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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、前記筐体内に収容された蓄電装置モジュールとを備えた蓄電装置パックにおい
て、
　前記蓄電装置モジュールは、一方向に配列された複数の蓄電装置と、前記蓄電装置を保
持するホルダと、前記複数の蓄電装置を前記蓄電装置の配列方向に拘束する拘束ユニット
とを有し、
　前記ホルダの外側面には、ハーネスを支持する支持部が設けられており、
　前記支持部は、前記ホルダの外側面から側方に向けて延びるように突出し、前記ハーネ
スを前記ホルダの高さ方向に挟んで係止する１対の係止片を有し、
　前記ホルダの外側面は、前記筐体を構成する壁と対向しており、
　前記係止片と前記壁との間には、前記ハーネスの直径よりも短い間隔が設けられており
、
　前記１対の係止片の先端部には、前記ハーネスが引っ掛かる爪が互いに対向するように
設けられており、
　前記１対の係止片の各爪間の隙間は、前記壁の側に向いていることを特徴とする蓄電装
置パック。
【請求項２】
　筐体と、前記筐体内に収容された蓄電装置モジュールとを備えた蓄電装置パックにおい
て、
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　前記蓄電装置モジュールは、一方向に配列された複数の蓄電装置と、前記蓄電装置を保
持するホルダと、前記複数の蓄電装置を前記蓄電装置の配列方向に拘束する拘束ユニット
とを有し、
　前記ホルダの外側面には、ハーネスを支持する支持部が設けられており、
　前記支持部は、前記ホルダの外側面から側方に向けて延びるように突出し、前記ハーネ
スを前記ホルダの高さ方向に挟んで係止する１対の係止片を有し、
　前記ホルダの外側面は、前記筐体を構成する壁と対向しており、
　前記壁における前記ホルダの外側面と対向する面には、弾性体が固定されており、
　前記係止片と前記弾性体との間には、前記ハーネスの直径よりも短い間隔が設けられて
おり、
　前記１対の係止片の先端部には、前記ハーネスが引っ掛かる爪が互いに対向するように
設けられており、
　前記１対の係止片の各爪間の隙間は、前記壁の側に向いていることを特徴とする蓄電装
置パック。
【請求項３】
　筐体と、前記筐体内に収容された蓄電装置モジュールとを備えた蓄電装置パックにおい
て、
　前記蓄電装置モジュールは、一方向に配列された複数の蓄電装置と、前記蓄電装置を保
持するホルダと、前記複数の蓄電装置を前記蓄電装置の配列方向に拘束する拘束ユニット
とを有し、
　前記ホルダの外側面には、ハーネスを支持する支持部が設けられており、
　前記支持部は、前記ホルダの外側面から側方に向けて延びるように突出し、前記ハーネ
スを前記ホルダの高さ方向に挟んで係止する１対の係止片を有し、
　前記筐体内には、前記蓄電装置モジュールが少なくとも２つ収容されており、
　前記２つの蓄電装置モジュールは、前記ホルダの外側面同士が互いに対向するように配
置されており、
　前記２つの蓄電装置モジュールにおける前記ホルダの外側面に設けられた前記支持部は
、互いに前記ホルダの高さ方向にずれており、
　前記２つの蓄電装置モジュールの一方における前記ホルダの外側面から突出した前記係
止片と前記２つの蓄電装置モジュールの他方における前記ホルダの外側面との間には、前
記ハーネスの直径よりも短い間隔が設けられており、
　前記１対の係止片の先端部には、前記ハーネスが引っ掛かる爪が互いに対向するように
設けられており、
　前記２つの蓄電モジュールの一方における前記１対の係止片の各爪間の隙間は、前記２
つの蓄電モジュールの他方における前記ホルダの外側面の側に向いていることを特徴とす
る蓄電装置パック。
【請求項４】
　筐体と、前記筐体内に収容された蓄電装置モジュールとを備えた蓄電装置パックにおい
て、
　前記蓄電装置モジュールは、一方向に配列された複数の蓄電装置と、前記蓄電装置を保
持するホルダと、前記複数の蓄電装置を前記蓄電装置の配列方向に拘束する拘束ユニット
とを有し、
　前記ホルダの外側面には、ハーネスを支持する支持部が設けられており、
　前記支持部は、前記ホルダの外側面から側方に向けて延びるように突出し、前記ハーネ
スを前記ホルダの高さ方向に挟んで係止する１対の係止片を有し、
　前記筐体内には、前記蓄電装置モジュールが少なくとも２つ収容されており、
　前記２つの蓄電装置モジュールは、前記ホルダの外側面同士が互いに対向するように配
置されており、
　前記２つの蓄電装置モジュールにおける前記ホルダの外側面に設けられた前記支持部は
、互いに対向しており、
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　前記２つの蓄電装置モジュールの一方における前記ホルダの外側面から突出した前記係
止片と前記２つの蓄電装置モジュールの他方における前記ホルダの外側面から突出した前
記係止片との間には、前記ハーネスの直径よりも短い間隔が設けられており、
　前記１対の係止片の先端部には、前記ハーネスが引っ掛かる爪が互いに対向するように
設けられており、
　前記２つの蓄電モジュールの一方における前記１対の係止片の各爪間の隙間は、前記２
つの蓄電モジュールの他方における前記ホルダの外側面の側に向いていることを特徴とす
る蓄電装置パック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蓄電装置パックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の蓄電装置パックとしては、例えば特許文献１に記載されている電池モジュールを
備えた装置が知られている。特許文献１に記載の電池モジュールでは、電池セルを保持す
る電池ホルダの被覆部の面に、配線を支持する鉤状の支持部が固定されている。支持部は
、被覆部の面から立設する矩形板状の立設部と、この立設部の先端に設けられ、被覆部の
長手方向に延設する延設部とを有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－６０６５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来技術においては、配線であるハーネスを電池モジュールに組み
付ける際には、ハーネスを電池モジュールの上方または下方から支持部に押し込むことに
なる。このため、ハーネスを組み付ける際に力が入りにくく、結果的に作業性の低下につ
ながる。
【０００５】
　本発明の目的は、ハーネスを組み付ける際の作業性を向上させることができる蓄電装置
パックを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様は、筐体と、筐体内に収容された蓄電装置モジュールとを備えた蓄電装
置パックにおいて、蓄電装置モジュールは、一方向に配列された複数の蓄電装置と、蓄電
装置を保持するホルダと、複数の蓄電装置を蓄電装置の配列方向に拘束する拘束ユニット
とを有し、ホルダの外側面には、ハーネスを支持する支持部が設けられており、支持部は
、ホルダの外側面から側方に向けて延びるように突出し、ハーネスをホルダの高さ方向に
挟んで係止する１対の係止片を有することを特徴とする。
【０００７】
　このように本発明に係る蓄電装置パックにおいては、ハーネスを支持する支持部は、ホ
ルダの外側面から側方に向けて延びるように突出し、ハーネスをホルダの高さ方向に挟ん
で係止する１対の係止片を有している。従って、ハーネスを蓄電装置モジュールに組み付
ける際には、蓄電装置モジュールの正面側からハーネスをホルダの外側面に向けて移動さ
せて１対の係止片の間に押し込むことになるため、ハーネスを組み付けやすくなる。これ
により、ハーネスを組み付ける際の作業性が向上する。
【０００８】
　ホルダの外側面は、筐体を構成する壁と対向しており、係止片と壁との間隔は、ハーネ
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スの直径よりも短くてもよい。この場合には、振動衝撃等によってハーネスが支持部から
外れようとしても、ハーネスが壁に当たり、ハーネスが１対の係止片の間から完全に抜け
出ることはない。これにより、ハーネスが支持部から外れることが防止される。
【０００９】
　ホルダの外側面は、筐体を構成する壁と対向しており、壁におけるホルダの外側面と対
向する面には、弾性体が固定されており、係止片と弾性体との間隔は、ハーネスの直径よ
りも短くてもよい。この場合には、振動衝撃等によってハーネスが支持部から外れようと
しても、ハーネスが弾性体に当たり、ハーネスが１対の係止片の間から完全に抜け出るこ
とはない。これにより、弾性体によってハーネスを保護しつつ、ハーネスが支持部から外
れることが防止される。
【００１０】
　筐体内には、蓄電装置モジュールが少なくとも２つ収容されており、２つの蓄電装置モ
ジュールは、ホルダの外側面同士が互いに対向するように配置されており、２つの蓄電装
置モジュールにおけるホルダの外側面に設けられた支持部は、互いにホルダの高さ方向に
ずれており、２つの蓄電装置モジュールの一方におけるホルダの外側面から突出した係止
片と２つの蓄電装置モジュールの他方におけるホルダの外側面との間隔は、ハーネスの直
径よりも短くてもよい。この場合には、振動衝撃等によってハーネスが支持部から外れよ
うとしても、ハーネスがホルダの外側面に当たり、ハーネスが１対の係止片の間から完全
に抜け出ることはない。これにより、ハーネスが支持部から外れることが防止される。
【００１１】
　筐体内には、蓄電装置モジュールが少なくとも２つ収容されており、２つの蓄電装置モ
ジュールは、ホルダの外側面同士が互いに対向するように配置されており、２つの蓄電装
置モジュールにおけるホルダの外側面に設けられた支持部は、互いに対向しており、２つ
の蓄電装置モジュールの一方におけるホルダの外側面から突出した係止片と２つの蓄電装
置モジュールの他方におけるホルダの外側面から突出した係止片との間隔は、ハーネスの
直径よりも短くてもよい。この場合には、振動衝撃等によってハーネスが支持部から外れ
ようとしても、ハーネスが対向するもう一方の支持部に当たり、ハーネスが１対の係止片
の間から完全に抜け出ることはない。これにより、ハーネスが支持部から外れることが防
止される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ハーネスを組み付ける際の作業性を向上させることができる蓄電装置
パックが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１実施形態に係る蓄電装置パックとして電池パックを概略的に示す平
面視断面図である。
【図２】図１に示された電池モジュールの外観を示す斜視図である。
【図３】図２に示された電池ユニットの分解斜視図である。
【図４】図３に示されたセルホルダにおける支持部を含む部分を筐体と共に示す拡大断面
図である。
【図５】従来の支持部の一例を示す拡大断面図である。
【図６】図４に示された電池パックの変形例において支持部を含む部分を筐体と共に示す
拡大断面図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る蓄電装置パックとして電池パックを概略的に示す平
面視断面図である。
【図８】図７に示された互いに対向する２つの電池モジュールのセルホルダにおける支持
部を含む部分を示す拡大断面図である。
【図９】図８に示された電池パックの変形例において支持部を含む部分を示す拡大断面図
である。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、図面におい
て、同一または同等の要素には同じ符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１５】
　図１は、本発明の第１実施形態に係る蓄電装置パックとして電池パックを概略的に示す
平面視断面図である。図１において、本実施形態の電池パック１（蓄電装置パック）は、
矩形箱状の筐体２と、この筐体２内に収容された複数の電池モジュール３（蓄電装置モジ
ュール）とを備えている。筐体２は、金属（例えば鉄）で形成されている。筐体２は、本
体壁２ａと、この本体壁２ａに溶接された側壁２ｂとを有している。電池モジュール３は
、複数のボルト（図示せず）により本体壁２ａの内壁面に固定されている。
【００１６】
　図２は、電池モジュール３の外観を示す斜視図である。図２において、電池モジュール
３は、一方向に配列された複数（ここでは７つ）の電池ユニット４から構成される電池ユ
ニット群５と、この電池ユニット群５の両側に配置された１対のエンドプレート６と、一
方のエンドプレート６と電池ユニット４との間に配置された弾性部材７とを有している。
１対のエンドプレート６同士は、複数組のボルト８及びナット（図示せず）によって連結
されている。電池ユニット群５の上部には、制御ユニット９が配置されている。
【００１７】
　エンドプレート６、ボルト８及びナット（図示せず）は、複数の電池ユニット４の二次
電池１１（後述）を電池ユニット４の配列方向に拘束する拘束ユニット１０を構成してい
る。エンドプレート６は、剛性が高い金属（例えば鉄）で形成されている。エンドプレー
ト６には、電池モジュール３を筐体２の本体壁２ａに固定するためのボルト（図示せず）
の軸部が通る複数の挿通孔６ａが設けられている。弾性部材７は、電池ユニット４の二次
電池１１（後述）の膨張を吸収する平板状のゴムである。ボルト８は、電池モジュール３
の上下に２つずつ配置されている。
【００１８】
　電池ユニット４は、図３に示されるように、蓄電装置である二次電池１１と、この二次
電池１１を保持するセルホルダ１２と、二次電池１１と接触するように配置されたＬ字形
の伝熱プレート１３とを有している。
【００１９】
　二次電池１１は、例えば直方体状のケース１４内に電極組立体（図示せず）が収容され
てなるリチウムイオン二次電池である。電極組立体は、複数の正極シートと複数の負極シ
ートとがセパレータを介して交互に積層された構造を有している。ケース１４の上部には
、正極端子１５及び負極端子１６が絶縁リング１７を介して取り付けられている。正極端
子１５は、正極シートと電気的に接続されている。負極端子１６は、負極シートと電気的
に接続されている。なお、ケース１４内には、電解液（図示せず）が充填されている。
【００２０】
　セルホルダ１２は、樹脂により一体成形された枠体状の部材である。セルホルダ１２は
、二次電池１１が載置される底壁部１８と、この底壁部１８の両端から立設し、二次電池
１１を幅方向に挟む１対の側壁部１９と、各側壁部１９同士を連結する連結部２０とを有
している。底壁部１８、側壁部１９及び連結部２０に囲まれる空間は、二次電池１１が収
容される収容領域Ｓを画成している。
【００２１】
　連結部２０の両端部の上部には、二次電池１１の正極端子１５及び負極端子１６の一部
を囲う端子収容部２１がそれぞれ設けられている。連結部２０における端子収容部２１よ
りも幅方向内側の上部には、ボルト８の軸部８ａが貫通する貫通孔２２ａを有するボルト
ガイド部２２がそれぞれ設けられている。底壁部１８の両端部の下部には、ボルト８の軸
部８ａが貫通する貫通孔２３ａを有するボルトガイド部２３がそれぞれ設けられている。
【００２２】
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　セルホルダ１２における側壁部１９の外側面１９ａ（以下、単にセルホルダ１２の外側
面１９ａ）には、断面円形状のハーネス２４（図２参照）を支持する支持部２５が上下に
２つずつ設けられている。支持部２５は、セルホルダ１２の一方の外側面１９ａに一体的
に設けられている。ハーネス２４としては、二次電池１１と接続されたパワーハーネスと
、制御ユニット９と接続された通信ハーネスとがある。パワーハーネスは、複数の正極（
＋）及び負極（－）の電源線を束にした集合体である。通信ハーネスは、複数の信号線を
束にした集合体である。
【００２３】
　支持部２５は、図４に示されるように、セルホルダ１２の外側面１９ａから側方に向け
て延びるように突出し、ハーネス２４をセルホルダ１２の高さ方向（上下方向）に挟んで
係止する１対の係止片２６を有している。各係止片２６の先端部には、ハーネス２４が引
っ掛かる爪２７が互いに対向するように設けられている。これにより、ハーネス２４が各
係止片２６の間から抜けにくくなる。
【００２４】
　セルホルダ１２の一方の外側面１９ａは、筐体２の側壁２ｂと対向している。図４に示
されるように、係止片２６と側壁２ｂとの間隔Ｐは、ハーネス２４の直径Ｑよりも短い。
係止片２６と側壁２ｂとの間隔Ｐは、係止片２６の先端と側壁２ｂの内壁面との間の距離
である。
【００２５】
　図２に戻り、複数の電池ユニット４は、１つおきに支持部２５が電池モジュール３の前
後方向の反対側に位置するように配列されている。つまり、隣り合う電池ユニット４にお
ける支持部２５の配置箇所は、電池モジュール３の前後方向において互いに逆になってい
る。より具体的は、隣り合う電池ユニット４の一方の支持部２５は、電池モジュール３の
前側（側壁２ｂ側）に位置し、隣り合う電池ユニット４の他方の支持部２５は、電池モジ
ュール３の後側（側壁２ｂの反対側）に位置している。このため、支持部２５における各
係止片２６の先端間の隙間は、電池モジュール３の正面側及び背面側を向くようになる。
【００２６】
　電池モジュール３が筐体２の本体壁２ａの内壁面に固定されている状態で、ハーネス２
４を電池モジュール３に組み付けるときは、電池モジュール３の正面側からハーネス２４
をセルホルダ１２の外側面１９ａに向けて移動させて１対の係止片２６の間に押し込む。
これにより、ハーネス２４が支持部２５に支持される。
【００２７】
　図５は、従来の支持部の一例を示す拡大断面図である。図５において、支持部５０は、
セルホルダ１２の外側面１９ａから突出したＬ字形の係止片５１を有している。係止片５
１の先端部には、爪５２が設けられている。また、セルホルダ１２の外側面１９ａには、
爪５２と協働してハーネス２４が引っ掛かる爪状突起５３が爪５２と対向するように設け
られている。
【００２８】
　このような支持部５０を有する電池モジュール３にハーネス２４を組み付けるときは、
ハーネス２４を電池モジュール３の上方から支持部５０に押し込むことになる。このため
、ハーネス２４を組み付ける際に力が入りにくく、結果的に作業性の低下につながる。ま
た、振動衝撃等によってハーネス２４が支持部５０から外れる可能性がある。
【００２９】
　これに対し本実施形態では、ハーネス２４を支持する支持部２５は、セルホルダ１２の
外側面１９ａから側方に向けて延びるように突出し、ハーネス２４をセルホルダ１２の高
さ方向に挟んで係止する１対の係止片２６を有している。従って、ハーネス２４を電池モ
ジュール３に組み付ける際には、電池モジュール３の正面側からハーネス２４をセルホル
ダ１２の外側面１９ａに向けて移動させて各係止片２６の間に押し込むことになるため、
ハーネス２４を組み付けやすくなる。これにより、ハーネス２４を組み付ける際の作業性
が向上する。
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【００３０】
　また、係止片２６と側壁２ｂとの間隔Ｐはハーネス２４の直径Ｑよりも短いので、振動
衝撃等によってハーネス２４が支持部２５から外れようとしても、ハーネス２４が側壁２
ｂに当たり、ハーネス２４が各係止片２６の間から完全に抜け出ることはない。これによ
り、ハーネス２４が支持部２５から外れることが防止される。
【００３１】
　図６は、図４に示された電池パック１の変形例において支持部２５を含む部分を示す拡
大断面図である。本変形例では、筐体２の側壁２ｂの内壁面、つまり側壁２ｂにおけるセ
ルホルダ１２の外側面１９ｂと対向する面には、衝撃吸収用の弾性体３０が固定されてい
る。弾性体３０としては、スポンジまたはゴム等が用いられる。係止片２６と弾性体３０
との間隔Ｐは、ハーネス２４の直径Ｑよりも短い。
【００３２】
　このような本変形例においては、振動衝撃等によってハーネス２４が支持部２５から外
れようとしても、ハーネス２４が弾性体３０に当たり、ハーネス２４が各係止片２６の間
から完全に抜け出ることはない。これにより、弾性体３０によってハーネス２４を保護し
つつ、ハーネス２４が支持部２５から外れることが防止される。
【００３３】
　図７は、本発明の第２実施形態に係る蓄電装置パックとして電池パックを概略的に示す
平面視断面図である。図７において、本実施形態の電池パック１は、上記第１実施形態と
同様に、筐体２と複数の電池モジュール３とを備えている。電池モジュール３は、複数の
ボルト（図示せず）により筐体２の本体壁２ａ及び側壁２ｂの内壁面に固定されている。
【００３４】
　複数の電池モジュール３は、図８に示されるように、セルホルダ１２の外側面１９ａ同
士が互いに対向するように配置されている。互いに対向する２つの電池モジュール３にお
けるセルホルダ１２の外側面１９ａに設けられた支持部２５は、互いにセルホルダ１２の
高さ方向にずれている。支持部２５は、上記第１実施形態と同様に、１対の係止片２６を
有している。
【００３５】
　互いに対向する２つの電池モジュール３の一方におけるセルホルダ１２の外側面１９ａ
から突出した係止片２６と当該２つの電池モジュール３の他方におけるセルホルダ１２の
外側面１９ａとの間隔Ｐは、ハーネス２４の直径Ｑよりも短い。
【００３６】
　このような本実施形態においても、ハーネス２４を電池モジュール３に組み付ける際に
は、電池モジュール３の正面側からハーネス２４をセルホルダ１２の外側面１９ａに向け
て移動させて各係止片２６の間に押し込むことになるため、ハーネス２４を組み付けやす
くなる。これにより、上記第１実施形態と同様に、ハーネス２４を組み付ける際の作業性
が向上する。
【００３７】
　また、振動衝撃等によってハーネス２４が支持部２５から外れようとしても、ハーネス
２４がセルホルダ１２の外側面１９ａに当たり、ハーネス２４が各係止片２６の間から完
全に抜け出ることはない。これにより、ハーネス２４が支持部２５から外れることが防止
される。
【００３８】
　図９は、図８に示された電池パック１の変形例において支持部２５を含む部分を示す拡
大断面図である。本変形例では、互いに対向する２つの電池モジュール３におけるセルホ
ルダ１２の外側面１９ａに設けられた支持部２５は、互いに対向している。
【００３９】
　互いに対向する２つの電池モジュール３の一方におけるセルホルダ１２の外側面１９ａ
から突出した係止片２６と当該２つの電池モジュール３の他方におけるセルホルダ１２の
外側面１９ａから突出した係止片２６との間隔Ｐは、ハーネス２４の直径Ｑよりも短い。
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　このような本変形例においては、振動衝撃等によってハーネス２４が支持部２５から外
れようとしても、ハーネス２４が対向するもう一方の支持部２５に当たり、ハーネス２４
が各係止片２６の間から完全に抜け出ることはない。これにより、ハーネス２４が支持部
２５から外れることが防止される。
【００４１】
　なお、本発明は、上記実施形態には限定されない。例えば上記実施形態では、支持部２
５は、セルホルダ１２の一方の外側面１９ａに設けられているが、特にその形態には限ら
れず、支持部２５は、セルホルダ１２の両方の外側面１９ａに設けられていてもよい。
【００４２】
　また、上記実施形態では、支持部２５は、セルホルダ１２の外側面１９ａに上下２つ設
けられているが、特にその形態には限られず、支持部２５は、セルホルダ１２の外側面１
９ａに１つのみ設けられていてもよいし、或いはセルホルダ１２の外側面１９ａに３つ以
上設けられていてもよい。
【００４３】
　また、上記実施形態では、１対の係止片２６の先端部に、ハーネス２４が引っ掛かる爪
２７が設けられているが、そのような爪２７は特に無くてもよい。この場合には、ハーネ
ス２４を電池モジュール３に組み付ける際に、ハーネス２４を各係止片２６の間にスムー
ズに押し込むことができる。
【００４４】
　さらに、上記実施形態では、電池ユニット４は、各二次電池１１を個別に保持する複数
のセルホルダ１２を有しているが、使用するセルホルダとしては、特にそれには限られず
、複数の二次電池１１を一括して保持するタイプであってもよい。
【００４５】
　また、上記実施形態では、複数の二次電池１１を二次電池１１の配列方向に拘束する拘
束ユニット１０は、エンドプレート６、ボルト８及びナット（図示せず）から構成されて
いるが、特にその形態には限られず、ボルト８及びナットに代えてゴムバンド等を使用し
てもよい。
【００４６】
　また、上記実施形態では、筐体２内に複数の電池モジュール３が収容されているが、筐
体２内に収容される電池モジュール３の数としては、特にそれには限られない。上記第１
実施形態では、筐体２内に収容される電池モジュール３の数としては、１つでもよい。上
記第２実施形態では、筐体２内に収容される電池モジュール３の数としては、少なくとも
２つあればよい。
【００４７】
　さらに、上記実施形態は、リチウムイオン二次電池等の二次電池１１を有する電池モジ
ュール３を備えた電池パック１であるが、本発明は、特に二次電池１１には限られず、例
えば電気二重層キャパシタまたはリチウムイオンキャパシタ等の蓄電装置を有する蓄電装
置モジュールを備えた蓄電装置パックにも適用可能である。
【符号の説明】
【００４８】
　１…電池パック（蓄電装置パック）、２…筐体、２ｂ…側壁（壁）、３…電池モジュー
ル（蓄電装置モジュール）、１０…拘束ユニット、１１…二次電池（蓄電装置）、１２…
セルホルダ（ホルダ）、１９ａ…外側面、２４…ハーネス、２５…支持部、２６…係止片
、３０…弾性体。
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