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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端に正の電極、他端に負の電極が設けられ、かつ、互いに異なる極性の前記電極が互
いに隣り合うように並べられた複数の電池と、
　互いに隣り合う前記電池の互いに異なる前記極性の前記電極を接続するバスバと、
　複数の前記電池に取り付けられ、かつ、前記バスバを取り囲むように立設して設けられ
た複数の隔壁間に前記バスバを収容するバスバ収容部を複数設けたバスバモジュールと、
　前記隔壁から前記バスバ収容部の内側に延出して設けられ、かつ、前記バスバを係止す
る係止突起と、
　前記バスバが接続する前記電極のいずれか一方と前記電池の電圧を検出する電圧検出手
段とを接続する端子と、を備えた電源装置において、
　前記端子には、前記電池の電極を挿通させる端子孔が形成され、前記電極に前記端子孔
が挿通されることにより前記端子が前記電極に取り付けられ、
　前記端子の外縁には、前記係止突起に当接される当接部が設けられ、前記端子が前記電
極を中心として回転した際に、前記当接部が前記係止突起に当接することで、前記端子の
回転が止められることを特徴とする電源装置。
【請求項２】
　前記隔壁に設けられたスリットと、
　前記端子に設けられ、かつ、前記スリット内に侵入する侵入部と、を備えていることを
特徴とする請求項１に記載の電源装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の電池が直列に接続されて得られかつ内燃機関と電動機との双方の動力
で走行可能なハイブリット車や電気自動車などに搭載される電源装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内燃機関と電動機との双方の動力で走行可能なハイブリット車や電気自動車などには、
例えば図７または図８に示された電源装置１００が搭載される。図７または図８に示され
た電源装置１００は、互いに異なる電極１０５、１０６が互いに隣り合うように並べられ
た複数の電池１０１と、互いに隣り合う電池１０１同士を接続するバスバ１０９と、バス
バ１０９を収容するバスバ収容部１０２が複数設けられたバスバモジュール１０３と、バ
スバ１０９が接続する電池１０１の正の電極１０５と負の電極１０６との電位差を測定す
る電圧検出手段（図示しない）とを接続する端子１０４と、を備えている。
【０００３】
　電池１０１は、それぞれの一端に正の電極（以下正極と記す）１０５を設け、他端に負
の電極（以下負極と記す）１０６を設けている。互いに隣り合う電池１０１同士は、互い
に正極１０５と負極１０６とが隣り合っている。即ち、複数の電池１０１は、正極１０５
と負極１０６と、が交互に逆向きとなる状態で並べられている。
【０００４】
　バスバ１０９は、互いに隣り合う電池１０１と互いに隣り合う正極１０５と負極１０６
とを接続して、電池１０１を互いに直列に接続する。
【０００５】
　バスバモジュール１０３は、複数のバスバ収容部１０２を設けている。バスバモジュー
ル１０３は、互いに並べられた電池１０１の端面に取り付けられる。バスバ収容部１０２
は、バスバ１０９と、電圧検出手段と接続する端子１０４とを収容する。
【０００６】
　バスバ収容部１０２は、複数の隔壁１０２ａから成る。隔壁１０２ａは平面形状が矩形
状に形成されている。複数の隔壁１０２ａは、その隔壁１０２ａ間にバスバ１０９及び端
子１０４を取り囲むように立設して設けられている。
【０００７】
　隔壁１０２ａは、バスバ嵌合部１０７を設けている。バスバ嵌合部１０７は、バスバ係
止部１０７Ａと、端子廻り止め部１０７Ｂとを設けている。
【０００８】
　バスバ係止部１０７Ａは、バスバ収容部１０２の内側に向かって突出して設けられてい
る。バスバ係止部１０７Ａは、バスバ１０９を電池１０１が配されている方向に押さえ付
けることによりバスバ１０９をバスバ収容部１０２に係止する。
【０００９】
　端子廻り止め部１０７Ｂは、バスバ係止部１０７Ａと間隔をあけて設けられている。端
子廻り止め部１０７Ｂは、隔壁１０２ａを貫通して設けられたスリット１０８Ａと、隔壁
１０２ａの外表面に形成された枠部１０８Ｂと、を備えている。
【００１０】
　スリット１０８Ａは、互いに並べられた電池１０１の端面と平行に形成されている。ス
リット１０８Ａは、平面形状が直線状に形成されていて、後述する端子１０４の侵入部１
０４ｃが侵入可能に形成されている。
【００１１】
　枠部１０８Ｂは、隔壁１０２ａの外表面から突出して形成されている。枠部１０８Ｂは
、スリット１０８Ａの両端を連結するように略コ字状に形成されている。
【００１２】
　端子１０４は、略矩形状に形成された本体部１０４ａと接続部１０４ｂとを備えている
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。端子１０４は、板状に形成されている。端子１０４は、電圧検出手段と接続して各電池
１０１の電極１０５、１０６の電位を測定する。
【００１３】
　本体部１０４ａは、侵入部１０４ｃを設けている。侵入部１０４ｃは、本体部１０４ａ
からバスバ収容部１０２の外方向に延在して設けられている。侵入部１０４ｃは、前述し
たスリット１０８Ａ内に侵入する。
【００１４】
　前述した構成の電源装置１００において、端子廻り止め部１０７Ｂは、端子１０４が電
極１０５または１０６を中心として回転すると、スリット１０８Ａ内に侵入した侵入部１
０４ｃの外縁が、枠部１０８Ｂの内縁に当接することにより、端子１０４が取り付けられ
た電極１０５または１０６を中心として回転することを抑止する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開２００３－４５４０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　上述したように、従来の電源装置１００においては、バスバ１０９をバスバ収容部１０
２に取り付けるバスバ係止部１０７Ａと、端子１０４が電極１０５または１０６を中心と
して回転することを抑止する端子廻り止め部１０７Ｂとが、独立した構造になっている。
このため、バスバ嵌合部１０７は、大きく形成される傾向にあった。さらに、バスバ嵌合
部１０７は、複雑な形状となる傾向にあった。そして、バスバ嵌合部１０７の樹脂材料の
使用量が増加するという問題があった。
【００１７】
　そこで、本発明は、上記のような問題点に着目し、樹脂材料の使用量を減少し資材コス
トを削減できる電源装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記課題を解決するためになされた請求項１記載の電源装置は、一端に正の電極、他端
に負の電極が設けられ、かつ、互いに異なる極性の前記電極が互いに隣り合うように並べ
られた複数の電池と、互いに隣り合う前記電池の互いに異なる前記極性の前記電極を接続
するバスバと、複数の前記電池に取り付けられ、かつ、前記バスバを取り囲むように立設
して設けられた複数の隔壁間に前記バスバを収容するバスバ収容部を複数設けたバスバモ
ジュールと、前記隔壁から前記バスバ収容部の内側に延出して設けられ、かつ、前記バス
バを係止する係止突起と、前記バスバが接続する前記電極のいずれか一方と前記電池の電
圧を検出する電圧検出手段とを接続する端子と、を備えた電源装置において、前記端子に
は、前記電池の電極を挿通させる端子孔が形成され、前記電極に前記端子孔が挿通される
ことにより前記端子が前記電極に取り付けられ、前記端子の外縁には、前記係止突起に当
接される当接部が設けられ、前記端子が前記電極を中心として回転した際に、前記当接部
が前記係止突起に当接することで、前記端子の回転が止められることを特徴とする電源装
置である。
【００１９】
　請求項２記載の電源装置は、請求項１に記載された電源装置において、前記隔壁に設け
られたスリットと、前記端子に設けられ、かつ、前記スリット内に侵入する侵入部と、を
備えていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように請求項１記載の発明によれば、端子の外縁に設けられた当接部は、
端子が電極を中心として回転すると、バスバ収容部の内側に設けられた係止突起が当接す
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る。そして、端子が電極を中心として回転することを抑止する。このため、従来の電源装
置の端子廻り止め部は不要となる。従って、本発明の電源装置では、従来の電源装置に比
べて、バスバ嵌合部は、廻り止め部が不要となった分、小さく形成することが可能となる
。そして、バスバ収容部を形成する樹脂材料の使用量を減少することが可能となり、ＣＯ

2を削減できるとともに、樹脂材料歩止りが向上し、資材コストを削減することができる
。
【００２１】
　また、バスバ嵌合部は、端子廻り止め部が不要となった分、単純な構造となる。これに
伴い、バスバモジュールを形成する金型も単純な構造となる。
【００２２】
　請求項２記載の発明によれば、前記隔壁に設けられたスリットと、前記端子に設けられ
、かつ、前記スリット内に侵入する侵入部と、を備えている。前記端子の侵入部が、前記
隔壁に設けられたスリット内に侵入することにより、確実に端子が電極を中心として回転
することを抑止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態にかかる電源装置の分解斜視図である。
【図２】図１に示された電源装置の上面図である。
【図３】図１に示された電源装置を拡大して示す斜視図である。
【図４】図３に示された電源装置のＡ部分を拡大して示すＩ－Ｉ線に沿う断面図である。
【図５】図３に示された電源装置のＡ部分を拡大して示す斜視図である。
【図６】図３に示された電源装置のＡ部分を拡大して示す上面図である。
【図７】従来の電源装置の一例を示す斜視図である。
【図８】図７に示された従来の電源装置のＤ部分を拡大して示す上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の一実施形態にかかる電源装置を、図１乃至図６を参照して説明する。図１に示
す電源装置１は、内燃機関と電動機との双方の駆動力で走行可能なハイブリッド車や、電
動機の駆動力によって走行可能な電気自動車に搭載される。
【００２５】
　電源装置１は、図２に示すように、正の電極７と、負の電極８などを備えた電池２を複
数備えた電池集合体９と、互いに隣り合う電池２同士を接続するバスバ３と、バスバ３を
収容するバスバ収容部１１を複数設けたバスバモジュール２６と、各電池２の正の電極７
と負の電極８との電圧差を測定する電圧検出手段（図示しない）に接続する端子５と、を
備えている。
【００２６】
　電池集合体９は、複数の電池２と、複数の電池２を互いの間に挟む一対のエンドプレー
ト３１と、これら複数の前記電池２と前記エンドプレート３１とを束ねて結束する電池拘
束部３２と、を備えている。
【００２７】
　電池２は、方体状の電池本体６と、正の電極７（以下正極と記す）と、負の電極８（以
下負極と記す）と、を備えている。
【００２８】
　正極７は電池本体６の一方の端から間隔をあけて設けられている。負極８は電池本体６
の他方の端から間隔をあけて設けられている。正極７と負極８は棒状に形成されており、
電池本体６の一つの端面（以下一端面と記す）２Ａから同方向に突出している。正極７と
負極８は互いに並行（平行）に設けられている。
【００２９】
　複数の電池２は、正極７と負極８とが互いに隣り合いかつ前記一端面２Ａが互いに同一
平面上に位置する状態で、一方向（図３中の矢印Ｈ）に沿って並べられている。互いに隣
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り合う電池２同士は正極７と負極８とが互いに隣り合っている。即ち、複数の電池２は、
正極７と負極８とが交互に逆向きとなる状態で重ねられている。
【００３０】
　エンドプレート３１は、絶縁性の合成樹脂からなる。エンドプレート３１は、帯板状に
形成されている。エンドプレート３１は、一対設けられている。一対のエンドプレート３
１は、前記一方向Ｈに沿って並べられた複数の電池２を互いの間に挟む。そして、エンド
プレート３１は、複数の電池２とともに、後述する電池拘束部３２によって結束される。
【００３１】
　電池拘束部３２は、拘束バンド３３と、バンドカバー３４と、を備えている。拘束バン
ド３３は、絶縁性の合成樹脂からなる。拘束バンド３３は、帯板状に形成されている。拘
束バンド３３は、一対設けられている。一対の拘束バンド３３は、前記一端面２Ａに、複
数の電池２が並ぶ一方向Ｈと互いに平行に配されている。また、一対の拘束バンド３３は
、互いに間隔をあけて配されている。そして、拘束バンド３３は、その長手方向の両端を
、それぞれボルト等で固定することによって複数の電池２及びエンドプレート３１を束ね
て一体化して保持する。
【００３２】
　バンドカバー３４は、絶縁性の合成樹脂からなる。バンドカバー３４は、帯板状に形成
されている。バンドカバー３４は、一対設けられている。バンドカバー３４は、前述した
拘束バンド３３の外側に露出した表面に重ねられる。そして、バンドカバー３４の外側に
露出した表面にはバスバモジュール２６が重ねられる。
【００３３】
　バスバ３は、正極７と負極８とを通すことのできるバスバ孔３ａを一対備えている。バ
スバ３は、導電性を有する金属からなり、帯板状に形成されている。バスバ３は、後述す
るバスバモジュール２６のバスバ収容部１１内に収容される。バスバ３は、後述する一方
のバスバ孔３ａに正極７を通して、後述する他方のバスバ孔３ａに負極８を通して、互い
に隣り合う電池２の互いに異なる極性の電極７、８と、を接続している。
【００３４】
　バスバ孔３ａは、平面形状が円状に形成されている。バスバ孔３ａは、バスバ３を貫通
している。一対のバスバ孔３ａは、バスバ３の略中央に、間隔をあけて配されている。バ
スバ孔３ａの内周は、電極７、８の外周と接触可能に形成されている。
【００３５】
　バスバモジュール２６は、複数のバスバ収容部１１と、互いに隣り合うバスバ収容部１
１同士を連結する連結部材１４と、を一体に備えている。
【００３６】
　バスバ収容部１１は、前記一方向Ｈに沿って並べられた複数の電池２のうち一端に位置
する一つの電池２（以下符号２ａで示す）の正極７（以下符号７ａで示す）と重なる位置
と、他端に位置するほかの電池２（以下符号２ｂで示す）の負極８（以下符号８ｂで示す
）と重なる位置と、を除いた位置に配されている。
【００３７】
　バスバ収容部１１は、バンドカバー３４に重ねられる底壁１５と、第１隔壁１６と、第
２隔壁１７と、第３隔壁１８と、第４隔壁１９と、を備えている。第１乃至第４隔壁１６
，１７，１８，１９は、底壁１５の外縁に連なり、かつ、立設して設けられている。バス
バ収容部１１は、前記一方向Ｈに沿って２列に並べられている。バスバ収容部１１は、第
１乃至第４隔壁１６，１７，１８，１９間に、バスバ３及び後述する端子５を収容する。
【００３８】
　底壁１５は、正極７と負極８とを通すことのできる孔１５ａを一対備えている。底壁１
５は、略矩形状に設けられている。底壁１５は、後述する一方の孔１５ａに正極７を通し
て、後述する他方の孔１５ａに負極８を通して、バスバモジュール２６をバンドカバー３
４の外側に露出する表面に重ねられる。
【００３９】
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　孔１５ａは、平面形状が円状に形成されている。孔１５ａは、底壁１５を貫通している
。一対の孔１５ａは、底壁１５の中央に、間隔をあけて配されている。孔１５ａは、バス
バ孔３ａと、後述する端子５に設けられた端子孔２２と連通している。一対の孔１５ａは
、正極７及び負極８を通す。
【００４０】
　第１隔壁１６及び第２隔壁１７は、略矩形状に形成されている。第１隔壁１６及び第２
隔壁１７は、互いに間隔をあけて互いに対向して配されている。第３隔壁１８及び第４隔
壁１９は、略矩形状に形成されている。第３隔壁１８及び第４隔壁１９は、互いに間隔を
あけて互いに対向して配されている。第１隔壁１６の一方の縁は、第３隔壁１８の一方の
縁と縁同士が連なっている。第１隔壁１６の他方の縁は、第４隔壁１９の一方の縁と縁同
士が連なっている。第２隔壁１７の他方の縁は、第３隔壁１８の他方の縁と縁同士が連な
っている。第２隔壁１７の一方の縁は、第４隔壁１９の他方の縁と縁同士が連なっている
。　なお、第１隔壁１６及び、第２隔壁１７及び、第３隔壁１８及び、第４隔壁１９は、
特許請求の範囲に記した「複数の隔壁」を成している。
【００４１】
　第１隔壁１６は、バスバ嵌合部２３を備えている。バスバ嵌合部２３は、第１隔壁１６
の略中央に配されている。バスバ嵌合部２３は、係止突起２７と、係止突起２７を互いの
間に挟む一対の貫通孔２８ａ、２８ｂと、貫通孔２８ｂと連通して一体に成形されている
スリット２９と、枠状壁３０と、を備えている。
【００４２】
　係止突起２７は、本体部２７ａと、突起２７ｂと、を備えている。係止突起２７は、後
述する端子５の外縁の一部である当接部２０が、端子５が取り付けられた電極７または８
を中心として回転すると当接可能な位置に配されている。係止突起２７は、可撓性を備え
ている。係止突起２７と底壁１５は、バスバ３を互いの間に挟むことによりバスバ３をバ
スバ収容部１１に取り付ける。なお、係止突起２７は、特許請求の範囲に記した「係止突
起」である。
【００４３】
　本体部２７ａは、略矩形状に形成されている。本体部２７ａは、後述する一対の貫通孔
２８ａ、２８ｂの間に配される。本体部２７ａは、後述する一対の貫通孔２８ａ、２８ｂ
が第１隔壁１６を貫通することによって形成されている。本体部２７ａの電池２から離れ
た一方の端は、第１隔壁１６と連なり一体に形成されている。本体部２７ａの電池２に近
い他方の端は、自由端となっている。本体部２７ａの電池２に近い他方の端には、突起２
７ｂが形成されている。
【００４４】
　突起２７ｂは、バスバ収容部１１の内側に向かって突出して設けられている。突起２７
ｂは一端面２Ａと平行に形成されている。突起２７ｂは、バスバ収容部１１内にバスバ３
が収容されると、バスバ３の表面と当接可能に設けられている。
【００４５】
　一対の貫通孔２８ａ、２８ｂは、第１隔壁１６を貫通している。一対の貫通孔２８ａ、
２８ｂは、平面形状が略矩形状に形成されている。一対の貫通孔２８ａ、２８ｂは、その
長手方向が一端面２Ａに対して直交している。一対の貫通孔２８ａ、２８ｂは、互いに間
隔をあけて、互いに平行に配されている。一対の貫通孔２８ａ、２８ｂのうち、端子５寄
りに配された貫通孔２８ｂは、後述するスリット２９と連通している。貫通孔２８ｂは、
後述するスリット２９と連通して略Ｌ字状に形成されている。
【００４６】
　スリット２９は、第１隔壁１６を貫通している。スリット２９は、一端面２Ａと平行に
形成されている。スリット２９は、直線状に形成されている。スリット２９は、貫通孔２
８ｂの電池２寄りの端に連なり、かつ、貫通孔２８ａから離れる方向に形成されている。
スリット２９は、前述した係止突起２７に後述する端子５寄りに隣接して設けられている
。スリット２９は、後述する端子５の侵入部２１が侵入可能に形成されている。
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【００４７】
　枠状壁３０は、第１隔壁１６の略中央に配されている。枠状壁３０は、第１隔壁１６の
外表面に設けられている。枠状壁３０は、前述した係止突起２７及び一対の貫通孔２８ａ
、２８ｂ及びスリット２９を囲うようにバスバ収容部１１の外方向に突出して設けられて
いる。枠状壁３０は、電池２寄りの縁が開口した略コ字状に形成されている。
【００４８】
　第２隔壁１７は、係止突起２４と、係止突起２４を互いの間に挟む一対の貫通孔（図示
しない）と、接続部通し口２５と、を備えている。
【００４９】
　係止突起２４（図６に示す）は、本体部（図示しない）と、突起２４ｂと、を備えてい
る。係止突起２４は、可撓性を備えている。係止突起２４と底壁１５は、バスバ３を互い
の間に挟むことによりバスバ３をバスバ収容部１１に取り付ける。
【００５０】
　本体部（図示しない）は、略矩形状に形成されている。本体部は、後述する一対の貫通
孔（図示しない）の間に配される。本体部は、後述する一対の貫通孔が第２隔壁１７を貫
通することによって形成されている。本体部の電池２から離れた一方の端は、第２隔壁１
７と連なり一体に形成されている。本体部の電池２に近い他方の端は、自由端となってい
る。本体部の電池２に近い他方の端には、突起２４ｂが形成されている。
【００５１】
　突起２４ｂは、バスバ収容部１１の内側に向かって突出して設けられている。突起２４
ｂは一端面２Ａと平行に形成されている。突起２４ｂは、バスバ収容部１１内にバスバ３
が収容されると、バスバ３の表面と当接可能に設けられている。
【００５２】
　一対の貫通孔（図示しない）は、第２隔壁１７を貫通している。一対の貫通孔は、平面
形状が略矩形状に形成されている。一対の貫通孔は、その長手方向が一端面２Ａに対して
直交している。一対の貫通孔は、互いに間隔をあけて、互いに平行に配されている。
【００５３】
　接続部通し口２５は、第２隔壁１７に設けられている。接続部通し口２５は、第２隔壁
１７の幅方向の全長に亘り、第２隔壁１７が切り欠かれている。接続部通し口２５は、平
面形状が略矩形状に形成されている。接続部通し口２５は後述する接続部１３をバスバ収
容部１１の外方向に通す。
【００５４】
　連結部材１４は、複数設けられている。連結部材１４は、略Ｕ字状に形成されている。
連結部材１４は、互いに隣り合うバスバ収容部１１同士を連結して、バスバ収容部１１と
一体に形成されている。連結部材１４の一方の端は、第３隔壁１８と連なっている。連結
部材１４の他方の端は、第４隔壁１９と連なっている。
【００５５】
　端子５は、平面形状が略矩形状の本体部１２と、本体部１２からバスバ収容部１１の外
方向に延在して設けられた接続部１３とを備えている。端子５は、例えば銅などの導電性
の金属からなる。端子５は、平板状に形成されている。端子５は、バスバ３が接続する電
極７、８のどちらか一方に取り付けられる。端子５は、バスバ３のバスバ収容部１１の底
壁１５と反対側に露出している表面に重ねられる。端子５は、電線（図示しない）を介し
て、後述する電圧検出手段と接続する。端子５は、端子５が取り付けられた前記一方向Ｈ
に対して交差する方向に向かって相対する各電池２の正極７と負極８の電位を電圧検出手
段に出力する。
【００５６】
　本体部１２は、端子孔２２と、端子５が取り付けられた電極７または８を中心として回
転すると前述した係止突起２７が当接する位置に設けられた当接部２０と、当接部２０か
らバスバ収容部１１の外方向に延在して設けられた侵入部２１と、を備えている。本体部
１２は、略矩形状に形成されている。
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【００５７】
　端子孔２２は、本体部１２の略中央に配されている。端子孔２２は、平面形状が円状に
形成されている。端子孔２２は、本体部１２を貫通している。端子孔２２は、バスバ孔３
ａとバスバ収容部１１の底壁１５に設けられた孔１５ａと、連通している。端子孔２２は
、バスバ３が接続する電極７、８のどちらか一方を通す。
【００５８】
　当接部２０は、本体部１２の第３隔壁１８から離れた長手方向の縁の第１隔壁１６寄り
の端部に設けられている。当接部２０は、本体部１２の外縁の一部である。当接部２０は
、端子５が端子孔２２に通された電極７または８を中心として回転した際に、前述した係
止突起２７が当接する位置に設けられている。即ち当接部２０は、係止突起２７と近接し
て設けられている。
【００５９】
　侵入部２１は、本体部１２の第１隔壁１６寄りの幅方向の縁の第３隔壁１８から離れた
端部から、バスバ収容部１１の外方向に延在して設けられている。侵入部２１は、前述し
た当接部２０と隣接して設けられている。侵入部２１は、平面形状が矩形状に形成されて
いる。侵入部２１は前述したスリット２９内に侵入する。
【００６０】
　接続部１３は、本体部１２の第２隔壁１７寄りの幅方向の縁の中央から、バスバ収容部
１１の外方向に延在して設けられている。接続部１３は、前述した接続部通し口２５を通
される。接続部１３は、接続部１３に取り付けられた電線（図示しない）を介して、後述
する電圧検出手段と本体部１２とを接続する。
【００６１】
　電圧検出手段は、図示しないＥＣＵ（Electronic Control Unit）である。電圧検出手
段であるＥＣＵは、各電池２の正極７と負極８との電位差を測定する。
【００６２】
　次に、上述した電源装置１を組み立てる手順を説明する。最初に、一方向Ｈに沿って正
極７と負極８とが互いに隣り合う状態に、複数の電池２を並べる。そして、前述した複数
の電池２を互いの間に挟むように一対のエンドプレート３１を配置する。そして、一対の
拘束バンド３３を、一端面２Ａに複数の電池２が並ぶ一方向Ｈと平行に互いに間隔をあけ
て配置する。そして、拘束バンド３３の長手方向の両端を、それぞれボルト等で固定する
ことによって複数の電池２及びエンドプレート３１を束ねて一体化して保持する。そして
、バンドカバー３４を前述した拘束バンド３３の外側に露出した表面に重ねる。こうして
、電池集合体９を組み立てる。
【００６３】
　次に、バスバモジュール２６の各バスバ収容部１１の底壁１５にバスバ３を重ねる。そ
して、バスバ３を底壁１５と突起２７ｂとの間に挟み、係止突起２７がバスバ３を底壁１
５に押圧することにより、バスバ３をバスバ収容部１１に係止する。そして、バスバ３を
底壁１５と突起２４ｂとの間に挟み、係止突起２４がバスバ３を底壁１５に押圧すること
により、バスバ３をバスバ収容部１１に係止する。この際、底壁１５の孔１５ａには、バ
スバ３のバスバ孔３ａが連通している。こうして、バスバ３を各バスバ収容部１１に収容
する。
【００６４】
　次に、バスバ収容部１１に収容されたバスバ３に設けられた一対のバスバ孔３ａのうち
、バスバ収容部１１の第３隔壁１８寄りの一方のバスバ孔３ａのみに、端子５の端子孔２
２を重ねる。そして、侵入部２１をスリット２９内に侵入させる。そして、接続部１３を
接続部通し口２５の内側に通す。こうして、バスバ３及び該バスバ３に重ねられた端子５
は、バスバ収容部１１に収容される。
【００６５】
　次に、正極７ａ及び負極８ｂを除いた、各電極７、８を、底壁１５の一対の孔１５ａそ
れぞれに通して、バスバモジュール２６をバンドカバー３４の露出した表面に重ねる。こ
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うして、バスバ３と端子５とが取り付けられたバスバモジュール２６は、電池集合体９に
重ねられる。
【００６６】
　最後に、各正極７と負極８の外周にナット（図示しない）などをねじ込んで、バスバ３
と端子５とが取り付けられたバスバモジュール２６は、電池集合体９に組み付けられる。
こうして、電源装置１が完成する。
【００６７】
　上述したように、前記一方向Ｈの一端に位置する１つの電池２ａの正極７ａと、前記一
方向Ｈの他端に位置する他の電池２ｂの負極８ｂとを除いて、前記バスバ３により互いに
隣り合う正極７と負極８とが電気的に接続する。そして、複数に設けられた電池２が互い
に直列に電気的に接続される。
【００６８】
　また、端子５はバスバ３に重ねられることにより、バスバ３と接触する。そして、端子
５は、バスバ３と電気的に接続する。
【００６９】
　こうして、端子５は、電線（図示しない）を介して、電圧検出手段であるＥＣＵと電気
的に接続する。端子５は、端子５が取り付けられた各電池２の正極７と負極８の電位を電
圧検出手段であるＥＣＵに出力する。電圧検出手段であるＥＣＵは、前記一方向Ｈに対し
交差する方向に向かって相対する各電池２の正極７と負極８との電位差を測定する。そし
て、電源装置１は、各電池２の残量などを測定できるようになる。
【００７０】
　本実施形態によれば、端子５の外縁に設けられた当接部２０は、端子５が取り付けられ
た電極７または８を中心として回転すると、バスバ収容部１１の内側に設けられた係止突
起２７が当接する。そして、端子５が取り付けられた電極７または８を中心として回転す
ることを抑止する。このため、従来の電源装置１００の廻り止め部１０７Ｂは不要となる
。従って、本発明の電源装置１では、従来の電源装置１００に比べて、廻り止め部１０７
Ｂが不要となった分、バスバ嵌合部２３を小さく形成することが可能となる。そして、バ
スバ収容部１１を形成する樹脂材料の使用量を減少することが可能となり、ＣＯ2を削減
できるとともに、樹脂材料歩止りが向上し、資材コストを削減することができる。
【００７１】
　また、バスバ嵌合部２３は、従来の電源装置１００の廻り止め部１０７Ｂが不要となっ
た分、単純な構造となる。これに伴い、バスバモジュール２６を形成する金型も単純な構
造となる。
【００７２】
　また、端子５の侵入部２１が、第１隔壁１６に設けられたスリット２９内に侵入するこ
とにより、より確実に端子５が取り付けられた電極７または８を中心として回転すること
を抑止することができる。
【００７３】
　なお、特許請求の範囲に示された「スリット」は、本明細書に示したスリット２９であ
る。しかしながら、本明細書に示した貫通孔２８ａを、特許請求の範囲に示された「スリ
ット」としても良い。本明細書に記した貫通孔２８ａとスリット２９との両方を特許請求
の範囲に示された「スリット」としても良い。
【００７４】
　また、前述した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形
態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施
することができる。
【符号の説明】
【００７５】
１　電源装置
２　電池
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３　バスバ
５　端子
７　正極（正の電極）
８　負極（負の電極）
１１　バスバ収容部
１６、１７、１８、１９　第１隔壁、第２隔壁、第３隔壁、第４隔壁（複数の隔壁）
２０　当接部
２１　侵入部
２６　バスバモジュール
２７　係止突起
２９　スリット

【図１】 【図２】
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