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(57)【要約】
　蓄電装置（１０）は、配列された複数の蓄電素子（１
４）によって、端子面（２３）と、端子面（２３）と交
差する側面（２５）とが形成された蓄電素子（１４）群
と、複数のバスバー（４２Ａ～４２Ｃ）を保持したバス
バーフレーム（４５）とを備える。バスバーフレーム（
４５）は、バスバー（４２Ａ～４２Ｃ）を保持し、端子
面（２３）に配置された本体（４７）と、外部コネクタ
（７１）が接続されるコネクタ（７０Ａ，７０Ｂ）を有
し、側面（２５）に配置されたコネクタ保持部（５５）
と、本体（４７）とコネクタ保持部（５５）を連結する
連結部（６８）とを備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端子を有し、配列された複数の蓄電素子によって、前記端子が配置された端子面と、こ
の端子面と交差する側面とが形成された蓄電素子群と、
　隣接した前記端子をそれぞれ接続する複数のバスバーを保持したバスバーフレームと
　を備え、
　前記バスバーフレームは、
　前記バスバーを保持し、前記端子面に配置された本体と、
　外部コネクタが接続されるコネクタを有し、前記側面に配置されたコネクタ保持部と、
　前記本体と前記コネクタ保持部を連結する連結部と
　を備える、蓄電装置。
【請求項２】
　前記連結部は、前記本体に対して前記コネクタ保持部を、前記端子面に沿って位置する
第１の姿勢と、前記側面に沿って位置する第２の姿勢とに変更可能に連結している、請求
項１に記載の蓄電装置。
【請求項３】
　前記連結部は、前記本体及び前記コネクタ保持部と一体構造で、前記本体及び前記コネ
クタ保持部に対して折曲可能である、請求項２に記載の蓄電装置。
【請求項４】
　前記蓄電素子群は、前記側面を含む外周部を取り囲み、一端に前記端子面が位置する外
装体をさらに備え、
　前記外装体には、前記第２の姿勢の前記コネクタ保持部を係止する係止部が設けられて
いる、請求項２又は３に記載の蓄電装置。
【請求項５】
　前記本体側に位置する前記コネクタ保持部の端部には、前記コネクタに接続された複数
の電線を取り囲む結束部が形成されている、請求項１から４のいずれか１項に記載の蓄電
装置。
【請求項６】
　前記コネクタ保持部には、前記コネクタの周囲に前記電線を配索する空隙部が形成され
ている、請求項１から５のいずれか１項に記載の蓄電装置。
【請求項７】
　前記コネクタ保持部は、
　前記本体側に位置する端部に設けられ、前記コネクタに接続された複数の電線を取り囲
む結束部と、
　前記コネクタの周囲に設けられ、前記電線を配索する空隙部と
　を有し、
　前記結束部又は前記空隙部を構成する外壁の少なくとも一面は、開閉可能なカバーによ
って構成されている、請求項１から４のいずれか１項に記載の蓄電装置。
【請求項８】
　前記コネクタは、前記外部コネクタを接続する向きが前記側面に対して平行に位置する
ように配置されている、請求項１から７のいずれか１項に記載の蓄電装置。
【請求項９】
　前記コネクタは、並置された第１コネクタと第２コネクタとを含む、請求項１から８の
いずれか１項に記載の蓄電装置。
【請求項１０】
　端子を有し、配列された複数の蓄電素子によって、前記端子が配置された端子面と、こ
の端子面と交差する側面とが形成された蓄電素子群と、
　外部コネクタが接続されるコネクタとを備え、
　前記コネクタは、前記蓄電素子群の前記側面に配置されている、
　蓄電装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蓄電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　蓄電装置は、蓄電素子の端子が上側に位置するように、複数の蓄電素子を横方向に配列
した蓄電素子群を備える。特許文献１に開示された蓄電装置は、蓄電素子群の端子面に、
隣接する蓄電素子の端子をそれぞれ接続するバスバーを配置したカバーを備える。このカ
バーの上部には、蓄電素子の電圧又は温度を外部機器に送信するためのコネクタが設けら
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１７１１１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の蓄電装置では、蓄電素子群の端子面の上側にカバーが配置され、このカバ
ーの上部にコネクタが形成されているため、端子が突出する方向（例えば高さ方向）の寸
法が大きくなる。よって、蓄電装置の小型化というメーカ（例えば自動車メーカ）からの
要求に応えることができない。
【０００５】
　本発明は、蓄電素子の端子が突出する向きの寸法を小型化できる蓄電装置を提供するこ
とを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様は、端子を有し、配列された複数の蓄電素子によって、前記端子が配置
された端子面と、この端子面と交差する側面とが形成された蓄電素子群と、隣接した前記
端子をそれぞれ接続する複数のバスバーを保持したバスバーフレームとを備え、前記バス
バーフレームは、前記バスバーを保持し、前記端子面に配置された本体と、外部コネクタ
が接続されるコネクタを有し、前記側面に配置されたコネクタ保持部と、前記本体と前記
コネクタ保持部を連結する連結部とを備える、蓄電装置を提供する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の蓄電装置では、端子面にバスバーを保持する本体が配置され、側面にコネクタ
を有するコネクタ保持部が配置されているため、蓄電素子の端子が突出する方向の蓄電装
置の寸法を小型化できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る蓄電装置の断面図である。
【図２】図２は、蓄電装置の斜視図である。
【図３】図３は、蓄電装置の分解斜視図である。
【図４】図４は、バスバーフレームの分解斜視図である。
【図５】図５は、フレーム本体への電線の配索状態を示す平面図である。
【図６】図６は、コネクタ保持部への電線の配索状態を示す断面図である。
【図７】図７は、コネクタ保持部の上方斜視図である。
【図８】図８は、コネクタ保持部の下方斜視図である。
【図９】図９は、コネクタ保持部の結束部の断面図である。
【図１０】図１０は、コネクタ保持部の空隙部の断面図である。
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【図１１】図１１は、コネクタ保持部の連通部の断面図である。
【図１２】図１２は、変形例１に係る蓄電装置の斜視図である。
【図１３】図１３は、変形例２に係る蓄電装置の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の一態様は、端子を有し、配列された複数の蓄電素子によって、前記端子が配置
された端子面と、この端子面と交差する側面とが形成された蓄電素子群と、隣接した前記
端子をそれぞれ接続する複数のバスバーを保持したバスバーフレームとを備え、前記バス
バーフレームは、前記バスバーを保持し、前記端子面に配置された本体と、外部コネクタ
が接続されるコネクタを有し、前記側面に配置されたコネクタ保持部と、前記本体と前記
コネクタ保持部を連結する連結部とを備える、蓄電装置を提供する。
【００１０】
　この蓄電装置によれば、蓄電素子群の端子面にバスバーを保持した本体が配置され、蓄
電素子群の側面にコネクタを有するコネクタ保持部が配置されているため、蓄電素子の端
子が突出する方向の蓄電装置の寸法を小型化できる。
【００１１】
　前記連結部は、前記本体に対して前記コネクタ保持部を、前記端子面に沿って位置する
第１の姿勢と、前記側面に沿って位置する第２の姿勢とに変更可能に連結している。この
態様によれば、コネクタに電気的に接続する電線を配索する作業性を向上できる。詳しく
は、コネクタ保持部を本体と平面状に位置する第１の姿勢とし、この状態で電線の配索作
業を行った後、コネクタ保持部を蓄電素子群の側面に沿って位置する第２の姿勢とする。
これにより、本体とコネクタ保持部の角部に位置する電線の湾曲部分に膨らみを生じさせ
ることなく、簡単かつ確実に電線を配索できる。
【００１２】
　前記連結部は、前記本体及び前記コネクタ保持部と一体構造で、前記本体及び前記コネ
クタ保持部に対して折曲可能である。この態様によれば、本体とコネクタ保持部とが別体
で構成され、ヒンジ構造の連結部によって一体化する場合と比較して、部品点数を削減で
きる。本体からのコネクタ保持部の意図しない離脱を抑制できるため、取り扱いに関する
利便性を向上できる。
【００１３】
　前記蓄電素子群は、前記側面を含む外周部を取り囲み、一端に前記端子面が位置する外
装体をさらに備え、前記外装体には、前記第２の姿勢の前記コネクタ保持部を係止する係
止部が設けられている。この態様によれば、コネクタ保持部の意図しない変位を抑制でき
るため、蓄電装置の取り扱いに関する利便性を向上できる。
【００１４】
　前記本体側に位置する前記コネクタ保持部の端部には、前記コネクタに接続された複数
の電線を取り囲む結束部が形成されている。この態様によれば、本体とコネクタ保持部の
角部に位置する電線の湾曲部分の膨らみと分散を効果的に抑制できる。
【００１５】
　前記コネクタ保持部には、前記コネクタの周囲に前記電線を配索する空隙部が形成され
ている。この態様によれば、電線が蓄電素子群の側面で分散することを抑制できる。電線
がコネクタ保持部の外部に露出しないため、電線に他部材が絡まることを抑制でき、取り
扱いに関する利便性を向上できる。
【００１６】
　前記結束部又は前記空隙部を構成する外壁の少なくとも一面は、開閉可能なカバーによ
って構成されている。この態様によれば、電線を配索する作業性を向上できる。
【００１７】
　前記コネクタは、前記外部コネクタを接続する向きが前記側面に対して平行に位置する
ように配置されている。この態様によれば、外部コネクタと、外部コネクタに接続した電
線とが、電子素子群から外方へ突出するのを抑えることができるため、蓄電素子群の側面
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側の寸法も小型化できる。
【００１８】
　前記コネクタは、並置された第１コネクタと第２コネクタとを含む。
【００１９】
　本発明の他の態様は、端子を有し、配列された複数の蓄電素子によって、前記端子が配
置された端子面と、この端子面と交差する側面とが形成された蓄電素子群と、外部コネク
タが接続されるコネクタとを備え、前記コネクタは、前記蓄電素子群の前記側面に配置さ
れている、蓄電装置を提供する。
【００２０】
　この蓄電装置によれば、蓄電素子群の側面にコネクタが配置されているため、蓄電素子
の端子が突出する方向の蓄電装置の寸法を小型化できる。
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態を図面に従って説明する。
【００２２】
　図１から図３は、本発明の実施形態に係る蓄電装置１０を示す。この蓄電装置１０は、
複数（本実施形態では８個）の電池セル（蓄電素子）１４からなる電池モジュール１２と
、電池モジュール１２の端子面２３に配置したバスバーユニット４０とを備える。本実施
形態では、バスバーユニット４０に配置したコネクタ７０Ａ，７０Ｂを、端子面２３とは
異なる長側面２５（サイドプレート３４）に配置することで、蓄電装置１０の全高の小型
化を図る。
【００２３】
　以下の説明では、電池モジュール１２の長手方向（電池セル１４の短手方向）をＸ方向
という。電池モジュール１２の短手方向（電池セル１４の長手方向）をＹ方向という。電
池モジュール１２（電池セル１４）の高さ方向をＺ方向という。
【００２４】
　（電池モジュールの概要）
　図３に最も明瞭に示すように、電池モジュール１２は、電池セル１４をＸ方向に配列し
たものである。電池モジュール１２は、四角筒状の外装体３１に収容され、外装体３１に
よって拘束されている。
【００２５】
　電池セル１４としては、リチウムイオン電池等の非水電解質二次電池が用いられている
。但し、リチウムイオン電池以外にも、キャパシタを含む種々の電池セル１４も適用でき
る。個々の電池セル１４は、容器１５の内部に、セパレータを介して正極と負極の電極シ
ートを積層して巻回した電極体（図示せず）、正極と負極の集電体（図示せず）、及び電
解液を収容した構成である。
【００２６】
　容器１５は角型であり、１つの面（Ｚ方向の上面）を開口した扁平な容器本体１６と、
容器本体１６の開口を塞ぐ蓋２０とを備える。容器本体１６は、ＸＺ平面に沿って延びる
一対の短側壁１７と、ＹＺ平面に沿って延びる一対の長側壁１８と、ＸＹ平面に沿って延
びる底壁１９とを備える箱体である。短側壁１７のＸ方向の寸法は、長側壁１８のＹ方向
の寸法よりも短い。蓋２０は、容器本体１６の上側開口に液密に取り付けられている。容
器本体１６と蓋２０はいずれもアルミニウム製又はステンレス製であり、溶接により封止
されている。
【００２７】
　蓋２０には、Ｙ方向の一端側に正極端子２１Ａが配置され、Ｙ方向の他端側に負極端子
２１Ｂが配置されている。このように、電池モジュール１２においては、一端面にだけ正
極端子２１Ａ及び負極端子２１Ｂが配置されている。正極端子２１Ａは、正極集電体に電
気的に接続され、この正極集電体を介して電極体の正極電極シートに電気的に接続されて
いる。負極端子２１Ｂは、負極集電体に電気的に接続され、この負極集電体を介して電極
体の負極電極シートに電気的に接続されている。
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【００２８】
　図１から図３に示すように、電池セル１４は、端子２１Ａ，２１ＢがＺ方向上側に位置
するように配置される。隣接した電池セル１４の間にはスペーサ２８が配置され、配列さ
れた電池セル１４群のＸ方向両端にはエンドスペーサ２９が配置されている。電池セル１
４群のＺ方向上側は、端子２１Ａ，２１Ｂが配置された端子面２３を構成する。端子面２
３とは反対側に位置する電池セル１４群の底面２４（Ｚ方向下側）には、端子２１Ａ，２
１Ｂは配置されていない。電池セル１４群の外周部は、端子面２３と直交する方向に延び
る長側面２５と短側面２６を含む。
【００２９】
　外装体３１は、金属製であり、電池セル１４群の外周部を取り囲み、電池セル１４を移
動不可能に拘束するものである。なお、電池セル１４群が外装体３１を有していてもよい
。外装体３１は、ＹＺ平面に沿って延びる一対のエンドプレート３２と、ＸＺ平面に沿っ
て延びる一対のサイドプレート３４とを備える。エンドプレート３２のＹ方向の寸法は、
サイドプレート３４のＸ方向の寸法よりも短い。エンドプレート３２の下端には、外装体
３１の外側へ突出し、蓄電装置１０を車体等の搭載対象物に固定するためのブラケット３
３が設けられている。サイドプレート３４の下端には、外装体３１の内側へ突出し、電池
セル１４群の底面２４の外周部を保持する保持片３５が設けられている。なお、外装体３
１は、樹脂製のケースであってもよい。
【００３０】
　電池セル１４群のエンドスペーサ２９の外側にエンドプレート３２を配置した後、電池
セル１４群の長側面２５の外側にサイドプレート３４を配置する。そして、エンドプレー
ト３２とサイドプレート３４をネジ止めして一体化することで、複数の電池セル１４を移
動不可能に拘束する。これにより、電池モジュール１２の端子面２３は、筒状の外装体３
１の上端開口に位置する。端子面２３の上側にはバスバーユニット４０が配置され、その
更に上側が樹脂製の蓋３７によって閉塞されている。
【００３１】
　（バスバーユニットの概要）
　図２から図４に示すように、隣接する電池セル１４の端子２１Ａ，２１Ｂは、複数（本
実施形態では７枚）のバスバー４２Ａによって電気的に接続されている。電流が流れる方
向の端に位置する電池セル１４の端子２１Ａ，２１Ｂには、バスバー４２Ｂ，４２Ｃが電
気的に接続されている。本実施形態のバスバー（導電部材）４２Ａ～４２Ｃは、バスバー
フレーム４５に保持され、バスバーユニット４０として一体化されている。
【００３２】
　バスバーユニット４０は、樹脂製のバスバーフレーム４５に、バスバー４２Ａ～４２Ｃ
と、通信用のコネクタ７０Ａ，７０Ｂとを配置したものである。図５及び図６を参照する
と、フレーム本体４７とコネクタ保持部５５には、通信用の電線７３Ａ，７３Ｂが配索さ
れている。
【００３３】
　バスバー４２Ａは、隣接する電池セル１４の正極端子２１Ａ同士、負極端子２１Ｂ同士
、又は正極端子２１Ａと負極端子２１Ｂを電気的に接続する。バスバー４２Ｂは、電流が
流れる方向の端に位置する電池セル１４の正極端子２１Ａに電気的に接続されている。バ
スバー４２Ｃは、バスバー４２Ｂとは逆側の端に位置する電池セル１４の負極端子２１Ｂ
に電気的に接続されている。本実施形態のバスバー４２Ｂ，４２Ｃには、外部端子４３が
それぞれ一体に設けられている。これらの外部端子４３は、外装体３１（サイドプレート
３４）の上端と蓋３７の間から外方へ突出されている（図１参照）。
【００３４】
　直列接続の場合、定められた電池セル１４の正極端子２１Ａと負極端子２１Ｂがバスバ
ー４２Ａによって電気的に接続される。並列接続の場合、定められた電池セル１４の正極
端子２１Ａ同士がバスバー４２Ａによって電気的に接続され、定められた電池セル１４の
負極端子２１Ｂ同士がバスバー４２Ａによって電気的に接続される。本実施形態では、複
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数の電池セル１４を直列接続する場合を示しており、Ｘ方向に隣接した電池セル１４の正
極端子２１Ａと負極端子２１Ｂにバスバー４２Ａが電気的に接続されている。但し、２以
上の電池セル１４を１組とし、同一組では電池セル１４の正極端子２１Ａ同士をバスバー
４２Ａによって電気的に接続し、異なる組では電池セル１４の正極端子２１Ａと負極端子
２１Ｂをバスバー４２Ａによって電気的に接続してもよい。
【００３５】
　バスバーフレーム４５は、バスバー４２Ａ～４２Ｃを保持するフレーム本体４７と、コ
ネクタ７０Ａ，７０Ｂを保持するコネクタ保持部５５と、これらを連結する連結部６８と
を備える。フレーム本体４７は端子面２３に配置され、コネクタ保持部５５はサイドプレ
ート３４を介して長側面２５に配置されている。
【００３６】
　図４に示すように、フレーム本体４７は、バスバー４２Ａ～４２Ｃを取り付ける取付部
４８Ａ～４８Ｃを備える。Ｙ方向の一端側には、バスバー４２Ａを取り付ける４個の取付
部４８Ａが、Ｘ方向に間隔をあけて設けられている。Ｙ方向の他端側には、Ｘ方向の一端
にバスバー４２Ｂを取り付ける取付部４８Ｂが設けられ、Ｘ方向の他端にバスバー４２Ｃ
を取り付ける取付部４８Ｃが設けられ、これらの間にバスバー４２Ａを取り付ける３個の
取付部４８Ａが設けられている。
【００３７】
　個々の取付部４８Ａ～４８Ｃは、電池セル１４の端子２１Ａ，２１Ｂが貫通する貫通孔
４９を備える。貫通孔４９の内周部には、バスバー４２Ａ～４２Ｃの下面（電池セル１４
側）を係止する第１係止突起５０と、バスバー４２Ａ～４２Ｃの上面（蓋３７側）を係止
する第２係止突起５１とが設けられている。バスバー４２Ａの取付部４８Ａには、バスバ
ー４２Ａの下面を保持する保持部５２が設けられている。保持部５２は、Ｘ方向に隣接す
る端子２１Ａ，２１Ｂ間に位置するように、Ｙ方向に延びている。保持部５２は、バスバ
ー４２Ｂ，４２Ｃの取付部４８Ｂ，４８Ｃには設けられていない。
【００３８】
　図５を併せて参照すると、フレーム本体４７には、電線７３Ａ，７３Ｂを配索するため
の配索溝５３Ａ，５３Ｂが設けられている。配索溝５３Ａ，５３Ｂは、フレーム本体４７
の上面側（蓋３７側）を開口した凹状の窪みであり、フレーム本体４７の中央を基準とし
てＸ方向の一端側と他端側に形成されている。全ての取付部４８Ａ～４８Ｃに連通するよ
うに、配索溝５３Ａ，５３Ｂは分岐されている。
【００３９】
　コネクタ保持部５５には、コネクタ７０Ａ，７０Ｂを取り付けるための取付部５６Ａ，
５６Ｂが設けられている。図６を併せて参照すると、フレーム本体４７側に位置するコネ
クタ保持部５５の端部には、電線７３Ａ，７３Ｂを取り囲む四角筒状の結束部５８が形成
されている。コネクタ保持部５５には、取付部５６Ａ，５６Ｂ（コネクタ７０Ａ，７０Ｂ
）の周囲に一対の空隙部６１が設けられるとともに、これらを連通させる連通部６４が設
けられている。
【００４０】
　連結部６８は、フレーム本体４７及びコネクタ保持部５５と一体構造で、これらのＸ方
向の中央と、結束部５８に対応する部分とに設けられている。
【００４１】
　コネクタ７０Ａ，７０Ｂは、蓄電装置１０と外部機器（例えばＢＭＵ（バッテリモニタ
リングユニット））とを電気的に接続するためのもので、コネクタ保持部５５の取付部５
６Ａ，５６Ｂに取り付けられている。コネクタ７０Ａは、個々の電池セル１４の電圧を外
部機器に通信可能とし、コネクタ７０Ｂは、電池セル１４の温度を外部機器に通信可能と
するものである。なお、温度センサ７５は、バスバー４２Ｂ，４２Ｃを配置した両端の電
池セル１４に配置されている。
【００４２】
　図５及び図６に示すように、コネクタ７０Ａには、全てのバスバー４２Ａ～４２Ｃに電
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気的に接続された電線７３Ａが接続されるとともに、外部機器に接続された外部コネクタ
７１（図２参照）が接続される。コネクタ７０Ｂには、温度センサ７５の電線７３Ｂが接
続されるとともに、外部機器に接続された外部コネクタ（図示せず）が接続される。
【００４３】
　この蓄電装置１０では、バスバー４２Ａ～４２Ｃがフレーム本体４７に配置され、この
フレーム本体４７が電池モジュール１２の端子面２３に配置されている。コネクタ７０Ａ
，７０Ｂがコネクタ保持部５５に配置され、このコネクタ保持部５５が電池モジュール１
２のサイドプレート３４（長側面２５）、つまり電池モジュール１２の端子面２３と底面
２４との間に配置されている。
【００４４】
　このように、本実施形態の蓄電装置１０では、端子２１Ａ，２１Ｂが突出する電池モジ
ュール１２の端子面２３に、通信用のコネクタ７０Ａ，７０Ｂが配置されていない。つま
り、コネクタ７０Ａ，７０Ｂ、外部コネクタ７１、及び外部コネクタ７１に接続した電線
を配置するスペースを、電池モジュール１２の端子面２３側に確保する必要がない。よっ
て、端子２１Ａ，２１Ｂが突出するＺ方向の蓄電装置１０の寸法を小さくすることができ
る。その結果、蓄電装置１０を小型化するというメーカ（例えば自動車メーカ）からの要
求に応えることができる。
【００４５】
　また、電池モジュール１２においては、一端面にだけ正極端子２１Ａ及び負極端子２１
Ｂが配置されているので、バスバーユニット４０も片面（本実施形態では上面）にだけ配
置すればよく、より蓄電装置１０の小型化を図ることが可能である。
【００４６】
　なお、コネクタ保持部５５は、電池モジュール１２のサイドプレート３４（長側面２５
）に当接していても、隙間を開けて配置されていてもよい。つまり、コネクタ保持部５５
は、長側面２５に対して対向していればよい。さらに、蓄電装置１０を高さ方向で小型化
するためには、コネクタ保持部５５及びコネクタ７０Ａ，７０Ｂは長側面２５の範囲内に
収められていることが望ましいが、コネクタ保持部５５及びコネクタ７０Ａ，７０Ｂの少
なくとも一つの上端部が長側面２５から突出していてもよい。
【００４７】
　（バスバーフレームの詳細）
　図１から図３に示すように、バスバーフレーム４５は、フレーム本体４７に対してコネ
クタ保持部５５を、第１の姿勢と第２の姿勢に変形できるように、連結部６８によって連
結したものである。図１に最も明瞭に示すように、連結部６８は、可撓性を具備するよう
に、フレーム本体４７及びコネクタ保持部５５よりも厚みが薄く形成されている。これに
より連結部６８は、フレーム本体４７及びコネクタ保持部５５に対して折曲可能に構成さ
れている。
【００４８】
　図３に示す第１の姿勢では、コネクタ保持部５５は、端子面２３に沿って平行に位置し
、フレーム本体４７に対して平面上に位置する。図１及び図２に示す第２の姿勢では、コ
ネクタ保持部５５は、長側面２５に沿って位置し、フレーム本体４７に対して底面２４に
向けて直交方向に位置する。勿論、コネクタ保持部５５は、第２の姿勢から第１の姿勢を
越えて、フレーム本体４７の上方に位置する姿勢にも変位できる。
【００４９】
　外装体３１には、第２の姿勢のコネクタ保持部５５を係止する一対の係止部７７が設け
られている。係止部７７は、板バネによって構成されており、サイドプレート３４に向け
て付勢された弾性片７８を備える。係止部７７は、コネクタ保持部５５の下方に位置する
ように、一方のサイドプレート３４に固定されている。コネクタ保持部５５には、係止部
７７と対応する位置に一対の係止片５７が設けられている。係止片５７が弾性片７８とサ
イドプレート３４の間に挿入されることで、電池モジュール１２に対してコネクタ保持部
５５が第２の姿勢で係止される。
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【００５０】
　例えばバスバーフレーム４５に電線７３Ａ，７３Ｂを配索する作業は、次のように行わ
れる。まず、バスバー４２Ａ～４２Ｃを配置したフレーム本体４７を電池モジュール１２
の端子面２３上に配置し、端子２１Ａ，２１Ｂとバスバー４２Ａ～４２Ｃを溶接によって
接合する。次に、コネクタ保持部５５を第１の姿勢とし、この状態で、バスバー４２Ａ～
４２Ｃに電線７３Ａを接続し、フレーム本体４７からコネクタ保持部５５へ電線７３Ａを
配索して、コネクタ７０Ａに電線７３Ａを接続する。温度センサ７５に接続された電線７
３Ｂをフレーム本体４７からコネクタ保持部５５へ配索して、コネクタ７０Ｂに電線７３
Ｂを接続する。その後、コネクタ保持部５５を第２の姿勢とする。
【００５１】
　このように、第１の姿勢としたコネクタ保持部５５に電線７３Ａ，７３Ｂを配索した後
、コネクタ保持部５５を第２の姿勢とするため、フレーム本体４７とコネクタ保持部５５
の角部に位置する電線７３Ａ，７３Ｂの湾曲部分の膨らみを抑制できる。平面状のバスバ
ーフレーム４５に電線７３Ａ，７３Ｂを配索できるため、その作業性は極めて良好である
。よって、電線７３Ａ，７３Ｂを簡単かつ確実に配索できる。
【００５２】
　フレーム本体４７とコネクタ保持部５５は、連結部６８を介して一体に成形されている
ため、これらが別体で構成され、ヒンジ構造の連結部によって一体化する場合と比較して
、部品点数を削減できる。しかも、フレーム本体４７からのコネクタ保持部５５の意図し
ない離脱を抑制できため、取り扱いに関する利便性を向上できる。
【００５３】
　係止部７７によってコネクタ保持部５５を第２の姿勢に係止できるため、コネクタ保持
部５５の意図しない変位を抑制できる。よって、蓄電装置１０の取り扱いに関する利便性
を向上できる。この状態で外部コネクタ７１の接続作業が行われるため、その接続作業性
も向上できる。
【００５４】
　（電線配索構造の詳細）
　前述のように、電線７３Ａ，７３Ｂを配索するために、フレーム本体４７には、配索溝
５３Ａ，５３Ｂが設けられ、コネクタ保持部５５には、結束部５８、空隙部６１、及び連
通部６４が設けられている。
【００５５】
　図４から図６に示すように、配索溝５３Ａ，５３Ｂは凹状の窪みであり、所定位置の上
端には、溝内へ突出する規制突起５３ａが設けられている。規制突起５３ａは、配索溝５
３Ａ，５３Ｂの一部を覆い、電線７３Ａ，７３Ｂの浮き上がりを抑制する。フレーム本体
４７側に位置する配索溝５３Ａ，５３Ｂの端は、結束部５８を臨むように開口している。
【００５６】
　図６から図８に示すように、コネクタ保持部５５は、連結部６８に連続した基板５５ａ
と、基板５５ａの外周縁から外方へ突出した枠板５５ｂとを備える。枠板５５ｂは、一対
の結束部５８の間には設けられていない。コネクタ７０Ａ，７０Ｂを取り付ける取付部５
６Ａ，５６Ｂは、基板５５ａのＸ方向の両側に設けられている。結束部５８は、フレーム
本体４７側に位置する基板５５ａの端に設けられ、空隙部６１は、取付部５６Ａ，５６Ｂ
の周囲に設けられ、連通部６４は、連結部６８から離れて位置する基板５５ａの端に設け
られている。
【００５７】
　図９を併せて図７を参照すると、結束部５８は、フレーム本体４７側に位置する端を開
放した四角筒状で、コネクタ保持部５５と一緒にフレーム本体４７に対して回転可能であ
る。結束部５８を構成する四角筒状の外壁は、連結部６８に連続した基板５５ａの一部と
、結束部５８の開口から見た形状がＬ字形状の一対のカバー５９とで構成されている。
【００５８】
　一対のカバー５９は、弾性的に変形可能な接続部６０によって、枠板５５ｂ（フレーム
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本体４７）に対して一体に設けられている。一方のカバー５９には、係止突起５９ａが設
けられ、他方のカバー５９には、係止突起５９ａに離脱可能に係止する係止枠５９ｂが設
けられている。
【００５９】
　図１０を併せて図６から図８を参照すると、空隙部６１は、結束部５８に連通し、取付
部５６Ａ，５６Ｂのフレーム本体４７側をＸ方向外向きに延び、基板５５ａのＸ方向の外
端でフレーム本体４７から離れる向きに延びている。コネクタ保持部５５のＸ方向外側に
おいて、空隙部６１と取付部５６Ａ，５６Ｂは連通している。空隙部６１は、枠板５５ｂ
と、枠板５５ｂに対して間隔をあけて設けられた内枠板６１ａと、開閉可能なカバー６２
とによって画定されている。
【００６０】
　カバー６２は、空隙部６１を取り囲む外壁の一面を構成するものである。カバー６２は
、弾性的に変形可能な接続部６３によって、枠板５５ｂに対して一体に設けられている。
カバー６２は、枠板５５ｂの外面に配置される係止片６２ａを備える。枠板５５ｂには係
止突起５５ｃが設けられ、係止片６２ａには係止穴６２ｂが設けられている。
【００６１】
　図１１を併せて図６から図８を参照すると、連通部６４は、フレーム本体４７から最も
離れた基板５５ａの外端で、コネクタ保持部５５のＸ方向の両端に位置する空隙部６１に
それぞれ連通している。連通部６４は、枠板５５ｂと、枠板５５ｂに対して間隔をあけて
設けられた内枠板６４ａと、開閉可能なカバー６５とによって画定されている。
【００６２】
　カバー６５は、連通部６４を取り囲む外壁の一面を構成するものである。カバー６５は
、弾性的に変形可能な接続部６６によって、枠板５５ｂに対して一体に設けられている。
カバー６５は、内枠板６４ａの外面に配置される係止片６５ａを備える。内枠板６４ａに
は係止突起６４ｂが設けられ、係止片６５ａには係止穴６５ｂが設けられている。
【００６３】
　電線７３Ａ，７３Ｂの配索は、図４及び図５に示すようにコネクタ保持部５５を第１の
姿勢とし、図９から図１１に示すようにカバー５９，６２，６５を開放状態として、行わ
れる。電線７３Ａ，７３Ｂは、配索溝５３Ａ，５３Ｂに沿って配索された後、開放された
結束部５８内に配索される。
【００６４】
　配索溝５３Ａには、電圧用の電線７３Ａが５本配索され、温度用の電線７３Ｂが２本配
索されている。これらの電線７３Ａ，７３Ｂは、結束部５８から図６において左側の空隙
部６１へ配索される。そして、電圧用の電線７３Ａは、コネクタ７０Ａに接続される。温
度用の電線７３Ｂは、連通部６４を通して図６において右側の空隙部６１へ配索され、コ
ネクタ７０Ｂに接続される。
【００６５】
　配索溝５３Ｂには、電圧用の電線７３Ａが４本配索され、温度用の電線７３Ｂが２本配
索されている。これらの電線７３Ａ，７３Ｂは、結束部５８から図６において右側の空隙
部６１へ配索される。そして、温度用の電線７３Ｂは、コネクタ７０Ｂに接続される。電
圧用の電線７３Ａは、連通部６４を通して図６において左側の空隙部６１へ配索され、コ
ネクタ７０Ａに接続される。
【００６６】
　全ての電線７３Ａ，７３Ｂの配索が完了するとカバー５９，６２，６５を閉じ、コネク
タ保持部５５を第２の姿勢とし、係止片５７を係止部７７に係止する。
【００６７】
　このように、電線７３Ａ，７３Ｂは、上方を開放したフレーム本体４７の配索溝５３Ａ
，５３Ｂと、カバー５９，６２，６５を開くことで上方が開放されたコネクタ保持部５５
の結束部５８、空隙部６１、及び連通部６４に配索される。よって、電線７３Ａ，７３Ｂ
を配索する作業性を大幅に向上できる。
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【００６８】
　フレーム本体４７とコネクタ保持部５５の角部に位置する電線７３Ａ，７３Ｂの湾曲部
分は、結束部５８によって取り囲まれた状態になるため、外方への膨らみと分散を効果的
に抑制できる。
【００６９】
　しかも、コネクタ保持部５５では、閉じられた空隙部６１内と連通部６４内に電線７３
Ａ，７３Ｂが配索されるため、電池モジュール１２の側面での電線７３Ａ，７３Ｂの分散
を抑制できる。電線７３Ａ，７３Ｂは、コネクタ保持部５５の外部に露出しないため、他
部材との絡まりも抑制できる。よって、蓄電装置１０の取り扱いに関する利便性を大幅に
向上できる。
【００７０】
　（コネクタ取付構造の詳細）
　図１及び図２に示すように、コネクタ保持部５５の取付部５６Ａ，５６Ｂは、コネクタ
７０Ａ，７０Ｂに対して外部コネクタ７１を接続する向きが、サイドプレート３４に沿っ
て平行に位置するように設けられている。つまり、コネクタ７０Ａ，７０Ｂの開口部７０
ａが、サイドプレート３４が延びるＸＺ平面に対して直交する向きに開口するように、取
付部５６Ａ，５６Ｂが設けられている。
【００７１】
　一対の取付部５６Ａ，５６Ｂは、電池セル１４の配列方向に並べて設けられている。つ
まり、一対の取付部５６Ａ，５６Ｂは、Ｘ方向に定められた間隔をあけて設けられている
。図６に最も明瞭に示すように、第１のコネクタ７０Ａの開口部７０ａと第２のコネクタ
７０Ｂの開口部７０ａとが対向するように、取付部５６Ａ，５６Ｂが設けられている。
【００７２】
　コネクタ保持部５５に配置したコネクタ７０Ａ，７０Ｂに外部コネクタ７１を接続する
場合、コネクタ７０Ａ，７０Ｂ間に外部コネクタ７１を配置する。そして、外部コネクタ
７１をＸ方向外向きに操作することで、対応するコネクタ７０Ａ，７０Ｂに接続する。
【００７３】
　ここで、第１のコネクタと第２のコネクタの開口部が逆向きに配置されている場合、そ
れぞれのコネクタの両外側に外部コネクタを配置して、接続する操作を行う。この場合、
２個のコネクタの両側に外部コネクタを接続する操作を行うためのスペースをそれぞれ確
保する必要がある。
【００７４】
　これに対して本実施形態では、前述のように、外部コネクタ７１は一対のコネクタ７０
Ａ，７０Ｂ間に配置され、接続操作が行われる。つまり、第１のコネクタ７０Ａと第２の
コネクタ７０Ｂとで、外部コネクタ７１を接続するための操作スペースを共用できる。よ
って、第１のコネクタと第２のコネクタの開口部が逆向きに配置される場合と比較して、
コネクタ保持部５５の形状を小型化できる。
【００７５】
　外部コネクタ７１の接続状態では、外部コネクタ７１と、外部コネクタ７１に接続した
電線（図示せず）とは、電池モジュール１２のサイドプレート３４に沿った状態になる。
よって、外部コネクタ７１と電線が、電池モジュール１２からＹ方向の外方へ突出するこ
とを抑制できる。その結果、蓄電装置１０の横方向の寸法も小型化できる。
【００７６】
　なお、本発明の蓄電装置１０は、前記実施形態の構成に限定されず、種々の変更が可能
である。
【００７７】
　（変形例１）
　上記実施形態では、コネクタ７０Ａ，７０Ｂ及びコネクタ保持部５５がサイドプレート
３４を介して電池セル１４群の長側面２５に配置されている場合を例示した。この変形例
１では、コネクタ及びコネクタ保持部が、電池セル１４群の短側面２６に配置されている
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場合を例示する。
【００７８】
　図１２は、変形例１に係る蓄電装置１０Ａを示す斜視図である。なお、以降の説明にお
いて上記実施形態と同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する場合
がある。
【００７９】
　図１２に示すように、蓄電装置１０Ａでは、コネクタ７０Ａ，７０Ｂがコネクタ保持部
５５Ａに配置され、このコネクタ保持部５５Ａが電池モジュール１２のエンドプレート３
２（短側面２６）に設けられている。つまり、この場合においても、コネクタ保持部５５
Ａは、電池モジュール１２の端子面２３と底面２４との間に配置されている。
【００８０】
　このように、変形例１に係る蓄電装置１０Ａにおいても、端子２１Ａ，２１Ｂが突出す
る電池モジュール１２の端子面２３に、通信用のコネクタ７０Ａ，７０Ｂが配置されてい
ない。つまり、コネクタ７０Ａ，７０Ｂなどを配置するスペースを、電池モジュール１２
の端子面２３側に確保する必要がない。よって、端子２１Ａ，２１Ｂが突出するＺ方向の
蓄電装置１０の寸法を小さくすることができる。
【００８１】
　（変形例２）
　上記実施形態では、コネクタ７０Ａ，７０Ｂがコネクタ保持部５５を介して電池セル１
４群の長側面２５に配置されている場合を例示した。この変形例２では、コネクタ保持部
を有していない蓄電装置１０Ｂについて説明する。
【００８２】
　図１３は、変形例２に係る蓄電装置１０Ｂを示す斜視図である。なお、以降の説明にお
いて上記実施形態と同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する場合
がある。
【００８３】
　図１３に示すように、蓄電装置１０Ｂでは、コネクタ７０Ａ２，７０Ｂ２はサイドプレ
ート３４を介して長側面２５に配置されている。この場合においても、コネクタ７０Ａ２
，７０Ｂ２は、電池モジュール１２の端子面２３と底面２４との間に配置されている。こ
のように、変形例２に係る蓄電装置１０Ｂにおいても、端子２１Ａ，２１Ｂが突出する電
池モジュール１２の端子面２３に、通信用のコネクタ７０Ａ２，７０Ｂ２が配置されてい
ない。つまり、コネクタ７０Ａ２，７０Ｂ２などを配置するスペースを、電池モジュール
１２の端子面２３側に確保する必要がない。よって、端子２１Ａ，２１Ｂが突出するＺ方
向の蓄電装置１０の寸法を小さくすることができる。
【００８４】
　その他の例としてバスバーフレーム４５は、フレーム本体４７に対してコネクタ保持部
５５が回転不可能な剛体によって構成してもよい。さらに、複数の電池セル１４を拘束す
る外装体３１は設けなくてもよい。
【００８５】
　バスバーフレーム４５は、フレーム本体４７とコネクタ保持部５５を別部品として形成
してもよい。この場合、連結部は、フレーム本体４７及びコネクタ保持部５５のうち、一
方に軸部を設けるとともに、他方に軸部を軸支する軸受部を設けたヒンジ構造として、一
体化できるようにすることが好ましい。
【００８６】
　係止部７７は、コネクタ保持部５５を第２の姿勢に係止できる構成であれば、必要に応
じて変更が可能である。係止部７７は、必ずしも設けなくてもよい。
【００８７】
　結束部５８、空隙部６１、及び連通部６４は、電線７３Ａ，７３Ｂの分散を抑制できる
構成であれば、必要に応じて変更が可能である。特に、カバー５９，６２，６５を設ける
位置は、必要に応じて変更が可能である。結束部５８、空隙部６１、及び連通部６４は、
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必ずしも設けなくてもよい。
【００８８】
　コネクタ保持部５５に配置するコネクタ７０Ａ，７０Ｂの向きは、必要に応じて変更が
可能である。コネクタ７０Ａ，７０Ｂは、互いの開口部７０ａが対向しないように逆向き
に配置してもよいし、互いの開口部７０ａが同じ向きに開口するように配置してもよいし
、配列方向（Ｘ方向）に直交するＺ方向に並べて配置してもよく、並置されていればよい
。コネクタ保持部５５に配置するコネクタの数は、１個のみとしてもよいし、３個以上と
してもよい。さらに、コネクタ７０Ａ，７０Ｂは、コネクタ保持部５５と一体に成形して
もよい。
【符号の説明】
【００８９】
　１０，１０Ａ，１０Ｂ…蓄電装置
　１２…電池モジュール
　１４…電池セル（蓄電素子）
　１５…容器
　１６…容器本体
　１７…短側壁
　１８…長側壁
　１９…底壁
　２０…蓋
　２１Ａ，２１Ｂ…端子
　２３…端子面
　２４…底面
　２５…長側面
　２６…短側面
　２８…スペーサ
　２９…エンドスペーサ
　３１…外装体
　３２…エンドプレート
　３３…ブラケット
　３４…サイドプレート
　３５…保持片
　３７…蓋
　４０…バスバーユニット
　４２Ａ～４２Ｃ…バスバー
　４３…外部端子
　４５…バスバーフレーム
　４７…フレーム本体
　４８Ａ～４８Ｃ…取付部
　４９…貫通孔
　５０…第１係止突起
　５１…第２係止突起
　５２…保持部
　５３Ａ，５３Ｂ…配索溝
　５３ａ…規制突起
　５５，５５Ａ…コネクタ保持部
　５５ａ…基板
　５５ｂ…枠板
　５５ｃ…係止突起
　５６Ａ，５６Ｂ…取付部
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　５７…係止片
　５８…結束部
　５９…カバー
　５９ａ…係止突起
　５９ｂ…係止枠
　６０…接続部
　６１…空隙部
　６１ａ…内枠板
　６２…カバー
　６２ａ…係止片
　６２ｂ…係止穴
　６３…接続部
　６４…連通部
　６４ａ…内枠板
　６４ｂ…係止突起
　６５…カバー
　６５ａ…係止片
　６５ｂ…係止穴
　６６…接続部
　６８…連結部
　７０Ａ，７０Ｂ，７０Ａ２，７０Ｂ２…コネクタ
　７０ａ…開口部
　７１…外部コネクタ
　７３Ａ，７３Ｂ…電線
　７５…温度センサ
　７７…係止部
　７８…弾性片
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