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(57)【要約】
【課題】金型コストの低減を図る。
【解決手段】多機能部材４０（位置ずれ吸収部材）は、
複数の収容部材２４，２５と個別に嵌合可能な複数の嵌
合部４１，４２と、複数の嵌合部４１，４２を相対変位
可能に連結する弾性撓み可能な複数の連結部４３とを備
え、収容部材２４，２５に収容された複数のバスバー２
１，２２をバッテリー１０の電極１１に一括して位置決
めする際には、連結部４３を弾性撓みさせることで複数
の嵌合部４１，４２を相対変位させるようになっている
。
【選択図】図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の収容部材と個別に嵌合可能な複数の嵌合部と、
　前記複数の嵌合部を相対変位可能に連結する弾性撓み可能な複数の連結部とを備え、
　前記収容部材に収容された複数のバスバーをバッテリーの電極に一括して位置決めする
際には、前記連結部を弾性撓みさせることで前記複数の嵌合部を相対変位させるようにな
っていることを特徴とする位置ずれ吸収部材。
【請求項２】
　前記嵌合部に形成され、前記収容部材を前記嵌合部に嵌合した状態で前記バスバーを覆
い隠す形態の保護部と、
　前記収容部材を前記嵌合部との嵌合状態に保持する保持位置と、前記収容部材を前記嵌
合部との嵌合状態から解放させる解放位置との間で変位可能な係止部とを備えていること
を特徴とする請求項１記載の位置ずれ吸収部材。
【請求項３】
　前記嵌合部に前記収容部材を嵌合した状態で前記バスバーが前記電極に位置決めされる
と、前記係止部が、前記バッテリー側に設けた解除部の当接作用によって保持位置から解
放位置へ変位させられるようになっていることを特徴とする請求項２記載の位置ずれ吸収
部材。
【請求項４】
　複数のバッテリーの電極を接続するための複数のバスバーと、
　前記複数のバスバーを個別に収容する複数の収容部材と、
　単一部材からなる位置ずれ吸収部材と、
　前記位置ずれ吸収部材に一体形成され、前記複数の収容部材と個別に嵌合可能な複数の
嵌合部と、
　前記位置ずれ吸収部材に一体形成され、前記複数の嵌合部を相対変位可能に連結する弾
性撓み可能な複数の連結部とを備え、
　前記複数のバスバーをバッテリーの電極に一括して位置決めする際には、前記連結部を
弾性撓みさせることで前記複数の嵌合部を相対変位させるようになっていることを特徴と
するバスバーユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のバッテリーを接続するために用いられる位置ずれ吸収部材及びバスバ
ーユニットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、並列配置された複数のバッテリーを接続するために用いられるバスバ
ーユニットが開示されている。このバスバーユニットは、バッテリーの電極同士を接続す
るための複数のバスバーと、複数のバスバーを保持する保持部材とを備えて構成されてい
る。保持部材は、複数のバスバーを個別に収容するための複数の箱形をなす収容部と、屈
曲した形状であって隣り合う収容部同士を連結する弾性変形可能な複数の位置ずれ吸収部
とを一体に形成して構成されている。このバスバーユニットは、バッテリーの並列ピッチ
のずれに応じて位置ずれ吸収部を弾性変形させることにより、複数のバスバーを一括して
バッテリーの電極に位置決めすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３７０７５９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　上記のバスバーユニットを構成する保持部材は、箱形をなす複数の収容部と、屈曲形状
をなす複数の位置ずれ吸収部を一体に形成したものであるから、大型で、形状が複雑であ
る。したがって、この保持部材を成型するための金型も大型となり、金型のキャビティ形
状も複雑となる。金型が大型になり、キャビティ形状が複雑になることは、金型コストが
アップすることを意味する。
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、金型コストの低減を図
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の位置ずれ吸収部材は、
　複数の収容部材と個別に嵌合可能な複数の嵌合部と、
　前記複数の嵌合部を相対変位可能に連結する弾性撓み可能な複数の連結部とを備え、
　前記収容部材に収容された複数のバスバーをバッテリーの電極に一括して位置決めする
際には、前記連結部を弾性撓みさせることで前記複数の嵌合部を相対変位させるようにな
っているところに特徴を有する。
【０００６】
　本発明のバスバーユニットは、
　複数のバッテリーの電極を接続するための複数のバスバーと、
　前記複数のバスバーを個別に収容する複数の収容部材と、
　単一部材からなる位置ずれ吸収部材と、
　前記位置ずれ吸収部材に一体形成され、前記複数の収容部材と個別に嵌合可能な複数の
嵌合部と、
　前記位置ずれ吸収部材に一体形成され、前記複数の嵌合部を相対変位可能に連結する弾
性撓み可能な複数の連結部とを備え、
　前記複数のバスバーをバッテリーの電極に一括して位置決めする際には、前記連結部を
弾性撓みさせることで前記複数の嵌合部を相対変位させるようになっているところに特徴
を有する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の位置ずれ吸収部材を用いれば、バッテリーが位置ずれしていても、連結部を弾
性撓みさせてバスバーの位置を相対変位させることにより、バッテリーの位置ずれを吸収
し、複数のバスバーをバッテリーの電極に一括して位置決めすることができる。本発明の
位置ずれ吸収部材は、バスバーを収容するための収容部材とは別の部品であるから、小型
で形状が簡素である。したがって、位置ずれ吸収部材を形成するための金型のコストを低
く抑えることができる。
【０００８】
　本発明のバスバーユニットを用いれば、バッテリーが位置ずれしていても、連結部を弾
性撓みさせてバスバーの位置を相対変位させることにより、バッテリーの位置ずれを吸収
し、複数のバスバーをバッテリーの電極に一括して位置決めすることができる。本発明の
バスバーユニットは、バッテリーの位置ずれを吸収してバスバーを電極に位置決めするた
めの位置ずれ吸収部材と、バスバーを収容するための収容部材とを別の部品としたから、
位置ずれ吸収部材と収容部材を小型で簡素な形状にすることができる。したがって、位置
ずれ吸収部材と収容部材を形成するための金型のコストを低く抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施例１の多機能部材の斜視図
【図２】多機能部材を構成する第１嵌合部の背面図
【図３】図２のＡ－Ａ線断面図
【図４】図２のＢ－Ｂ線断面図
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【図５】収容部材にバスバーを組み付けた状態をあらわす斜視図
【図６】第１収容部材の正面図
【図７】図６のＣ－Ｃ線断面図
【図８】図６のＤ－Ｄ線断面図
【図９】第１バスバーの正面図
【図１０】バッテリーを並列配置した状態をあらわす斜視図
【図１１】バッテリーの正面図
【図１２】図１１のＥ－Ｅ線断面図
【図１３】図１１のＦ－Ｆ線断面図
【図１４】バスバーユニットをバッテリーに取り付ける前の状態をあらわす断面図
【図１５】バスバーユニットをバッテリーに取り付ける過程をあらわす断面図
【図１６】バスバーユニットをバッテリーに取り付ける過程をあらわす断面図
【図１７】バスバーユニットをバッテリーに取り付けた状態をあらわす断面図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の位置ずれ吸収部材は、
　前記嵌合部に形成され、前記収容部材を前記嵌合部に嵌合した状態で、前記バスバーを
覆い隠す形態の保護部と、
　前記収容部材を前記嵌合部との嵌合状態に保持する保持位置と、前記収容部材を前記嵌
合部との嵌合状態から解放させる解放位置との間で変位可能な係止部とを備えていてもよ
い。
　この構成によれば、バスバーを電極に位置決めした後、係止部を保持位置から解放位置
へ変位させて嵌合部を収容部材から離脱させれば、バスバーを電極に固定するためのボル
ト締め等の作業を行うことができる。バスバーを電極に固定した後は、再び、嵌合部を収
容部材に嵌合すれば、バスバーと電極との接続部分を保護部で保護することができる。
【００１１】
　本発明の位置ずれ吸収部材は、
　前記嵌合部に前記収容部材を嵌合した状態で前記バスバーが前記電極に位置決めされる
と、前記係止部が、前記バッテリー側に設けた解除部の当接作用によって保持位置から解
放位置へ変位させられるようになっていてもよい。
　この構成によれば、係止部を保持位置から解放位置へ変位させるための手作業が不要だ
から、作業性に優れている。
【００１２】
　＜実施例１＞
　以下、本発明を具体化した実施例１を図１～図１７を参照して説明する。本実施例で説
明するバスバー２１，２２の取付け構造は、図１０に示すように、左右方向に並列配置し
た複数の板状をなすバッテリー１０を導通可能に接続するためのものであり、複数のバッ
テリー１０と１つのバスバーユニット２０とを備えて構成されている。
【００１３】
　各バッテリー１０の縦長の前端面には、夫々、上下一対の電極１１が設けられており、
隣り合うバッテリー１０の（＋）電極１１と（－）電極１１は、上下逆の配置である。つ
まり、（＋）電極１１と（－）電極１１が上下交互に千鳥配置されている。左右に並列配
置された複数のバッテリー１０は、千鳥配置された第１バスバー２１で（＋）電極１１と
（－）電極１１とを連結することにより、直列に接続される。各電極１１には、夫々、軸
線を前後方向に向けた雌ネジ孔１２が形成され、この雌ネジ孔１２には、電極１１にバス
バー２１，２２（図５参照）を固定するためのボルト１５（図１６，１７参照）がねじ込
まれるようになっている。
【００１４】
　図１０～１３に示すように、バッテリー１０の前面には、各電極１１を上下に挟むよう
に配置された２対の弾性アーム部１３（本発明の構成要件である解除部）が形成されてい
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る。対をなす弾性アーム部１３は、前方へ片持ち状に延出した形態であって上下方向に弾
性変位可能である。各弾性アーム部１３の前端部（突出端部）には、対をなす弾性アーム
部１３に向かって上方又は下方へ突出するロック突起１４が一体に形成されている。ロッ
ク突起１４は、弾性アーム部１３と幅寸法（左右方向の寸法）が同じであり、双方の左右
両外側面が面一状に連なっている。
【００１５】
　この対をなす弾性アーム部１３は、後述する収容部材２４，２５（図５参照）をバッテ
リー１０への組付け状態にロックする機能と、後述する弾性係止片４６を保持位置から解
放位置へ強制的に弾性変位させて多機能部材４０と収容部材２４，２５の嵌合を解除する
機能と、バッテリー１０に対して収容部材２４，２５を左右方向に位置決めする機能とを
兼ね備えている。
【００１６】
　バスバーユニット２０は、図１，５，１４～１７に示すように、複数の第１バスバー２
１と、２つの第２バスバー２２と、第１バスバー２１と同数の第１収容部材２４と、２つ
（第２バスバー２２と同数）の第２収容部材２５と、単一部品からなる多機能部材４０（
本発明の構成要件である位置ずれ吸収部材）とを備えて構成されている。
【００１７】
　第１バスバー２１は、横長の略長方形をなす金属板材からなる。図５，９に示すように
、第１バスバー２１には、左右一対の接続孔２３が形成されている。第１バスバー２１は
、隣り合うバッテリー１０の（＋）電極１１と（－）電極１１とを接続する。第２バスバ
ー２２は、略正方形をなす金属板材からなる。図５に示すように、第２バスバー２２には
、１つの接続孔２３が形成されている。第２バスバー２２は、並列方向（左右方向）にお
ける両端に位置するバッテリー１０の電極１１のうち、第１バスバー２１と接続されない
上側の電極１１に接続される。つまり、図５の左側の第２バスバー２２と右側の第２バス
バー２２との間において、複数のバッテリー１０が、複数の第１バスバー２１を介して直
列接続されている。
【００１８】
　第１収容部材２４は、合成樹脂材料（絶縁材料）によって金型成形されたものである。
図５～８に示すように、第１収容部材２４は、前後両面が開放された横長の角筒状なす周
壁部２６と、周壁部２６の後端の開口縁から内側へ張り出した枠部２７とを一体に形成し
た形態である。第１収容部材２４の内部には、前方から第１バスバー２１が周壁部２６に
圧入することによって収容されている。収容された第１バスバー２１は、その後面外縁部
を枠部２７に当接させることにより、前後方向に位置決めされている。
【００１９】
　第１収容部材２４の周壁部２６を構成する上壁部２８の外面（上面）と下壁部２９の外
面（下面）には、夫々、第１収容部材２４の後端縁に開放された左右一対の溝部３０が形
成されている。溝部３０の幅寸法は、弾性アーム部１３より少し広い幅寸法である。この
溝部３０は、上記弾性アーム部１３と協動することにより、第１収容部材２４をバッテリ
ー１０への組付け状態にロックする機能と、第１収容部材２４をバッテリー１０（電極１
１）に対して左右方向に位置決めする機能とを兼ね備える。また、上記ロック突起１４と
協動することにより、第１収容部材２４を、バッテリー１０に組み付ける際にガイドする
機能も兼ね備える。
【００２０】
　第２収容部材２５は、合成樹脂材料（絶縁材料）からなる。第２収容部材２５は、図５
に示すように、前後両面が開放された略正方形の角筒状なす周壁部２６と、周壁部２６の
後端の開口縁から内側へ張り出した枠部２７（図示省略）とを一体に形成した形態である
。第２収容部材２５の内部には、前方から第２バスバー２２が周壁部２６に圧入すること
によって収容されている。収容された第２バスバー２２は、その後面外縁部を枠部２７に
当接させることにより、前後方向に位置決めされている。
【００２１】
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　第２収容部材２５の周壁部２６を構成する上壁部２８の外面（上面）と下壁部２９の外
面（下面）には、夫々、第２収容部材２５の後端縁に開放された１つ溝部３０が形成され
ている。溝部３０の幅寸法は、第１収容部材２４の溝部３０と同じで弾性アーム部１３よ
り少し広い幅寸法である。この溝部３０は、上記弾性アーム部１３と協動することにより
、第２収容部材２５をバッテリー１０への組付け状態にロックする機能と、第２収容部材
２５をバッテリー１０（電極１１）に対して左右方向に位置決めする機能とを兼ね備える
。また、上記ロック突起１４と協動することにより、第２収容部材２５を、バッテリー１
０に組み付ける際にガイドする機能も兼ね備える。
【００２２】
　第１収容部材２４及び第２収容部材２５の前後方向における溝部３０の形成領域は、周
壁部２６（上壁部２８及び下壁部２９）の略中央位置から後端に至る範囲である。溝部３
０の前端部には、その外面を凹ませた貫通形態のロック孔３１が形成されている。ロック
孔３１にはロック突起１４が嵌入されるようになっている。上壁部２８及び下壁部２９の
外面には、夫々、係止突起３２が突出形成されている。係止突起３２は、ロック孔３１の
前方に隣接するように配置されている。係止突起３２には、後述する弾性係止片４６の係
止孔４７が嵌合されるようになっている。
【００２３】
　多機能部材４０は、合成樹脂材料によって金型成形されたものである。図１に示すよう
に、多機能部材４０は、第１収容部材２４及び第１バスバー２１と同数の第１嵌合部４１
と、２つ（第２収容部材２５及び第２バスバー２２と同数）の第２嵌合部４２と、複数の
連結部４３とを一体に形成して構成されている。この多機能部材４０は、複数の収容部材
２４，２５（バスバー２１，２２）を所定の電極１１と対応する配列となるように一括し
て位置決めして保持する機能と、一括保持した収容部材２４，２５とバスバー２１，２２
を一括してバッテリー１０及び電極１１に位置決めして取り付ける機能とを兼ね備える。
また、この多機能部材４０は、バッテリー１０の並列ピッチがずれていた場合に、その電
極１１の位置ずれに対応して収容部材２４，２５及びバスバー２１，２２の位置を矯正す
ることで、バッテリー１０の位置ずれを吸収する機能も兼ね備える。
【００２４】
　図１～４に示すように、第１嵌合部４１は、横長の略長方形をなす平板状の第１保護部
４４と、２対の弾性係止片４６（本発明の構成要件である係止部）とを一体に形成して構
成されている。第１保護部４４は、第１収容部材２４の前面の開口全体を塞ぐ形態である
。２対の弾性係止片４６は、上下に対向するもの同士が対をなし、左右に間隔を空けて配
置されている。図１に示すように、第２嵌合部４２は、縦長の長方形をなす平板状の第２
保護部４５と、上下一対の弾性係止片４６とを一体に形成して構成されている。第２保護
部４５は、第２収容部材２５の前面の開口全体を塞ぐ形態である。
【００２５】
　上下で対をなす弾性係止片４６は、保護部４４，４５の上縁と下縁から後方へ片持ち状
に延出した形態である。弾性係止片４６の後端部（延出端部）には、貫通形態の係止孔４
７が形成されている。この弾性係止片４６は、常には、係止孔４７を収容部材２４，２５
の係止突起３２と嵌合させることが可能な保持位置（図１４，１７を参照）を保つが、係
止孔４７を係止突起３２との嵌合から解除させる解放位置（図１５を参照）へ弾性変位し
得るようになっている。
【００２６】
　図１に示すように、複数の第１嵌合部４１は、上下２段に分かれて千鳥配置されている
。即ち、上段の複数の第１嵌合部４１と下段の複数の第１嵌合部４１し、夫々、左右方向
に一列に整列して配置されているが、上段の第１嵌合部４１と下段の第１嵌合部４１は、
互いに左右にずれた位置関係となっている。上段の第１嵌合部４１の数は、下段の第１嵌
合部４１の数よりも１つ少ない。そして、２つの第２嵌合部４２は、上段の第１嵌合部４
１を左右から挟むように配置されている。
【００２７】
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　連結部４３は、略半円弧形に湾曲した板状をなし、弾性変形可能となっている。連結部
４３は、隣り合う嵌合部４１，４２同士を連結する機能と、左右方向に連結した嵌合部４
１，４２を接近・離間させるように相対変位させることでバッテリー１０の左右の位置ず
れを吸収する機能を兼ね備えている。上段においては、左右に隣り合う第１嵌合部４１同
士が１つの連結部４３で連結されているともに、第２嵌合部４２と最も端に位置する第１
嵌合部４１とが１つの連結部４３で連結されている。下段においては、左右に隣り合う第
１嵌合部４１同士が１つの連結部４３で連結されている。
【００２８】
　また、上段と下段との間では、上段の第２嵌合部４２と下段において最も端に位置する
２つの第１嵌合部４１とが、１つの連結部４３で連結されているだけである。上段の第１
嵌合部４１と下段の第１嵌合部４１は、連結部４３で連結されていない。したがって、上
段の第１嵌合部４１と下段の第１嵌合部４１は、互いに独立して自由に左右方向へ相対変
位し得るようになっている。
【００２９】
　次に、バスバー２１，２２を電極１１に接続する作業工程を説明する。まず、図５に示
すように、第１バスバー２１を第１収容部材２４内に収容し、第２バスバー２２を第２収
容部材２５内に収容しておく。次に、図１４に示すように、第１嵌合部４１に対し第１収
容部材２４を後方から嵌合し、第２嵌合部４２に対し第２収容部材２５を後方から嵌合す
る。嵌合状態では、保護部４４，４５が、収容部材２４，２５の前面に当接してその開口
全体を覆い隠すので、バスバー２１，２２に対する異物の干渉が防止される。
【００３０】
　また、弾性係止片４６が収容部材２４，２５の上壁部２８の外面と下壁部２９の外面に
面当たりすることにより、嵌合部４１，４２と収容部材２４，２５とが、上下方向への相
対変位を規制されて位置決めされた状態となる。さらに、係止孔４７が係止突起３２に係
止することにより、嵌合部４１，４２と収容部材２４，２５とが、左右方向及び前後方向
（嵌合部４１，４２と収容部材２４，２５が離間する方向）への相対変位を規制されて位
置決めされた状態となる。係止孔４７と係止突起３２が係止した状態では、弾性係止片４
６の延出端部（後端部）が、ロック孔３１と対応してロック孔３１を外面側から覆うよう
に位置する。このようにして複数の収容部材２４，２５が、多機能部材４０（嵌合部４１
，４２）に対して組付け状態に保持されることで、図１４に示すように、バスバーユニッ
ト２０が構成される。
【００３１】
　このように組み付けられたバスバーユニット２０は、前方からバッテリー１０に取り付
けられる。取付けに際しては、各収容部材２４，２５を、上下で対をなす弾性アーム部１
３の間に割り込ませ、弾性アーム部１３を弾性変形させた状態でロック突起１４に溝部３
０を嵌合させるようにする。すると、上下で対をなす弾性アーム部１３の間で収容部材２
４，２５が上下への大きな移動を規制されるとともに、ロック突起１４と溝部３０の嵌合
によって、バッテリー１０（電極１１）に対して収容部材２４，２５が左右方向（バッテ
リー１０の並び方向）に位置決めされる。このとき、バッテリー１０の並列ピッチは精度
が低く、左右方向において殆どの電極１１が位置ずれを生じている。しかし、左右に隣り
合う嵌合部４１，４２同士を連結する連結部４３を弾性変形させて位置ずれ（ピッチずれ
）を吸収することにより、溝部３０と弾性アーム部１３とを嵌合させることができる。
【００３２】
　バスバーユニット２０の組付けが進むと、図１５に示すように、弾性アーム部１３が弾
性変形して、その延出端（前端）が弾性係止片４６の延出端（後端）に当接し、保持位置
（収容部材２４，２５を嵌合部４１，４２との嵌合状態に保持する位置）の弾性係止片４
６を、収容部材２４，２５の外面から遠ざかった解放位置（収容部材２４，２５を嵌合部
４１，４２との嵌合状態から解放させる位置）へ弾性変位させる。弾性係止片４６の弾性
変位に伴い、係止孔４７が係止突起３２から外れるので、弾性係止片４６を保持位置から
解放位置へ変位させるための手作業が不要であり、作業性に優れている。
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【００３３】
　また、上記のようにバッテリー１０の並列ピッチの精度は比較的低く、バスバーユニッ
ト２０をバッテリー１０に組み付けた状態では、殆どの連結部４３が弾性変形している。
したがって、係止孔４７が係止突起３２から外れるのに伴い、連結部４３の弾性復元力に
より、嵌合部４１，４２が収容部材２４，２５に対し僅かではあるが左右に位置ずれし、
係止孔４７が係止突起３２に対して左右に位置ずれする。
【００３４】
　係止孔４７が係止突起３２から外れて左右に位置ずれした直後、図１６に示すように、
弾性アーム部１３が弾性復帰してロック突起１４がロック孔３１に嵌合する。このロック
突起１４とロック孔３１の係止により、収容部材２４，２５が、バッテリー１０に対して
前方への離脱を規制される。この間、収容部材２４，２５が、バッテリー１０に対して左
右方向への位置ずれを規制された状態で維持される。以上により、収容部材２４，２５が
バッテリー１０に対して組付け状態にロックされる。
【００３５】
　また、係止孔４７（弾性係止片４６）が係止突起３２に対して左右に位置ずれしている
ので、弾性アーム部１３が弾性復帰して弾性係止片４６から解離しても、弾性係止片４６
は係止突起３２に乗り上がった状態に保たれる。したがって、収容部材２４，２５がバッ
テリー１０に組み付けられた後は、多機能部材４０は、前方へ引っ張ることによって、収
容部材２４，２５及びバッテリー１０から離脱させることができる。
【００３６】
　多機能部材４０を外した後は、接続孔２３に通したボルト１５を雌ネジ孔１２にねじ込
み、バスバー２１，２２を、電極１１に対して導通可能に固定する。これにより、隣り合
うバッテリー１０がバスバー２１，２２を介して直列に接続される。全てのバスバー２１
，２２を電極１１に固定した後は、図１７に示すように、再び、多機能部材４０の嵌合部
４１，４２を収容部材２４，２５に組み付け、弾性係止片４６とロック突起１４の係止に
より、組付け状態にロックする。多機能部材４０を組み付けると、バスバー２１，２２に
おける電極１１との接続部分及びボルト１５が、保護部４４，４５によって覆い隠される
ので、外部からの異物の干渉から保護される。
【００３７】
　本実施例のバスバーユニット２０は、複数のバッテリー１０の電極１１を接続するため
の複数のバスバー２１，２２と、複数のバスバー２１，２２を個別に収容する複数の収容
部材２４，２５と、単一部材からなる多機能部材４０とを備える。この多機能部材４０は
、複数の収容部材２４，２５と個別に嵌合可能な複数の嵌合部４１，４２と、複数の嵌合
部４１，４２を相対変位可能に連結する弾性撓み可能な複数の連結部４３とを備えて構成
される。そして、複数のバスバー２１，２２をバッテリー１０の電極１１に一括して位置
決めする際には、連結部４３を弾性撓みさせることで複数の嵌合部４１，４２を相対変位
させるようになっている。
【００３８】
　このバスバーユニット２０（多機能部材４０）を用いれば、バッテリー１０が位置ずれ
していても、連結部４３を弾性撓みさせてバスバー２１，２２の位置を相対変位させるこ
とにより、バッテリー１０の位置ずれを吸収し、複数のバスバー２１，２２をバッテリー
１０の電極１１に一括して位置決めすることができる。本実施形態の多機能部材４０は、
バスバー２１，２２を収容するための収容部材２４，２５とは別の部品であるから、小型
で形状が簡素である。したがって、多機能部材４０を形成するための金型のコストを低く
抑えることができる。
【００３９】
　また、本実施例のバスバー２１，２２の取付け構造は、電極１１を有する複数のバッテ
リー１０と、バッテリー１０側に設けられた弾性アーム部１３と、バスバーユニット２０
とを備えて構成される。バスバーユニット２０は、電極１１に接続される複数のバスバー
２１，２２と、複数のバスバー２１，２２を個別に収容する複数の収容部材２４，２５と
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、単一部材からなり、複数の収容部材２４，２５と個別に嵌合可能な複数の嵌合部４１，
４２が形成された多機能部材４０と、嵌合部４１，４２に形成され、収容部材２４，２５
を嵌合部４１，４２に嵌合した状態でバスバー２１，２２を覆い隠す保護部４４，４５と
、嵌合部４１，４２に形成された弾性係止片４６とを備えている。弾性係止片４６は、収
容部材２４，２５を嵌合部４１，４２との嵌合状態に保持する保持位置と、収容部材２４
，２５を嵌合部４１，４２との嵌合状態から解放させる解放位置との間で変位可能であり
、バスバー２１，２２が電極１１に位置決めされると、弾性アーム部１３によって保持位
置から解放位置へ変位させられる。
【００４０】
　この構成によれば、バスバー２１，２２を電極１１に位置決めする前の状態において、
収容部材２４，２５に収容されているバスバー２１，２２を、保護部４４，４５で覆い隠
すことにより、バスバー２１，２２に対する異物の付着を防止できる。また、バスバー２
１，２２が電極１１に対して位置決めされると、弾性係止片４６が、弾性アーム部１３に
より保持位置から解放位置へ変位させられて、収容部材２４，２５は嵌合部４１，４２と
の嵌合状態から解放されるので、作業者は、弾性係止片４６を解放位置へ変位させるため
の作業を行わずに済む。しかも、嵌合部４１，４２が形成されている多機能部材４０は単
一部材であるから、複数の収容部材２４，２５から複数の嵌合部４１，４２を離脱させる
作業を、ワンアクションで行うことができる。したがって、作業性に優れている。
【００４１】
　＜他の実施例＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施例に限定されるものではなく、例えば
次のような実施例も本発明の技術的範囲に含まれる。
　（１）上記実施例では、嵌合部に収容部材を嵌合した状態でバスバーが電極に位置決め
されると、係止部が、バッテリー側に設けた解除部の当接作用によって保持位置から解放
位置へ変位させられるようにしたが、本発明によれば、バスバーが電極に位置決めされた
ときに、係止部が解放位置へ変位しないようにしてもよい。
　（２）上記実施例では、嵌合部にバスバーを覆い隠す保護部を形成し、バスバーを電極
に固定する作業の際に、一旦、位置ずれ吸収部材を除去するようにしたが、本発明によれ
ば、嵌合部に保護部を形成せず、位置ずれ吸収部材を収容部材に嵌合させたままで、バス
バーと電極との固定作業を行ってもよい。この場合、バスバーと電極を固定した後、位置
ずれ吸収部材は、収容部材と嵌合させたままにしてもよく、収容部材から離脱させてもよ
い。
　（３）上記実施例では、バスバーを電極に固定した後、再び、位置決め吸収部材を収容
部材に嵌合して、バスバーと電極との接続部分を覆い隠すようにしたが、本発明によれば
、バスバーを電極に固定した後は、位置決め吸収部材とは異なる保護部材を収容部材に嵌
合して、バスバーと電極との接続部分を覆い隠してもよい。
　（４）上記実施例では、電極に雌ネジ孔を形成したが、電極にスタッドボルトを設けて
もよい。この場合、スタッドボルトにバスバーの取付孔を嵌合することによって、バスバ
ーを電極に対して位置決めすることができる。
【符号の説明】
【００４２】
　１０…バッテリー
　１１…電極
　１３…弾性アーム部（解除部）
　２０…バスバーユニット
　２１…第１バスバー
　２２…第２バスバー
　２４…第１収容部材
　２５…第２収容部材
　４０…多機能部材（位置ずれ吸収部材）
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　４１…第１嵌合部
　４２…第２嵌合部
　４３…連結部
　４４…第１保護部
　４５…第２保護部
　４６…弾性係止片（係止部）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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