールにおいては、外装材の基準部１０７と正極引き出し
タブ１２０に形成された孔の位置との間の第１距離と、外装材の基準部１０７と負極引き
出しタブ１３０に形成された孔の位置との間の第２距離と、が収容体に収容される全ての
単位電池１００で等しいので、このような本発明に係る電池モジュールによれば、電池モ
ジュールの収容体などに、外装材が変形された状態で固定される確率が低減され、例え、
電池モジュールに振動や衝撃が加わったとしても、単位電池１００のラミネートフィルム
外装材における引き出しタブが外部に引き出されている箇所が破断したり、或いは、引き
出しタブが外装材内で箔状の集電タブと接続している箇所が破断したり、する確率を抑制
することができる。
【００５１】
　次に、準備加工された単位電池１００を収容するための単位電池収容体８００の詳細な
構成について説明する。図１３及び図１４は電池モジュールを構成する上で用いられる単
位電池収容体８００を説明する図である。
【００５２】
　単位電池収容体８００は、ＡＢＳなどの合成樹脂製の部材であり、単位電池収容体８０
０においては、単位電池１００などが組み付けられ、単位電池１００同士などの配線が行
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われる。
【００５３】
　単位電池収容体８００は、平板状の基体と、基体の２つの主面である表面および裏面の
周縁部に形成された周縁隔壁部と、を有する。周縁隔壁部は、基体表面側に設けられた第
１面周縁隔壁部と、基体裏面側に設けられた第２面周縁隔壁部と、から構成されている。
ここで、図１３は単位電池収容体８００の基体表面側を斜視的にみた図であり、図１４は
単位電池収容体８００の基体裏面側を斜視的にみた図である。図１３に示されている基体
表面側の電池収容体の主面を第１面８０１、また、図１４に示されている基体裏面側の電
池収容体の主面を第２面８１２として、以下、説明する。
【００５４】
　第１面８０１においては、基体表面の周縁を囲むように、基体表面から垂直方向に立設
した第１面周縁隔壁部８０２が設けられている。この第１面周縁隔壁部８０２で囲まれた
内側のエリアは、後述するカバー体によって遮蔽される。
【００５５】
　また、第１面８０１における第１面周縁隔壁部８０２で囲まれた内側のエリアにおいて
は、基体表面から垂直方向に立設した第１面区画分け隔壁部８０３が設けられており、第
１面内で互いに隣接する単位電池１００の間の隔壁を成し、単位電池１００を収容する独
立した収容室を供するようになっている。また、第１面区画分け隔壁部８０３は、一列に
配列される端部に位置する単位電池１００の隔壁としても機能する。第１面区画分け隔壁
部８０３により、第１面８０１側においては、第１電池収容室８０７、第２電池収容室８
０８、第３電池収容室８０９、第４電池収容室８１０の計４つの単位電池１００の収容空
間を構成することが可能となる。
【００５６】
　第１面８０１の一端側と、これに対向する他端側とにおいては、第１面周縁隔壁部８０
２と、第１面区画分け隔壁部８０３との中間に位置し、基体表面から垂直方向に立設した
第１面中間隔壁部８０５が設けられている。第１面区画分け隔壁部８０３と第１面中間隔
壁部８０５との間の空間は、単位電池１００のタブの電位を検出するセンス線などを這わ
せるための第１面センス線収容部８１１として利用される。
【００５７】
　第１面区画分け隔壁部８０３により形成される単位電池１００の収容室に、単位電池１
００が収容されたとき、その引き出しタブが引き出される方向と、第１面区画分け隔壁部
８０３が交差する箇所には、区画分け隔壁切り欠き部８０４が設けられている。また、同
様に、前記引き出しタブが引き出される方向と第１面中間隔壁部８０５とが交差する箇所
には、中間隔壁切り欠き部８０６が設けられている。
【００５８】
　電池モジュールが異常な状態で使用された結果、複数の単位電池のうち、１つの単位電
池で異常が発生し、ラミネートフィルム外装材内に生じたガスがラミネートフィルム外装
材外に排気するような場合であっても、区画分け隔壁切り欠き部８０４及び中間隔壁切り
欠き部８０６が、上記のようなガスを排気する排気構造として機能し、当該ガスの隣接す
る単位電池への影響を低減することができるようになっている。
【００５９】
　第２面８１２においても、基体裏面の周縁部に囲むように、基体裏面から垂直方向に立
設した第２面周縁隔壁部８１３が設けられている。この第２面周縁隔壁部８１３で囲まれ
た内側のエリアは、後述するカバー体によって遮蔽される。
【００６０】
　また、第２面８１２における第２面周縁隔壁部８１３で囲まれた内側のエリアにおいて
は、基体表面から垂直方向に立設した第２面区画分け隔壁部８１４が設けられており、第
２面内で互いに隣接する単位電池１００の間の隔壁を成し、単位電池１００を収容する独
立した収容室を供するようになっている。また、第２面区画分け隔壁部８１４は、一列に
配列される端部に位置する単位電池１００の隔壁としても機能する。第２面区画分け隔壁



(11) JP 6443951 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

部８１４により、第２面８１２側においては、第５電池収容室８１８、第６電池収容室８
１９、第７電池収容室８２０、第８電池収容室８２１の計４つの単位電池１００の収容空
間を構成することが可能となる。単位電池収容体８００においては、第１面８０１と第２
面８１２とで合わせて、計８つの単位電池１００を収容する。
【００６１】
　第２面８１２の一端側と、これに対向する他端側とにおいては、第２面周縁隔壁部８１
３と、第２面区画分け隔壁部８１４との中間に位置し、基体表面から垂直方向に立設した
第２面中間隔壁部８１６が設けられている。第２面区画分け隔壁部８１４と第２面中間隔
壁部８１６との間の空間は、単位電池１００のタブの電位を検出するセンス線などを這わ
せるための第２面センス線収容部８２２として利用される。
【００６２】
　第２面区画分け隔壁部８１４により形成される単位電池１００の収容室に、単位電池１
００が収容されたとき、その引き出しタブが引き出される方向と、第２面区画分け隔壁部
８１４が交差する箇所には、区画分け隔壁切り欠き部８１５が設けられている。また、同
様に、前記引き出しタブが引き出される方向と第２面中間隔壁部８１６とが交差する箇所
には、中間隔壁切り欠き部８１７が設けられている。
【００６３】
　電池モジュールが異常な状態で使用された結果、複数の単位電池のうち、１つの単位電
池で異常が発生し、ラミネートフィルム外装材内に生じたガスがラミネートフィルム外装
材外に排気するような場合であっても、区画分け隔壁切り欠き部８１５及び中間隔壁切り
欠き部８１７が、上記のようなガスを排気する排気構造として機能し、当該ガスの隣接す
る単位電池への影響を低減することができるようになっている。
【００６４】
　上記に示すように、単位電池収容体８００は、第１面８０１において第１電池収容室８
０７、第２電池収容室８０８、第３電池収容室８０９、第４電池収容室８１０の４つの単
位電池１００の収容室を有しており、第２面８１２において第５電池収容室８１８、第６
電池収容室８１９、第７電池収容室８２０、第８電池収容室８２１の４つの単位電池１０
０の収容室を有しており、両面で合わせて計８つの単位電池１００の収容室を有している
。仮にひとつの電池収容室に１つの単位電池１００を収容するものとすると、本実施形態
に係る単位電池収容体８００では、最大で８つの単位電池１００を収容することが可能で
ある。なお、本発明における電池モジュールでは、単位電池収容体８００で収容可能とす
る単位電池１００の数は、この例に限定されるものではなく、単位電池収容体８００の両
面を利用するのであれば、単位電池収容体８００で収容可能とする単位電池１００の数は
、任意の数とすることができる。
【００６５】
　単位電池収容体８００の一方の端部（第１電池収容室８０７及び第８電池収容室８２１
が配されている側の端部）においては、直列接続される単位電池１００の電源が取り出せ
る第１コネクタ８２８が配される空間である第１コネクタ収容凹部８２４が設けられてい
る。
【００６６】
　図１５は第１コネクタ８２８の単位電池収容体８００への取り付けを説明する図であり
、図１５（Ｂ）は図１５（Ａ）の要部拡大図である。単位電池収容体８００の側壁には、
第１コネクタ８２８を取り付けるための第１コネクタ取り付け開口部８２５と、その両側
に第１コネクタ取り付けネジ孔８２６とが設けられており、第１コネクタ８２８を第１コ
ネクタ取り付け開口部８２５にはめ込み、第１コネクタ取り付けネジ孔８２６に取り付け
ネジ８２９を螺着させることで、第１コネクタ８２８を単位電池収容体８００に固着する
。第１コネクタ収容凹部８２４の近傍には、第１面８０１と第２面８１２とを貫通する電
源線用開口部８２７が設けられており、第１面８０１側に設けられる第１コネクタ８２８
の電源線８８１を第２面８１２側に引き回せるようになっている。
【００６７】
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　単位電池収容体８００の一方の端部第４電池収容室８１０及び第５電池収容室８１８が
配されている側の端部）においては、単位電池１００からのセンス線、サーミスタ接続線
からの出力が取り出せる第２コネクタ８４０が配される空間である第２コネクタ取り付け
凹部８３２が設けられている。
【００６８】
　この第２コネクタ２３４からは、直列接続される各単位電池１００のタブの電位情報、
モジュール内の温度情報が取り出せるようになっている。このような各単位電池１００の
タブの電位情報によって、後述するバッテリー管理回路ユニット１１００が各々の単位電
池１００の管理を行うことができるようになっている。
【００６９】
　電池モジュール１０００を蓄電装置１２００に装着する際には、電池モジュール１００
０をレール部材で位置規制しつつ、蓄電装置１２００筐体の奥部にあるコネクタ（後述す
る第７コネクタ１１５２）に嵌合させるが、このとき、レール部材などに公差があると、
第２コネクタ８４０と第７コネクタ１１５２との嵌合が困難となる。そこで、第２コネク
タ８４０は、上記のような公差をカバーするように、若干変位可能に構成されている。
【００７０】
　このような第２コネクタ８４０について、図１６乃至図１８に基づいて説明する。図１
６は第２コネクタ８４０のコネクタ取り付けパネル８４７への取り付けを説明する図であ
り、図１７はコネクタ取り付けパネル８４７の単位電池収容体８００への取り付けを説明
する図であり、図１８は単位電池収容体８００に取り付けられた第２コネクタ８４０正面
図である。
【００７１】
　第２コネクタ８４０の本体部８４１の両端には、２つの貫通孔８４３（図１６には不図
示）が設けられており、これらの２つの貫通孔８４３にそれぞれブッシュ８４４が取り付
けられているが、このブッシュ８４４の外径は、貫通孔８４３の内径より２Δｂより小さ
くなっており、これによりブッシュ８４４に対して第２コネクタ８４０の本体部８４１は
２Δｂの変位を行い得るようになっている。
【００７２】
　この第２コネクタ８４０は、コネクタ取り付けパネル８４７のコネクタ取り付け開口部
８４８にはめ込まれ、コネクタ取り付けパネル８４７のコネクタ取り付けネジ孔８４９と
、ブッシュ８４４と、締結部材８５２の雌ネジ孔８５３とに挿入・螺着される取り付けネ
ジ８５０によって、コネクタ取り付けパネル８４７に対して固着される。したがって、第
２コネクタ８４０は、コネクタ取り付けパネル８４７に対して、２Δｂの変位量で変位可
能となっている。
【００７３】
　第２コネクタ取り付け凹部８３２におけるパネル取り付け基台部８３３には、パネル取
り付け基台部８３３を形成する平面より突出するネジ孔周縁突状部８３５が設けられてお
り、ネジ孔周縁突状部８３５の中心には、コネクタ取り付けパネル８４７を単位電池収容
体８００に対して取り付けるために利用されるパネル取り付けネジ孔８３４が設けられて
いる。
【００７４】
　コネクタ取り付けパネル８４７の両側に設けられている取り付け切り欠き部８５１内に
、挿通されるネジ孔周縁突状部８３５の外径は、取り付け切り欠き部８５１の内側部より
２Δａ小さくされており、コネクタ取り付けパネル８４７は単位電池収容体８００に対し
て２Δａ変位可能となる。
【００７５】
　第２コネクタ８４０が取り付けられたコネクタ取り付けパネル８４７は、コネクタ取り
付けネジ孔８４９と、抜け止めワッシャー８３７と、取り付け切り欠き部８５１と、パネ
ル取り付けネジ孔８３４とに挿通された取り付けネジ８３６によって、単位電池収容体８
００に取り付けられる。
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【００７６】
　コネクタ取り付けパネル８４７は単位電池収容体８００に対して２Δａ変位可能となり
、さらに、第２コネクタ８４０はコネクタ取り付けパネル８４７に対して２Δｂ変位可能
となるので、第２コネクタ８４０は単位電池収容体８００に対して２Δａ＋２Δｂの変位
が可能となる。ここで、Δａ＞Δｂの寸法関係に設定することにより、レール部材によっ
て位置規制されながら誘導される電池モジュール１０００の第２コネクタ８４０は、より
滑らかに第７コネクタ１１５２に嵌合する。
【００７７】
　単位電池収容体８００の（第１電池収容室８０７及び第８電池収容室８２１が配されて
いる側の端部）においては、第１面８０１と第２面８１２との間を貫通する取手貫通孔８
５４が設けられており、取手貫通孔８５４とその周囲が取手部８５５として機能するよう
になっている。このような取手部８５５は、電池モジュールの取り扱い性を向上させるも
のである。
【００７８】
　単位電池収容体８００における第１面８０１の第４電池収容室８１０と、第２面８１２
の第５電池収容室８１８との間には、第１面８０１と第２面８１２との間を貫通するバス
バー引き回し貫通孔８６７が設けられている。
【００７９】
　本発明に係る電池モジュールにおいては、各電池収容室に配された電池が直列接続され
るが、このバスバー引き回し貫通孔８６７によって、面間バスバー８７７を第１面８０１
の第４電池収容室８１０と、第２面８１２の第５電池収容室８１８との間を跨がせること
が可能となり、これにより、第４電池収容室８１０に収容される単位電池１００と第５電
池収容室８１８に収容される単位電池１００とを、面間バスバー８７７を介して電気接続
することができるようになっている。
【００８０】
　第１電池収容室８０７乃至第８電池収容室８２１のそれぞれの収容室には、基体表面ま
たは基体裏面から立設さようにして、それぞれ２つの単位電池位置合わせ突起部８６０が
設けられている。
【００８１】
　それぞれの収容室の一方の単位電池位置合わせ突起部８６０は、正極引き出しタブ１２
０の位置合わせ貫通孔１２４に、また、他方の単位電池位置合わせ突起部８６０は、負極
引き出しタブ１３０の位置合わせ貫通孔１３４に嵌合するようになっており、これにより
、単位電池１００を単位電池収容体８００に迅速に位置合わせしてセットすることが可能
となり、製造効率上有効である。
【００８２】
　また、それぞれの収容室には、基体表面または基体裏面の平面から立設されたタブ部材
載置部８６１が設けられている。タブ部材載置部８６１は単位電池収容体８００に単位電
池１００がセットされたときに、単位電池１００の正極引き出しタブ１２０、負極引き出
しタブ１３０やこれらタブ間に配設されるバスバーを前記平面から所定距離離した状態で
保つための構成である。
【００８３】
　タブ部材載置部８６１の一部にはタブ部材固着ネジ孔８６２が設けられており、このタ
ブ部材固着ネジ孔８６２を利用してネジ止め行うことで、（１）単位電池１００を単位電
池収容体８００に機械的に固定し、（２）単位電池収容体８００のバスバーにタブを電気
的に接続し、及び、（３）タブとセンス線、電源線を電気的に接続することができるよう
になっている。タブ部材固着ネジ孔８６２は、内周にネジパターンが切られた金属の筒状
体が、樹脂で形成される単位電池収容体８００に一体モールドで埋め込まれるような形で
設けられることが好ましい。
【００８４】
　タブ部材載置部８６１におけるタブ部材固着ネジ孔８６２の一部には、十字状のリブ構
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造が設けられ、タブ部材固着ネジ孔８６２を補強するようになっている。また、タブ部材
固着ネジ孔８６２のうち、タブ部材間バスバー８７６が設けられる箇所においては、相隣
るタブ部材固着ネジ孔８６２の間に、ネジ孔間架橋部８６３が設けられ、安定的にタブ部
材間バスバー８７６を載置することができるようになっている。さらに、このネジ孔間架
橋部８６３の上面には、バスバー位置決め突起部８６４が設けられており、タブ部材間バ
スバー８７６に予め設けられる貫通孔にバスバー位置決め突起部８６４を嵌合することで
、タブ部材間バスバー８７６を簡便にセットすることでき、製造効率を向上させるように
なっている。
【００８５】
　また、第１面８０１の第１電池収容室８０７に収容される単位電池１００の正極引き出
しタブ１２０、及び、第２面８１２の第８電池収容室８２１に収容される単位電池１００
の負極引き出しタブ１３０はそれぞれ、センス線以外に電源線にも接続されるが、このた
めに用いる端部バスバー８７５を固定するために、それぞれの収容室には端部バスバー固
定枠８６５が設けられている。
【００８６】
　単位電池収容体８００の外周における一の端部には第１端側突状ガイド部材８７０が、
また当該端部と対向する他の端部には第２端側突状ガイド部材８７２が設けられている。
これら第１端側突状ガイド部材８７０、及び、第２端側突状ガイド部材８７２は、凸部が
長手方向に連続するような構造であり、後述するレール部材における凹状ガイド部材１１
４５に、これらをスライドさせることで、本発明に係る電池モジュール１０００を蓄電装
置１２００の筐体に収容することが可能となる。
【００８７】
　第１端側突状ガイド部材８７０の両端部にはテーパー部８７１が、また、第２端側突状
ガイド部材８７２の両端部にはテーパー部８７３がそれぞれ設けられることで、上記のよ
うに、レール部材における凹状ガイド部材１１４５に電池モジュール１０００を差し込み
入れる際には、差し込みが容易となり取り扱い性が向上する。また、レール部材における
凹状ガイド部材１１４５から電池モジュール１０００を取り外す際には、各テーパー部が
アソビとなるので、電池モジュール１０００の抜き去り方向に留意する必要性があまりな
く、取り扱い性が向上する。
【００８８】
　第１端側突状ガイド部材８７０の幅と、第２端側突状ガイド部材８７２の幅とは、互い
に異なるものを用いることで、想定していない姿勢で、電池モジュール１０００が蓄電装
置１２００に対して抜き差しされることを防止することが可能となる。なお、第１端側突
状ガイド部材８７０の幅は、或いは、第２端側突状ガイド部材８７２の幅は、基体表面ま
たは基体裏面と垂直な方向でみた長さとして定義することができる。
【００８９】
　第１端側突状ガイド部材８７０及び第２端側突状ガイド部材８７２はいずれも、基体表
面および基体裏面とは異なる側面であって、対向する２つの側面に基体表面あるいは基体
裏面の平面方向に沿って設けられるものである。
【００９０】
　第１端側突状ガイド部材８７０及び第２端側突状ガイド部材８７２は、周縁隔壁部（８
０２，８１３）から突出あるいは基体から延在するように設けられるものある。また、各
テーパー部は、前記突出する突出量あるいは延在する延長量が変化するものである、とい
うことができる。
【００９１】
　単位電池収容体８００においては、第１面８０１に配された単位電池１００や各種配線
を第１面カバー体９１０により、また、第２面８１２に配された単位電池１００や各種配
線を第２面カバー体９２０により遮蔽する構造を採る。
【００９２】
　このために、第１面カバー体９１０を第１面８０１にネジにより螺着するために用いら
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れるカバー体固着ネジ孔８６９が、第１面８０１に１６個設けられている。同様に、第２
面カバー体９２０を第１面２２０にネジにより螺着するために用いられるカバー体固着ネ
ジ孔８６９が、第２面８１２に同じく１６個設けられている。それぞれの面に、カバー体
固着ネジ孔８６９は１６個設けられているが、全てのカバー体固着ネジ孔８６９でネジ留
めする必要はない。また、カバー体固着ネジ孔８６９を一の面に設ける数は、１６個に限
らず任意の数とすることができる。
【００９３】
　次に、以上のように構成される単位電池収容体８００に単位電池１００などの各部品を
組み付けて、本発明に係る電池モジュールとする工程について説明する。
【００９４】
　図１９に示す工程においては、第１面８０１の第４電池収容室８１０に収容される単位
電池１００と、第２面８１２の第５電池収容室８１８に収容される単位電池１００との導
通のために利用される面間バスバー８７７をセットする。面間バスバー８７７をバスバー
引き回し貫通孔８６７に挿通し、面間バスバー８７７に設けられている貫通孔をバスバー
位置決め突起部８６４に嵌合することで、面間バスバー８７７の取り付けが完了する。面
間バスバー８７７には、タブ部材固着ネジ孔８６２に対応する貫通孔も予め設けられてい
る。
【００９５】
　図２０に示す工程においては、タブ部材間バスバー８７６に設けられている貫通孔をバ
スバー位置決め突起部８６４に嵌合することで、タブ部材間バスバー８７６をタブ部材載
置部８６１にセットする。タブ部材間バスバー８７６には、タブ部材固着ネジ孔８６２に
対応する貫通孔も予め設けられている。また、この工程においては、端部バスバー固定枠
８６５に、端部バスバー８７５をセットする。この端部バスバー８７５にも、タブ部材固
着ネジ孔８６２に対応する貫通孔が予め設けられている。また、各電池収容室における斜
線部に接着剤を塗布する。
【００９６】
　続く、図２１に示す工程においては、接着剤が塗布されている第１電池収容室８０７、
第２電池収容室８０８、第３電池収容室８０９、第４電池収容室８１０のそれぞれに単位
電池１００を収容する。このとき、単位電池１００の正極引き出しタブ１２０の位置合わ
せ貫通孔１２４及び負極引き出しタブ１３０の位置合わせ貫通孔１３４を、単位電池収容
体８００の単位電池位置合わせ突起部８６０に貫通させることで、簡便に位置合わせを行
うことができ、製造効率がよい。図中、単位電池１００の正極引き出しタブ１２０が引き
出された側には（＋）のマークを、また、負極引き出しタブ１３０が引き出された側には
（－）のマークを記入している。図２１に示すように、隣り合う電池収容室に収容される
単位電池１００のタブの極性は、単位電池収容体８００の一端部側おいて、相異なるよう
になっている。これによりタブ部材間バスバー８７６を介して、単位電池１００のタブ同
士が電気接続されると、直列接続を構成するようになっている。
【００９７】
　本実施形態では、単位電池１００の引き出しタブの引き出し方向と垂直な方向に、単位
電池１００が一方向に複数配列され、さらに、隣り合う単位電池１００のタブ同士が電気
接続されることで、簡便に単位電池１００の直列接続が実現できるようになっている。
【００９８】
　タブ部材固着ネジ孔８６２を利用してネジ８８９によって、タブ部材間バスバー８７６
と単位電池１００のタブの電気的及び機械的固着を行う。ここで、タブ部材間バスバー８
７６を固着する２つのネジ８８９のうち一方のネジ８８９には、センス線端子８８８も合
わせて固着する。センス線端子８８８は、第１面センス線収容部８１１に配されるセンス
線８８７により第２コネクタ８４０と導通しており、第２コネクタ８４０から単位電池１
００のタブの電位情報を出力可能とされる。
【００９９】
　なお、これまでに説明したように、単位電池１００の正極引き出しタブ１２０、負極引
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き出しタブ１３０、継ぎ足しタブ部材１４０などに穿孔されている孔は、ラミネートフィ
ルム外装材の基準部１０７に基づいて、形成されている。したがって、単位電池収容体８
００に単位電池１００をネジ８８９により固定する際、ラミネートフィルム外装材が変形
された状態で固定される確率が低減され、例え、電池モジュールに振動や衝撃が加わった
としても、ラミネートフィルム外装材における引き出しタブが外部に引き出されている箇
所が破断したり、或いは、引き出しタブが外装材内で箔状の集電タブと接続している箇所
が破断したりする確率を抑制することができる単位電池１００を製造することが可能とな
る。
【０１００】
　第１電池収容室８０７における単位電池１００の継ぎ足しタブ部材１４０は、ネジ８８
９によりは、端部バスバー８７５上で、電源線端子８８２とセンス線端子８８８と端部バ
スバー８７５と電気的及び機械的固着が施される。この電源線端子８８２は、電源線８８
１により第１コネクタ８２８と導通しており、第１コネクタ８２８からは、電池モジュー
ルとしての正極性の出力を取り出すことができるようになっている。
【０１０１】
　また、第２電池収容室８０８と第３電池収容室８０９との間における２つの第１面区画
分け隔壁部８０３の間には、電池モジュール１０００の温度をモニタするためのサーミス
タ８８６が設けられている。このサーミスタ８８６と、第２コネクタ８４０とはサーミス
タ接続線８８５とで導通しており、第２コネクタ８４０からは電池モジュール１０００の
温度情報を出力可能とされる。
【０１０２】
　続く、図２２に示す工程においては、単位電池収容体８００の第１面８０１に、ネジ９
３０により第１面カバー体９１０を取り付ける。ここで、図２７の斜視図も参照しつつ、
第１面カバー体９１０について説明する。第１面カバー体９１０と第２面カバー体９２０
とは鏡対称の関係にある以外は同様の構成を有しているので、以下、第１面カバー体９１
０を例にとり説明する。
【０１０３】
　第１面カバー体９１０は、単位電池収容体８００の第１面８０１に収容される単位電池
１００、電源線８８１、センス線８８７やサーミスタ８８６などを遮蔽するアルミニウム
製のカバー用の部材である。
【０１０４】
　第１面カバー体９１０には、第１面カバー体９１０が第１面８０１に取り付けられたと
き、各電池収容室に収容されている単位電池１００を押圧するための絞り加工（電池押圧
絞り加工部９１１）が施されている。また、電池押圧絞り加工部９１１によって、単位電
池１００を押圧する面は押圧面９１２として定義される。電池押圧絞り加工部９１１に基
づく押圧面９１２は、第１面カバー体９１０装着時、単位電池１００の電極積層領域１０
５を押圧することで、単位電池１００の経年使用による膨張などを押さえ込み、単位電池
１００の寿命を伸ばす効果を有する。
【０１０５】
　また、第１面カバー体９１０には、第１面カバー体９１０が第１面８０１に取り付けら
れたとき、カバー体固着ネジ孔８６９と対応する位置に、ネジ孔９１４が形成されている
。ネジ孔９１４の周囲には、ネジ孔絞り加工部９１３が設けられることで、ネジ孔９１４
の周囲における第１面カバー体９１０と第１面８０１とが密着する形で、第１面カバー体
９１０が固着される。
【０１０６】
　また、第１面カバー体９１０においては、第１面カバー体９１０が単位電池収容体８０
０に取り付けられたとき、単位電池１００の引き出しタブと対応するように、切り欠き部
９１５が設けられている。このような切り欠き部９１５を設けることにより、電池モジュ
ール１０００の排気性能を確保することが可能となる。
【０１０７】
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　続く、図２３に示す工程においては、単位電池収容体８００の第２面８１２において、
タブ部材間バスバー８７６に設けられている貫通孔をバスバー位置決め突起部８６４に嵌
合することで、タブ部材間バスバー８７６をタブ部材載置部８６１にセットする。タブ部
材間バスバー８７６には、タブ部材固着ネジ孔８６２に対応する貫通孔も予め設けられて
いる。また、この工程においては、端部バスバー固定枠８６５に、端部バスバー８７５を
セットする。この端部バスバー８７５にも、タブ部材固着ネジ孔８６２に対応する貫通孔
が予め設けられている。また、各電池収容室における斜線部に接着剤を塗布する。
【０１０８】
　続く、図２４に示す工程においては、単位電池収容体８００の第２面８１２において、
接着剤が塗布されている第５電池収容室８１８、第６電池収容室８１９、第７電池収容室
８２０、第８電池収容室８２１のそれぞれに単位電池１００を収容する。このとき、単位
電池１００の正極引き出しタブ１２０の位置合わせ貫通孔１２４及び負極引き出しタブ１
３０の位置合わせ貫通孔１３４を、単位電池収容体８００の単位電池位置合わせ突起部８
６０に貫通させることで、簡便に位置合わせを行うことができ、製造効率がよい。図中、
単位電池１００の正極引き出しタブ１２０が引き出された側には（＋）のマークを、また
、負極引き出しタブ１３０が引き出された側には（－）のマークを記入している。図２４
に示すように、隣り合う電池収容室に収容される単位電池１００のタブの極性は、単位電
池収容体８００の一端部側おいて、相異なるようになっている。これによりタブ部材間バ
スバー８７６を介して、単位電池１００のタブ同士が電気接続されると、直列接続を構成
するようになっている。
【０１０９】
　本実施形態では、単位電池１００の引き出しタブの引き出し方向と垂直な方向に、単位
電池１００が一方向に複数配列され、さらに、隣り合う単位電池１００のタブ同士が電気
接続されることで、簡便に単位電池１００の直列接続が実現できるようになっている。
【０１１０】
　タブ部材固着ネジ孔８６２を利用してネジ８８９によって、タブ部材間バスバー８７６
と単位電池１００のタブの電気的及び機械的固着を行う。ここで、タブ部材間バスバー８
７６を固着する２つのネジ８８９のうち一方のネジ８８９には、センス線端子８８８も合
わせて固着する。センス線端子８８８は、第１面センス線収容部８１１に配されるセンス
線８８７により第２コネクタ８４０と導通しており、第２コネクタ８４０から単位電池１
００のタブの電位情報を出力可能とされる。
【０１１１】
　第８電池収容室８２１における単位電池１００の負極引き出しタブ１３０は、ネジ８８
９によりは、端部バスバー８７５上で、電源線端子８８２とセンス線端子８８８と端部バ
スバー８７５と電気的及び機械的固着が施される。この電源線端子８８２は、電源線８８
１により第１コネクタ８２８と導通しており、第１コネクタ８２８からは、電池モジュー
ルとしての負極性の出力を取り出すことができるようになっている。
【０１１２】
　続く、図２５に示す工程においては、単位電池収容体８００の第２面８１２に、ネジ９
３０により第２面カバー体９２０を取り付ける。
【０１１３】
　続く、図２６に示す工程においては、第１コネクタ８２８にキャップ部材８９１を装着
する。第１コネクタ８２８の導電端子には、８つの単位電池１００を直列接続した分の電
圧が印加された状態となる。そこで、電池モジュール１０００を取り扱う上での安全性を
担保するために、このようなキャップ部材８９１により、第１コネクタ８２８を遮蔽する
ようにしている。キャップ部材８９１には２つの係止片８９２が設けられており、これら
に対応して単位電池収容体８００の側壁部に設けられている２つの係止口８９０に、当該
２つの係止片８９２を挿入することで、第１コネクタ８２８を覆うようにキャップ部材８
９１を装着することができるようになっている。このキャップ部材８９１は、電池モジュ
ール１０００を蓄電装置１２００に装着する際には、取り外される。
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【０１１４】
　以上の工程を経て、図２８の斜視図に示されるような電池モジュール１０００が完成す
る。
【０１１５】
　続いて、以上のような本発明に係る電池モジュール１０００の管理を行うバッテリー管
理回路ユニット１１００の構成の概略について説明する。図２９、図３０、図３１はバッ
テリー管理回路ユニット１１００の製造工程を説明する図である。また、図３２はバッテ
リー管理回路ユニット１１００を示す図である。
【０１１６】
　図２９に示す工程では、コネクタパネル１１１０に、第３コネクタ１１１１及び第４コ
ネクタ１１１２をネジ１１１５で取り付ける。バッテリー管理回路ユニット１１００は、
蓄電装置１２００への取り付け性などを考慮すると、電池モジュール１０００と略同寸法
とすることが望ましいが、回路基板１１２０のみで前記寸法を確保しようとするとコスト
面などが問題となるので、コネクタパネル１１１０を用いるようにしている。
【０１１７】
　図３０に示す工程では、バッテリー管理用の回路が搭載されている回路基板１１２０に
たいして、回路の冷却のために一部に通気孔１１２６が設けられた側板１１２５を、回路
基板１１２０のネジ孔部１１２７及びネジ１１２９により固着する。
【０１１８】
　続く、図３１に示す工程では、回路基板１１２０とコネクタパネル１１１０とをネジ１
１３０により固着する。
【０１１９】
　図３２に示す工程では、コネクタパネル１１１０に設けられている第３コネクタ１１１
１、第４コネクタ１１１２のリード線１１１４を回路基板１１２０の各端子１１２３に電
気接続する。
【０１２０】
　以上のようにして構成されるバッテリー管理回路ユニット１１００には、第３コネクタ
１１１１、第４コネクタ１１１２、第５コネクタ１１２１が備えられている。
【０１２１】
　次に、以上のようなバッテリー管理回路ユニット１１００と電池モジュール１０００と
により構成される蓄電装置１２００について説明する。
【０１２２】
　まず、複数の電池モジュール１０００と、バッテリー管理回路ユニット１１００とを収
容するラック部材１２００の構成について説明する。本実施形態のラック部材１２００は
、１３個の電池モジュール１０００と、２枚の基板からなるバッテリー管理回路ユニット
１１００とを収容するラック部材１２００について説明するが、本発明においては、電池
モジュール１０００やバッテリー管理回路ユニット１１００の数に特段の制限があるわけ
ではない。
【０１２３】
　図３３はラック部材１２００の構成を示す斜視図であり、図３４はラック部材１２００
から天板１２２０と第２側板１２４０を取り外した状態を示す図であり、図３５はラック
部材１２００を図３３のＦの方向からみた正面図である。
【０１２４】
　ラック部材１２００の底部を構成する底板１２１０には、複数の下部ガイド部材１２１
５が配設されている。一方、ラック部材１２００の天井部を構成する天板１２２０には、
複数の上部ガイド部材１２２５が配設されている。
【０１２５】
　下部ガイド部材１２１５と上部ガイド部材１２２５とは対向しており、電池モジュール
１０００をラック部材１２００に着脱する際、それぞれ上下で電池モジュール１０００の
案内を行うことができるようになっている。
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【０１２６】
　ラック部材１２００に電池モジュール１０００が装着された時には、隣り合う電池モジ
ュール１０００の間には、所定の間隔が開けられる程度にガイド部材が配されており、隣
り合う電池モジュール１０００同士の間には、十分な空間が確保されるようになっている
。このため、蓄電装置１３００を構成する電池モジュール１０００から発生する熱が、装
置内にこもってしまうようなことがない。
【０１２７】
　さらに、底板１２１０には通風開口部１２１７が、また、天板１２２０には通風開口部
１２２７がそれぞれ設けられており、隣り合う電池モジュール１０００の間で空気の流れ
が滞らないように配慮されており、蓄電装置１３００内の温度上昇を抑制することができ
るようになっている。
【０１２８】
　底板１２１０と天板１２２０との間には、互いに対向するように第１側板１２３０と第
２側板１２４０が設けられており、天板１２２０を両脇から支えるようになっている。
【０１２９】
　第１側板１２３０及び第２側板１２４０においても、第１側板１２３０には通風開口部
１２３７が、また、第２側板１２４０には通風開口部１２４７がそれぞれ設けられており
、電池モジュール１０００やバッテリー管理回路ユニット１１００からの放熱を蓄電装置
１３００から逃がせるような工夫が施されている。
【０１３０】
　なお、本発明に係る蓄電装置１３００は、蓄電装置１３００は縦積みとされて使用され
ることも想定されるために、上記のような通風開口部を設けておき、蓄電装置１３００内
の温度上昇を抑制することはきわめて重要となる。
【０１３１】
　また、第１側板１２３０と第２側板１２４０との間には、複数のコネクタを有する背面
板１２５０が設けられている。
【０１３２】
　この背面板１２５０は、各電池モジュール１０００の第２コネクタ８４０が嵌合する第
７コネクタ１２５２と、バッテリー管理回路ユニット１１００の第５コネクタ１１２１が
それぞれ嵌合する第８コネクタ１２５３とが設けられ、不図示の配線が施されることで、
各電池モジュール１０００のセンス情報、温度情報をバッテリー管理回路ユニット１１０
０側に中継することができるようになっている。バッテリー管理回路ユニット１１００は
これにより、各単位電池１００の電位データと、各電池モジュール１０００内の温度デー
タを取得して、これに基づいて放電停止などの制御を行うようにしている。
【０１３３】
　図３６は、ガイド部材を利用して、蓄電装置１３００のラック部材１２００に電池モジ
ュール１０００をスライドしつつセットしている様子を示している。図３６に示すように
、Ａ側に電池モジュール１０００をスライドさせることで、電池モジュール１０００をラ
ック部材１２００に装着できるし、Ｂ側に電池モジュール１０００をスライドさせること
で、電池モジュール１０００をラック部材１２００から外すことが可能であるので、本発
明に係る蓄電装置１３００においては、電池モジュール１０００の交換がきわめて容易と
なっている。
【０１３４】
　電池モジュール１０００をＡ側にスライドさせて、ラック部材１２００に装着する際、
ラック部材１２００の背面側の背面板１２５０の第７コネクタ１２５２に、電池モジュー
ル１０００の第２コネクタ８４０を嵌合させるようにしなければならない。
【０１３５】
　ガイド部材などに公差があると、第２コネクタ８４０と第７コネクタ１２５２との嵌合
が困難となる。そこで、第２コネクタ８４０は、上記のような公差をカバーするように、
若干変位可能に構成されている。
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【０１３６】
　上記のような変位を可能とするための構成について説明する。図３７は電池モジュール
１０００の第２コネクタ８４０周辺の構成を説明する図であり、図３７（Ａ）は電池モジ
ュール１０００の第２コネクタ８４０を正面から見た図であり、図３７（Ｂ）は図３７（
Ａ）のＡ－Ａ断面図であり、図３７（Ｃ）は図３７（Ａ）のＢ－Ｂ断面図である。
【０１３７】
　図３７（Ｂ）に示すように、単位電池収容体８００のパネル取り付け基台部８３３には
、パネル取り付け基台部８３３を形成する平面より突出するネジ孔周縁突状部８３５が設
けられている。このネジ孔周縁突状部８３５の中心には、コネクタ取り付けパネル８４７
を単位電池収容体８００に対して取り付けるためのパネル取り付けネジ孔８３４が設けら
れている。
【０１３８】
　コネクタ取り付けパネル８４７の両側に設けられている取り付け切り欠き部８５１内に
、挿通されるネジ孔周縁突状部８３５の外径は、取り付け切り欠き部８５１の内側部より
、図に示すように、２Δａ小さくされており、コネクタ取り付けパネル８４７は単位電池
収容体８００に対して２Δａ変位可能となる。
【０１３９】
　また、図３７（Ｃ）に示すように、第２コネクタ８４０の貫通孔８４３にはブッシュ８
４４が取り付けられているが、このブッシュ８４４の外径は、貫通孔８４３の内径より２
Δｂより小さくなっており、これによりブッシュ８４４に対して第２コネクタ８４０の本
体部８４１は２Δｂの変位を行い得るようになっている。
【０１４０】
　コネクタ取り付けパネル８４７は単位電池収容体８００に対して２Δａ変位可能となり
、さらに、第２コネクタ８４０はコネクタ取り付けパネル８４７に対して２Δｂ変位可能
となるので、第２コネクタ８４０は単位電池収容体８００に対して２Δａ＋２Δｂの変位
が可能となる。
【０１４１】
　ここで、Δａ＞Δｂの寸法関係に設定することが好ましい。レール部材によって位置規
制されながら誘導される電池モジュール１０００の第２コネクタ８４０は、２Δａの裕度
により、第７コネクタ１２５２に対して大まかな位置決めがなされ、さらに、第２コネク
タ８４０と第７コネクタ１２５２とが嵌合するタイミングで、２Δｂの裕度により、第２
コネクタ８４０が第７コネクタ１２５２と嵌合する。Δａ＞Δｂの寸法関係に設定すると
、このように、第２コネクタ８４０は、より滑らかに第７コネクタ１２５２に嵌合するこ
とが可能となる。
【０１４２】
　図３８は、ラック部材１２００に押さえ板１２６０を固定した状態を示しており、本発
明の実施形態に係る蓄電装置１３００の完成した状態を示す図である。
【０１４３】
　なお、図３８では図示していないが、各電池モジュール１０００のキャップ部材８９１
を取り外し、不図示の電源線により各電池モジュール１０００を直列接続する。また、直
列接続した両端の電源線は、バッテリー管理回路ユニット１１００の第３コネクタ１１１
１に入力する。以上のように、各電池モジュール１０００とバッテリー管理回路ユニット
１１００をセットすることで蓄電装置１３００が完成する。
【０１４４】
　ステンレス製の押さえ板１２６０は、第１側板１２３０と第２側板１２４０に、ボルト
・ナット１２６６によって固定されることで、背面板１２５０の第７コネクタ１２５２と
電池モジュール１０００の第２コネクタ８４０とが嵌合する方向に、電池モジュール１０
００を押圧する状態を維持できるようになっている。このように電池モジュール１０００
を押圧するように押さえ板１２６０が作用するので、蓄電装置１３００の耐振動性・耐衝
撃性を担保することが可能となる。
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【０１４５】
　押さえ板１２６０は、底板１２１０及び天板１２２０のいずれにも接触しないような設
計とすることが好ましい。これは、底板１２１０と押さえ板１２６０との間の空間、及び
天板１２２０と押さえ板１２６０との間の空間が開口となり、空気の流れるが遮られるこ
となく、電池モジュール１０００・バッテリー管理回路ユニット１１００の温度上昇が抑
制されるからである。
【０１４６】
　また、押さえ板１２６０は、底板１２１０及び天板１２２０の中間の仮想面Ｐが横切る
ように配置されるとよい。図３９はこのような仮想面Ｐを点線によって示す図である。前
記のように押さえ板１２６０が配置されていると、上下方向からみた電池モジュール１０
００の重心を押さえ板１２６０によって支持することとなり、効率的に蓄電装置１３００
に対し耐振動性・耐衝撃性を付与することができるからである。
【０１４７】
　本発明に係る蓄電装置１３００においては、電池モジュール１０００がガイド部材にガ
イドされて脱着できるようになっており、さらに、コネクタによる結線が可能とされてい
る。さらに、背面板１２５０のコネクタと電池モジュール１０００のコネクタとが嵌合す
る方向に、電池モジュール１０００を押圧する押さえ板１２６０が設けられているので、
本発明に係る蓄電装置１３００によれば、電池モジュール１０００の交換容易性を実現す
ると共に、蓄電装置の耐振動性・耐衝撃性を担保することが可能となる。
【０１４８】
　次に、本発明に係る他の実施形態について説明する。図４０は第２実施形態に用いる単
位電池１００及びその予備加工工程を示す図である。本図は、先の第１実施形態で用いた
単位電池１００の図１に対応するものであり、図４０（Ａ）乃至図４０（Ｄ）の関係も、
図１（Ａ）乃至図１（Ｄ）に対応している。また、図４０中の同一の参照符号が付された
構成は、同様のものであるので、説明を省略する。
【０１４９】
　本実施形態に用いる単位電池１００が、第１実施形態で用いた単位電池１００と異なる
点は、正極引き出しタブ１２０及び負極引き出しタブ１３０が、ラミネートフィルム外装
材の同じ辺から引き出されている点である。
【０１５０】
　図４０（Ｄ）は予備加工された第２実施形態に係る単位電池１００の寸法関係等を説明
する図である。この単位電池１００は以下のような寸法関係等を有している。
・単位電池１００の寸法（引き出しタブを除く）：Ｌ２７０ｍｍ、Ｗ２３０ｍｍ
・引き出しタブの幅：４０ｍｍ
・正極側の継ぎ足しタブ部材１４０の貫通孔１４５：φ５
・負極引き出しタブ１３０の貫通孔１３５：φ５
・貫通孔１４５と貫通孔１３５との間の距離：１００ｍｍ
・貫通孔１４５と貫通孔１３５に適用するネジ８８９：Ｍ４
・単位電池１００の重量：８００ｇ
　さらに、正極引き出しタブ１２０及び負極引き出しタブ１３０が、ラミネートフィルム
外装材の同じ辺から引き出されている、第３実施形態に係る単位電池１００として、以下
のような寸法関係等を有するものを準備した。
・単位電池１００の寸法（引き出しタブを除く）：Ｌ１５０ｍｍ、Ｗ８０ｍｍ
・引き出しタブの幅：１２ｍｍ
・正極側の継ぎ足しタブ部材１４０の貫通孔１４５：φ４
・負極引き出しタブ１３０の貫通孔１３５：φ４
・貫通孔１４５と貫通孔１３５との間の距離：３０ｍｍ
・貫通孔１４５と貫通孔１３５に適用するネジ８８９：Ｍ３
・単位電池１００の重量：１５０ｇ
　また、以上の第１実施形態乃至第３実施形態に係る単位電池１００と同寸法の比較例１
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乃至比較例３に係る単位電池１００を用意した。比較例１乃至比較例３に係る単位電池１
００は、いずれも、単位電池１００を製造する際、予め正極引き出しタブ１２０や負極引
き出しタブ１３０、継ぎ足しタブ部材１４０などに孔を設けておく製造方法を採用してい
る。
【０１５１】
　第１実施形態乃至第３実施形態に係る単位電池１００、比較例１乃至比較例３に係る単
位電池１００を単位電池収容体８００に固着すると、特に、比較例１に係る単位電池１０
０を単位電池収容体８００に固着した際に、ラミネートフィルム外装材が変形された状態
で固定されることが散見された。
【０１５２】
　このようにラミネートフィルム外装材の基準部１０７に基づいて、正極引き出しタブ１
２０や負極引き出しタブ１３０、継ぎ足しタブ部材１４０などに孔を設ける本発明の方法
は、大型の電池ほど効果が高いことがわかった。特に、単位電池１００の固定に用いる孔
間の距離が、３０ｍｍ以上であると好適である。なお、前記孔間の距離に上限は特にない
が、あえて生産性等を考慮するのであれば、前記孔間の距離は１０００ｍｍを超えること
がないように設定するのがよい。
【０１５３】
　また、単位電池１００の重量は、８００ｇ以上であると、本発明の効果は大きい。単位
電池１００の重量の上限が特にあるわけではないが、これも生産性等を考慮するのであれ
ば、重量は２０００ｇを超えることがないように設定するのがよい。
【０１５４】
　また、正極引き出しタブ１２０や負極引き出しタブ１３０、継ぎ足しタブ部材１４０の
孔を、締結するネジ８８９については、前記孔の直径が、前記ネジ８８９の径の１倍以上
１．５倍以内であると好適である。
【０１５５】
　以上、本発明に係る電池の製造方法においては、外装材の基準部に基づいて、正極引き
出しタブ及び負極引き出しタブに、固定に用いる孔を穿孔するので、このような本発明に
係る電池の製造方法によれば、電池モジュールの収容体などに単位電池を固定する際、外
装材が変形された状態で固定される確率が低減され、例え、電池モジュールに振動や衝撃
が加わったとしても、外装材における引き出しタブが外部に引き出されている箇所が破断
したり、或いは、引き出しタブが外装材内で箔状の集電タブと接続している箇所が破断し
たりする確率を抑制することができる電池を製造することが可能となる。
【０１５６】
　また、本発明に係る電池モジュールにおいては、外装材の基準部と正極引き出しタブに
形成された孔の位置との間の第１距離と、外装材の基準部と負極引き出しタブに形成され
た孔の位置との間の第２距離と、が収容体に収容される全ての単位電池で等しいので、こ
のような本発明に係る電池モジュールによれば、電池モジュールの収容体などに、外装材
が変形された状態で固定される確率が低減され、例え、電池モジュールに振動や衝撃が加
わったとしても、単位電池の外装材における引き出しタブが外部に引き出されている箇所
が破断したり、或いは、引き出しタブが外装材内で箔状の集電タブと接続している箇所が
破断したりする確率を抑制することができる。
【符号の説明】
【０１５７】
２０・・・正極電極、２３・・・正極基材、２４・・・正極集電タブ、２６・・・正極合
剤塗布部、２８・・・正極側接続部、３０・・・負極電極、３３・・・負極基材、３４・
・・負極集電タブ、３６・・・負極合剤塗布部、３８・・・負極側接続部、４０・・・セ
パレータ、５０・・・電池要素、６１・・・第１ラミネートフィルム外装材、６２・・・
第２ラミネートフィルム外装材、８０・・・治具、８１・・・基台、８２・・・位置合わ
せ基準角部、８４・・・正極台座、８５・・・負極台座、１００・・・単位電池、１０５
・・・電極積層領域、１０７・・・基準部、１１０・・・電池本体部、１２０・・・正極
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引き出しタブ、１２４・・・位置合わせ貫通孔、１３０・・・負極引き出しタブ、１３４
・・・位置合わせ貫通孔、１３５・・・貫通孔、１４０・・・継ぎ足しタブ部材、１４３
・・・溶着部、１４５・・・貫通孔、１５０・・・両面テープ、８００・・・単位電池収
容体、８０１・・・第１面、８０２・・・第１面周縁隔壁部、８０３・・・第１面区画分
け隔壁部、８０４・・・区画分け隔壁切り欠き部、８０５・・・第１面中間隔壁部、８０
６・・・中間隔壁切り欠き部、８０７・・・第１電池収容室、８０８・・・第２電池収容
室、８０９・・・第３電池収容室、８１０・・・第４電池収容室、８１１・・・第１面セ
ンス線収容部、８１２・・・第２面、８１３・・・第２面周縁隔壁部、８１４・・・第２
面区画分け隔壁部、８１５・・・区画分け隔壁切り欠き部、８１６・・・第２面中間隔壁
部、８１７・・・中間隔壁切り欠き部、８１８・・・第５電池収容室、８１９・・・第６
電池収容室、８２０・・・第７電池収容室、８２１・・・第８電池収容室、８２２・・・
第２面センス線収容部、８２４・・・第１コネクタ収容凹部、８２５・・・第１コネクタ
取り付け開口部、８２６・・・第１コネクタ取り付けネジ孔、８２７・・・電源線用開口
部、８２８・・・第１コネクタ、８２９・・・取り付けネジ、８３２・・・第２コネクタ
取り付け凹部、８３３・・・パネル取り付け基台部、８３４・・・パネル取り付けネジ孔
、８３５・・・ネジ孔周縁突状部、８３６・・・取り付けネジ、８３７・・・抜け止めワ
ッシャー、８４０・・・第２コネクタ、８４１・・・本体部、８４２・・・金属端子部、
８４３・・・貫通孔、８４４・・・ブッシュ、８４７・・・コネクタ取り付けパネル、８
４８・・・コネクタ取り付け開口部、８４９・・・コネクタ取り付けネジ孔、８５０・・
・取り付けネジ、８５１・・・取り付け切り欠き部、８５２・・・締結部材、８５３・・
・雌ネジ孔、８５４・・・取手貫通孔、８５５・・・取手部、８６０・・・単位電池位置
合わせ突起部、８６１・・・タブ部材載置部、８６２・・・タブ部材固着ネジ孔、８６３
・・・ネジ孔間架橋部、８６４・・・バスバー位置決め突起部、８６５・・・端部バスバ
ー固定枠、８６７・・バスバー引き回し貫通孔、８６９・・・カバー体固着ネジ孔、８７
０・・・第１端側突状ガイド部材、８７１・・・テーパー部、８７２・・・第２端側突状
ガイド部材、８７３・・・テーパー部、８７５・・・端部バスバー、８７６・・・タブ部
材間バスバー、８７７・・・面間バスバー、８８１・・・電源線、８８２・・・電源線端
子、８８３・・・ネジ、８８５・・・サーミスタ接続線、８８６・・・サーミスタ、８８
７・・・センス線、８８８・・・センス線端子、８８９・・・ネジ、８９０・・・係止口
、８９１・・・キャップ部材、８９２・・・係止片、９１０・・・第１面カバー体、９１
１・・・電池押圧絞り加工部、９１２・・・押圧面、９１３・・・ネジ孔絞り加工部、９
１４・・・ネジ孔、９１５・・・切り欠き部、９２０・・・第２面カバー体、９２１・・
・電池押圧絞り加工部、９２２・・・押圧面、９２３・・・ネジ孔絞り加工部、９２４・
・・ネジ孔、９２５・・・切り欠き部、９３０・・・ネジ、１０００・・・電池モジュー
ル、１１００・・・バッテリー管理回路ユニット、１１１０・・・コネクタパネル、１１
１１・・・第３コネクタ、１１１２・・・第４コネクタ、１１１４・・・リード線、１１
１５・・・ネジ、１１２０・・・回路基板、１１２１・・・第５コネクタ、１１２３・・
・端子、１１２５・・・側板、１１２６・・・通気孔、１１２７・・・ネジ孔部、１１２
９・・・ネジ、１１３０・・・ネジ、１１５２・・・第７コネクタ、１１５３・・・第８
コネクタ、１２００・・・ラック部材、１２１０・・・底板、１２１５・・・下部ガイド
部材、１２１７・・・通風開口部、１２２０・・・天板、１２２５・・・上部ガイド部材
、１２２７・・・通風開口部、１２３０・・・第１側板、１２３７・・・通風開口部、１
２４０・・・第２側板、１２４７・・・通風開口部、１２５０・・・背面板、１２５２・
・・第７コネクタ、１２５３・・・第８コネクタ、１２６０・・・押さえ板、１２６６・
・・ボルト・ナット、１３００・・・蓄電装置、Ｐ・・・仮想面
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