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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極及び負極の電極端子を有する複数の蓄電素子から成る蓄電素子群に取り付けられる
接続モジュールであって、
　前記蓄電素子群は、一方の極性の電力を出力する第１出力電極端子と、他方の極性の電
力を出力する第２出力電極端子と、前記複数の蓄電素子を収容するフレームの外壁であっ
て、前記複数の蓄電素子の並び方向に位置するフレーム外壁と、を含み、
　当該接続モジュールは、
　隣り合う前記蓄電素子の前記正極の電極端子と前記負極の電極端子とを接続する複数の
バスバーと、
　前記第１出力電極端子に電気的に接続されるとともに、外部接続部品がボルト締結され
る第１ボルト締結部を含む第１外部接続バスバーと、
　前記第２出力電極端子に電気的に接続されるとともに、外部接続部品がボルト締結され
る第２ボルト締結部を含む第２外部接続バスバーと、
　前記複数のバスバー、第１外部接続バスバー、および前記第２外部接続バスバーを絶縁
して保持する絶縁プロテクタと、を備え、
　前記絶縁プロテクタは、
　当該接続モジュールが前記蓄電素子群に取り付けられた状態で前記フレーム外壁の外面
に対向して沿う支持板面を有する支持板部であって、前記外部接続部品が前記第１外部接
続バスバーおよび前記第２外部接続バスバーにボルト締結される際に、少なくとも前記支
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持板面が前記フレーム外壁の前記外面に当接して当該絶縁プロテクタを支持する支持板部
を含む、接続モジュール。
【請求項２】
　請求項１に記載の接続モジュールにおいて、
　前記絶縁プロテクタは、
　前記第１外部接続バスバーおよび前記第２外部接続バスバーが前記外部接続部品にボル
ト締結される際に、前記フレーム外壁の内面に当接する内面当接部を含む、接続モジュー
ル。
【請求項３】
　請求項２に記載の接続モジュールにおいて、
　第１外部接続バスバーは、前記外部接続部品にボルト締結される第１ボルト締結部を含
み、
　第２外部接続バスバーは、前記外部接続部品にボルト締結される第２ボルト締結部を含
み、
　前記フレーム外壁は、当該接続モジュールが前記蓄電素子群に取り付けられた状態の平
面視において、前記第１ボルト締結部および前記第２ボルト締結部の外側に位置する延伸
部を含み、
　前記絶縁プロテクタは、
　前記延伸部の内面に当接する、前記内面当接部としての第１当接片部であって、前記第
１ボルト締結部の近傍に形成された第１当接片部と、
　前記延伸部の内面に当接する、前記内面当接部としての第２当接片部であって、前記第
２ボルト締結部の近傍に形成された第２当接片部と、を含む、接続モジュール。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の接続モジュールにおいて、
　前記支持板部は、
　当該接続モジュールが前記蓄電素子群に取り付けられた状態において、前記第１ボルト
締結部の近傍に位置する第１支持板部と、前記第２ボルト締結部の近傍に位置する第２支
持板部とを含む、接続モジュール。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の接続モジュールにおいて、
　前記絶縁プロテクタは、
　複数のバスバーを保持する第１絶縁プロテクタと、
　前記第１外部接続バスバーおよび前記第２外部接続バスバーを保持する第２絶縁プロテ
クタと含み、
　前記第１外部接続バスバーに係る支持板部は、前記第１絶縁プロテクタに設けられ、
　前記第２外部接続バスバーに係る支持板部は、前記第２絶縁プロテクタに設けられてい
る、接続モジュール。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の接続モジュールにおいて、
　前記支持板部は、前記複数の蓄電素子の並び方向と垂直方向に延びる長板状の形状を有
する、接続モジュール。
【請求項７】
　請求項２に記載の接続モジュールにおいて、
　前記内面当接部は、前記複数の蓄電素子の並び方向と垂直方向に延びる長板状の形状を
有する、接続モジュール。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の接続モジュールにおいて、
　前記第１外部接続バスバーは、前記外部接続部品がボルト締結されるボルト孔を有する
第１締結面を含み、
　前記第２外部接続バスバーは、前記外部接続部品がボルト締結されるボルト孔を有する
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第２締結面を含み、
　前記第１締結面、前記第２締結面、前記支持板部の支持板面、および前記フレーム外壁
の外面の垂線の方向は、同一方向であり、前記蓄電素子の並び方向である、接続モジュー
ル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に開示される技術は、接続モジュールに関し、詳しくは、蓄電素子群に取付け
られる接続モジュールにおいて、蓄電素子群から外部に電力を出力する外部接続バスバー
と外部接続部品との接続に係る技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、接続モジュールにおいて、蓄電素子群から外部に電力を出力する外部接続バスバ
ーと外部接続部品との接続に係る技術として、例えば、特許文献１に記載のものが知られ
ている。特許文献１には、図１等に示されるように、絶縁プロテクタ（２０、７０）に保
持された外部接続バスバー４０の一端部４０Ａに外部機器に接続するための接続端子部（
外部接続端子）４２を設け、接続端子部４２を介して外部接続バスバー４０を外部機器に
接続する例が示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－１７４７１４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、外部接続バスバーの外部接続端子にボルト締結用のボルト孔を設け、外
部接続端子に外部接続部品をボルト締結しようする場合には、ボルト軸方向への押し付け
荷重および引き付け荷重、あるいは、ねじれ荷重がボルト周辺の絶縁プロテクタに掛かる
ことが考えられる。そして、そのような荷重が大きい場合には、ボルト締結に起因する荷
重によって、通常、合成樹脂で形成される絶縁プロテクタが変形したり、あるいは絶縁プ
ロテクタの変形、ずれ等に伴い、外部接続バスバーと蓄電素子との接続部分の信頼性を低
下させたりする虞があった。そのため、外部接続部品が外部接続バスバーにボルト締結さ
れる構成において、ボルト締結に起因する、絶縁プロテクタに掛かる荷重を低減させる技
術が所望されていた。
【０００５】
　本明細書に開示される技術は、上記のような事情に基づいて完成されたものであって、
外部接続部品が外部接続バスバーにボルト締結される構成において、ボルト締結に起因す
る、絶縁プロテクタに掛かる荷重を低減させることができる接続モジュールを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本明細書に開示される接続モジュールは、正極及び負極の電極端子を有する複数の蓄電
素子から成る蓄電素子群に取り付けられる接続モジュールであって、前記蓄電素子群は、
一方の極性の電力を出力する第１出力電極端子と、他方の極性の電力を出力する第２出力
電極端子と、前記複数の蓄電素子を収容するフレームの外壁であって、前記複数の蓄電素
子の並び方向に位置するフレーム外壁と、を含み、当該接続モジュールは、隣り合う前記
蓄電素子の前記正極の電極端子と前記負極の電極端子とを接続する複数のバスバーと、前
記第１出力電極端子に電気的に接続されるとともに、外部接続部品がボルト締結される第
１ボルト締結部を含む第１外部接続バスバーと、前記第２出力電極端子に電気的に接続さ
れるとともに、外部接続部品がボルト締結される第２ボルト締結部を含む第２外部接続バ
スバーと、前記複数のバスバー、第１外部接続バスバー、および前記第２外部接続バスバ
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ーを絶縁して保持する絶縁プロテクタと、を備え、前記絶縁プロテクタは、当該接続モジ
ュールが前記蓄電素子群に取り付けられた状態で前記フレーム外壁の外面に対向して沿う
支持板面を有する支持板部であって、前記外部接続部品が前記第１外部接続バスバーおよ
び前記第２外部接続バスバーにボルト締結される際に、少なくとも前記支持板面が前記フ
レーム外壁の前記外面に当接して当該絶縁プロテクタを支持する支持板部を含む。
【０００７】
　本構成によれば、外部接続部品が第１外部接続バスバーおよび第２外部接続バスバーに
ボルト締結される際に、フレーム外壁の外面に板面が当接する支持板部が設けられている
。そのため、ボルト締結時に絶縁プロテクタに印加される、ボルト締結に起因する荷重の
一部を、フレーム外壁に逃がすことができる。それによって、絶縁プロテクタに、ボルト
締結に起因した変形等のダメージが生じることを抑制できる。すなわち、外部接続部品が
外部接続バスバーにボルト締結される構成において、ボルト締結に起因する、絶縁プロテ
クタに掛かる荷重を低減させることができる。なお、ここで、支持板面に係る用語「当接
する」には、「ボルト締結以前に当接していること」も含まれる。すなわち、支持板面が
ボルト締結以前にフレーム外壁の外面に当接していてもよい。この場合であっても、ボル
ト締結時に絶縁プロテクタに印加されるボルト締結に起因する荷重の一部を、フレーム外
壁に逃がすことができる。
【０００８】
　上記接続モジュールにおいて、前記絶縁プロテクタは、前記第１外部接続バスバーおよ
び前記第２外部接続バスバーが前記外部接続部品にボルト締結される際に、前記フレーム
外壁の内面に当接する内面当接部を含むようにしてもよい。
　本構成によれば、外部接続部品が第１外部接続バスバーおよび第２外部接続バスバーに
ボルト締結される際に、フレーム外壁の内面に当接する内面当接部が設けられている。そ
のため、ボルト締結時にボルト軸方向とずれた方向にボルト締結がなされ、ボルト締結時
に絶縁プロテクタが水平方向に傾いた場合、内面当接部がフレーム外壁の内面に当接する
ことによって、支持板部と協調することによって、さらに、絶縁プロテクタに印加される
ボルト締結に起因する荷重の一部を、フレーム外壁に逃がすことができる。それによって
、絶縁プロテクタに、ボルト締結に起因した変形等のダメージが生じることをさらに抑制
できる。なお、支持板面の場合と同様に、内面当接部に係る用語「当接する」には、「ボ
ルト締結以前に当接していること」も含まれる。
【０００９】
　また、上記接続モジュールにおいて、第１外部接続バスバーは、前記外部接続部品にボ
ルト締結される第１ボルト締結部を含み、第２外部接続バスバーは、前記外部接続部品に
ボルト締結される第２ボルト締結部を含み、前記フレーム外壁は、当該接続モジュールが
前記蓄電素子群に取り付けられた状態の平面視において、前記第１ボルト締結部および前
記第２ボルト締結部の外側に位置する延伸部を含み、前記絶縁プロテクタは、前記延伸部
の内面に当接する、前記内面当接部としての第１当接片部であって、前記第１ボルト締結
部の近傍に形成された第１当接片部と、前記延伸部の内面に当接する、前記内面当接部と
しての第２当接片部であって、前記第２ボルト締結部の近傍に形成された第２当接片部と
、を含むようにしてもよい。
【００１０】
　本構成によれば、第１当接片部と第２当接片部によって、ボルト締結時に絶縁プロテク
タが水平方向に傾いた場合、絶縁プロテクタに印加されるボルト締結に起因する荷重の一
部を、支持板部と協調して、より効果的にフレーム外壁に逃がすことができる。
　詳しくは、第１ボルト締結部へのボルト締結時に、ボルトに対して、ボルト軸方向とず
れた方向の力が加えられ、絶縁プロテクタがフレーム外壁に対して傾くような力が働いた
場合に、第ボルト締結部と離れた位置に位置する第２当接片部が、フレーム外壁（延伸部
）の内面に当接してその応力をフレーム外壁に逃がすことができる。一方、第２ボルト締
結部へのボルト締結時に、ボルトに対して、ボルト軸方向とずれた方向の力が加えられ、
絶縁プロテクタがフレーム外壁に対して傾くような力が働いた場合に、第２ボルト締結部
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と離れた位置に位置する第１当接片部が、フレーム外壁（延伸部）の内面に当接してその
応力をフレーム外壁に逃がすことができる。すなわち、当接片部が、第１ボルト締結部ま
たは第２ボルト締結部から離れた位置に配置されるため、ボルト締結時に、ボルトに対し
て、ボルト軸方向とずれた方向の力が加えられた場合に、より効果的にその応力をフレー
ム外壁に逃がすことができる。
【００１１】
　また、上記接続モジュールにおいて、前記支持板部は、当該接続モジュールが前記蓄電
素子群に取り付けられた状態において、前記第１ボルト締結部の近傍に位置する第１支持
板部と、前記第２ボルト締結部の近傍に位置する第２支持板部とを含むようにしてもよい
。
　本構成によれば、支持板部は、第１ボルト締結部あるいは第２ボルト締結部に対応して
分離して設けられている。そのため、第１外部接続バスバーおよび第２外部接続バスバー
のボルト締結部の位置に適切に対応して、ボルト締結に起因する荷重の一部を、フレーム
外壁に逃がすことができる。
【００１２】
　また、上記接続モジュールにおいて、前記絶縁プロテクタは、複数のバスバーを保持す
る第１絶縁プロテクタと、前記第１外部接続バスバーおよび前記第２外部接続バスバーを
保持する第２絶縁プロテクタと含み、前記第１外部接続バスバーに係る支持板部は、前記
第１絶縁プロテクタに設けられ、前記第２外部接続バスバーに係る支持板部は、前記第２
絶縁プロテクタに設けられているようにしてもよい。
　本構成によれば、絶縁プロテクタが複数のバスバーを保持する第１絶縁プロテクタと、
外部接続バスバーを保持する第２絶縁プロテクタとに分離される構成において、ボルト締
結に起因する、絶縁プロテクタに掛かる荷重を低減させることができる。
【００１３】
　また、上記接続モジュールにおいて、前記支持板部は、前記複数の蓄電素子の並び方向
と垂直方向に延びる長板状の形状を有するようにしてもよい。
　本構成によれば、支持板部は、複数の蓄電素子の並び方向と垂直方向に延びる長板状の
形状を有するため、支持板部がフレーム外壁と当接する面積が多くなる。それによって、
ボルト締結に起因する荷重を、より効果的にフレーム外壁に逃がすことができる。
【００１４】
　また、上記接続モジュールにおいて、前記内面当接部は、前記複数の蓄電素子の並び方
向と垂直方向に延びる長板状の形状を有するようにしてもよい。
　本構成によれば、内面当接部は、複数の蓄電素子の並び方向と垂直方向に延びる長板状
の形状を有するため、内面当接部がフレーム外壁と当接する面積が多くなる。それによっ
て、ボルト締結に起因する荷重を、より効果的にフレーム外壁に逃がすことができる。
【００１５】
　また、上記接続モジュールにおいて、前記第１外部接続バスバーは、前記外部接続部品
がボルト締結されるボルト孔を有する第１締結面を含み、前記第２外部接続バスバーは、
前記外部接続部品がボルト締結されるボルト孔を有する第２締結面を含み、前記第１締結
面、前記第２締結面、前記支持板部の支持板面、および前記フレーム外壁の外面の垂線の
方向は、同一方向であり、前記蓄電素子の並び方向であるようにしてもよい。
　本構成によれば、第１締結面、第２締結面、支持板部の支持板面、およびフレーム外壁
の外面の向きは、同一方向であり、蓄電素子の並び方向とされる。そのため、第１締結面
および第２締結面に対するボルト締結が蓄電素子の並び方向に行われる場合、言い換えれ
ば、第１締結面および第２締結面が、外部接続バスバーの端子接続面に対して垂直方向に
設けられる構成において、ボルト締結に起因する、絶縁プロテクタに掛かる荷重を低減さ
せることができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本明細書に開示される接続モジュールによれば、外部接続部品が外部接続バスバーにボ
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ルト締結される構成において、ボルト締結に起因する、絶縁プロテクタに掛かる荷重を低
減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施形態１の接続モジュールを含む蓄電モジュールの平面図
【図２】外部接続バスバー用ププロテクタを除いた蓄電モジュールの斜視図
【図３】蓄電素子群の平面図
【図４】接続モジュールの斜視図
【図５】接続モジュールの側面図
【図６】端子接続バスバー用絶縁プロテクタの平面図
【図７】外部接続バスバー用プロテクタを除いた接続モジュールの平面図
【図８】外部接続バスバー用プロテクタの平面図
【図９】外部接続バスバー用プロテクタの正面図
【図１０】蓄電モジュールの正面図
【図１１】図１０のＡ１－Ａ１線に沿った断面図
【図１２】図１１の部分拡大図
【図１３】図１０のＡ２－Ａ２線に沿った断面図
【図１４】図１３の部分拡大図
【図１５】図１０のＢ１－Ｂ１線に沿った断面図
【図１６】図１０のＢ２－Ｂ２線に沿った断面図
【図１７】実施形態２の接続モジュールを含む蓄電モジュールの平面図
【図１８】図１７のＣ１－Ｃ１線に沿った断面図
【図１９】図１７のＣ２－Ｃ２線に沿った断面図
【図２０】別の接続モジュールにおける外部接続バスバー用ププロテクタの例を示す側面
図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　＜実施形態１＞
　一実施形態１を図１から図１６を参照しつつ説明する。なお、図１２は、図１１の領域
Ｒ１で示した部分の拡大図であり、図１４は、図１３の領域Ｒ２で示した部分の拡大図で
ある。また、以下の説明においては、図１等の矢印Ｘで示される方向を蓄電素子６１の長
手方向とし、図１等の矢印Ｙで示される方向を蓄電素子６１の並び方向として説明する。
また、図２等の矢印Ｚ示される方向を上下方向として説明する。また、複数の同一部材に
ついては、一の部材に符号を付し、他の部材については符号を省略することがある。
【００１９】
　本実施形態に係る接続モジュール１０が取り付けられる蓄電モジュール１００は、例え
ば、電気自動車またはハイブリッド自動車等の車両（図示せず）に搭載されて、車両を駆
動するための動力源として使用される。
【００２０】
　１．蓄電モジュール１００の構成
　蓄電モジュール１００は、図１および図２に示すように、大きくは、複数の蓄電素子６
１を並べて構成された蓄電素子群６０と、蓄電素子群６０上に取り付けられた接続モジュ
ール１０とによって構成される。
【００２１】
　１－１．蓄電素子群６０および蓄電素子６１
　本実施形態の蓄電素子６１は、例えば、二次電池である。図３に示すように、複数（本
実施形態では５個）の蓄電素子６１が一列に並べられて蓄電素子群６０を構成している。
【００２２】
　各蓄電素子６１には、図３に示すように、一対の面状の電極端子６３が配置されている
。一対の電極端子６３のうち一方は正極端子６３Ａであり、他方は負極端子６３Ｂである
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。なお、蓄電素子群６０の蓄電素子６１の並び方向（図１の矢印Ｙ方向）の両端の蓄電素
子６１の一方の電極は、外部接続用電極端子（ＯＵＴＰ、ＯＵＴＮ）とされている。本実
施形態では、例えば、負極端子６３Ｂが負極出力端子（第１出力電極端子）ＯＵＴＮとさ
れ、正極端子６３Ａが正極出力端子（第２出力電極端子）ＯＵＴＰとされる。
【００２３】
　各蓄電素子６１の電極配置面６２において、一対の電極端子６３の間の中央部には、絶
縁プロテクタ２０の凸部（図示せず）が嵌合する凹部６６が設けられている。絶縁プロテ
クタ２０の凸部が凹部６６に嵌合することによって、接続モジュール１０が蓄電素子群６
０上に固定される。
【００２４】
　複数の蓄電素子６１は、図３に示されるように、隣り合う２つの蓄電素子６１において
、異なる極性の電極端子６３が互いに隣り合うように（つまり、１つの蓄電素子６１の正
極端子６３Ａと、これと隣接する他の蓄電素子６１の負極端子６３Ｂとが互いに隣り合う
ように）並べられている。
【００２５】
　また、蓄電素子群６０は、複数の蓄電素子６１を収容するフレームの外壁であって、複
数の蓄電素子６１の並び方向（図１の矢印Ｙ方向）に位置するフレーム外壁６８を含む。
【００２６】
　２．接続モジュール
　接続モジュール１０は、図４、図５等に示されるように、隣り合う蓄電素子６１の正極
端子６３Ａと負極端子６３Ｂとを接続する複数のバスバー３０と、負極出力端子ＯＵＴＮ
に電気的に接続されるとともに、外部接続部品（図示せず）がボルト締結される負極外部
接続バスバー４０と、正極出力端子ＯＵＴＰに電気的に接続されるとともに、外部接続部
品（図示せず）がボルト締結される正極外部接続バスバー５０と、複数のバスバー３０、
負極外部接続バスバー４０、および正極外部接続バスバー５０を絶縁して保持する絶縁プ
ロテクタ（２０，７０）と、を備える。絶縁プロテクタ２０は、複数のバスバー３０を絶
縁して保持する第１絶縁プロテクタに相当し、絶縁プロテクタ７０は、負極外部接続バス
バー４０および正極外部接続バスバー５０を絶縁して保持する第２絶縁プロテクタに相当
する。
　なお、バスバー３０には、図７に示されるように、正極出力端子ＯＵＴＰに接続される
バスバー３０Ａと、負極出力端子ＯＵＴＮに接続されるバスバー３０Ｂとが含まれる。
【００２７】
　絶縁プロテクタ２０は、図６に示されるように、バスバー３０を収容する複数のバスバ
ー収容部（２３、２３Ａ、２３Ｂ）、バスバー３０を支える支柱部２４、検出電線８０（
図７参照）を配策する主配策路８１、および枝配策路８２等を含む。図７に示されるよう
に、バスバー収容部２３Ａにはバスバー３０Ａが収容され、バスバー収容部２３Ｂにはバ
スバー３０Ｂが収容される。
【００２８】
　また、ここで、負極外部接続バスバー４０は第１外部接続バスバーの一例であり、外部
接続部品にボルト締結される第１締結面４１を含む。一方、正極外部接続バスバー５０は
第２外部接続バスバーの一例であり外部接続部品にボルト締結される第２締結面５１を含
む。正極外部接続バスバー５０は、図８に示されるように、負極出力端子ＯＵＴＮと正極
出力端子ＯＵＴＰとの外部接続部品との接続部位を近づけるために、平面視、長い矩形状
の形状を有する。なお、これに限られず、逆に、負極外部接続バスバー４０が第２外部接
続バスバーとされ、正極外部接続バスバー５０が第１外部接続バスバーとされてもよい。
第１締結面４１は、第１ボルト締結部の一例であり、第２締結面５１は、第２ボルト締結
部の一例である。
【００２９】
　各絶縁プロテクタ（２０，７０）は、対応した支持板部（２１、７１）を含む。支持板
部２１は絶縁プロテクタ２０に設けられおり、支持板部７１は絶縁プロテクタ７０に設け
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られている。各支持板部（２１、７１）は、接続モジュール１０が蓄電素子群６０に取り
付けられた状態でフレーム外壁６８の外面６８Ｓ（図１０参照）に対向して沿う支持板面
（２１Ｓ、７１Ｓ）を有し、外部接続部品が負極外部接続バスバー４０および正極外部接
続バスバー５０にボルト締結される際に、その支持板面（２１Ｓ、７１）がフレーム外壁
６８の外面６８Ｓに当接して絶縁プロテクタ（２０，７０）を支持する。
　言い換えれば、支持板部（２１、７１）は、接続モジュール１０が蓄電素子群６０に取
り付けられた状態において、第１締結面４１の近傍に位置する支持板部２１（図１０、図
１１、図１２参照）と、第２締結面５１の近傍に位置する支持板部７１（図１０、図１３
、図１４参照）とを含む。
【００３０】
　各支持板部（２１、７１）は、図４に示されるように、複数の蓄電素子６１の並び方向
と垂直方向（図４の矢印Ｘ方向）に延びる長板状の形状を有する。そのため、各支持板部
（２１、７１）がフレーム外壁６８と当接する面積が多くなる。それによって、ボルト締
結に起因する荷重を、より効果的にフレーム外壁６８に逃がすことができる。また、各支
持板部（２１、７１）は、第１締結面４１あるいは第２締結面５１に対応してその近傍に
分離して設けられている。そのため、負極外部接続バスバー４０の第１締結面４１および
正極外部接続バスバー５０の第２締結面５１の位置に適切に対応して、ボルト締結に起因
する荷重の一部を、フレーム外壁６８に逃がすことができる。なお、支持板部は、支持板
部２１および支持板部７１のように分離されていなく、一枚の支持板部によって構成され
てもよい。
【００３１】
　また、絶縁プロテクタ７０は、図４および図８に示されるように、負極外部接続バスバ
ー４０を保持する第１外部接続バスバー保持部７５と、正極外部接続バスバー５０を保持
する第２外部接続バスバー保持部７６と、を含む。そして、支持板部（２１、７１）は、
第１外部接続バスバー保持部７５および第２外部接続バスバー保持部７６のそれぞれに対
応して設けられている。この構成によれば、本実施形態１のように、絶縁プロテクタ７０
に、負極外部接続バスバー４０と正極外部接続バスバー５０とを保持するそれぞれの外部
接続バスバー保持部（７５、７６）が個別に離れて設けられている場合において、絶縁プ
ロテクタ７０の各外部接続バスバー保持部（７５、７６）に印加されるボルト締結に起因
する荷重の一部を、フレーム外壁６８に逃がすことができる。
【００３２】
　また、第１外部接続バスバー保持部７５に対応した支持板部２１は、第１外部接続バス
バー保持部７５とは別の、絶縁プロテクタ２０の部位に設けられている。一方、第２外部
接続バスバー保持部７６に対応した支持板部７１は、絶縁プロテクタ７０の第２外部接続
バスバー保持部７６と一体に設けられる。
【００３３】
　この構成によれば、本実施形態１のように、負極外部接続バスバー４０および正極外部
接続バスバー５０を接続モジュール１０の同一側において外部接続部品に接続する構成に
おいて、負極外部接続バスバー４０を第１外部接続バスバー保持部７５に取付ける作業が
容易となる。
【００３４】
　すなわち、負極外部接続バスバー４０および正極外部接続バスバー５０を接続モジュー
ル１０の同一側において外部接続部品に接続する構成においては、どちらか一方の外部接
続バスバー（本実施形態では、負極外部接続バスバー４０）では、外部接続部品へ接続す
る部位と、蓄電素子６１の負極出力端子ＯＵＴＮへ接続する部位とが近く、第１外部接続
バスバー保持部７５に支持板部２１設けると、第１外部接続バスバー保持部７５に負極外
部接続バスバー４０を取り付けるためのスペースを確保しにくくなる。それによって取り
付け作業がやりにくくなるが、支持板部２１を、第１外部接続バスバー保持部７５とは別
の部位（本実施形態では絶縁プロテクタ２０）に設けることによって、取り付けスペース
を十分確保でき、取付け作業が容易となる。
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【００３５】
　また、フレーム外壁６８は、図１０に示されるように、接続モジュール１０が蓄電素子
群６０に取り付けられた状態の正面視において、第１締結面４１の外側（図１０の矢印Ｘ
１方向側）、および第２締結面５１の外側（図１０の矢印Ｘ２方向側）に位置する延伸部
６８Ｗを含む。
【００３６】
　また、絶縁プロテクタ７０は、負極外部接続バスバー４０および正極外部接続バスバー
５０が外部接続部品にボルト締結される際に、フレーム外壁６８の内面６８Ｒに当接する
内面当接部７３を含む。詳細には、図９等に示されるように、絶縁プロテクタ７０は、内
面当接部７３として、第１当接片部７３Ａと第２当接片部７３Ｂとを含む。
【００３７】
　第１当接片部７３Ａおよび第２当接片部７３Ｂは、負極外部接続バスバー４０および正
極外部接続バスバー５０が外部接続部品にボルト締結される際に、フレーム外壁６８の内
面６８Ｒに当接する内面当接部に相当する。第１当接片部７３Ａは、第１締結面４１の近
傍に形成されており、ボルト締結の際に延伸部６８Ｗの内面６８ＷＲに当接する（図１６
参照）。一方、第２当接片部７３Ｂは、第２締結面５１の近傍に形成されており、ボルト
締結の際に延伸部６８Ｗの内面６８ＷＲに当接する（図１５参照）。そのため、第１当接
片部７３Ａと第２当接片部７３Ｂによって、ボルト締結時に絶縁プロテクタ７０が水平方
向に傾いた場合、絶縁プロテクタ７０に印加されるボルト締結に起因する荷重の一部を、
支持板部（２１、７１）と協調して、より効果的にフレーム外壁６８に逃がすことができ
る。
【００３８】
　また、本実施形態１では、上記したように、絶縁プロテクタは、複数のバスバー３０を
保持する絶縁プロテクタ２０（第１絶縁プロテクタの一例）と、負極外部接続バスバー４
０および正極外部接続バスバー５０を保持する絶縁プロテクタ７０（第２絶縁プロテクタ
の一例）とを含む。そして、負極外部接続バスバー４０に係る支持板部２１は、絶縁プロ
テクタ２０に設けられ、正極外部接続バスバー５０に係る支持板部７１は、絶縁プロテク
タ７０に設けられている。そのため、本実施形態１のように、絶縁プロテクタが複数のバ
スバー３０を保持する絶縁プロテクタ２０と、外部接続バスバー（４０、５０）を保持す
る絶縁プロテクタ７０とに分離される構成において、ボルト締結に起因する、絶縁プロテ
クタ（２０、７０）に掛かる荷重を好適に低減させることができる。
【００３９】
　また、図１０に示されるように、負極外部接続バスバー４０は、外部接続部品がボルト
締結されるボルト孔４１Ａを有する第１締結面４１を含み、正極外部接続バスバー５０は
、外部接続部品がボルト締結されるボルト孔５１Ａを有する第２締結面５１を含む。そし
て、第１締結面４１、第２締結面５１、支持板部（２１、７１）の支持板面（２１Ｓ、７
１Ｓ）、およびフレーム外壁６８の外面６８Ｓの垂線の方向は、同一方向であり、蓄電素
子６１の並び方向（図１等の矢印Ｙ方向）である。そのため、第１締結面４１および第２
締結面５１に対するボルト締結が蓄電素子６１の並び方向に行われる場合、言い換えれば
、第１締結面４１および第２締結面５１が、本実施形態１のように、外部接続バスバー（
４０，５０）の端子接続面に対して垂直方向に設けられる構成において、ボルト締結に起
因する、絶縁プロテクタ（２０、７０）に掛かる荷重を低減させることができる。
【００４０】
　３．実施形態１の効果
　実施形態１では、各絶縁プロテクタ（２０、７０）には、外部接続部品が負極外部接続
バスバー（第１外部接続バスバー）４０および正極外部接続バスバー（第２外部接続バス
バー）５０にボルト締結される際に、フレーム外壁６８の外面６８Ｓに支持板面（２１Ｓ
、７１Ｓ）が当接する支持板部（２１、７１）が設けられている。
　そのため、ボルト締結時に各絶縁プロテクタ（２０、７０）に印加される、ボルト締結
に起因する荷重の一部を、フレーム外壁６８に逃がすことができる。それによって、各絶
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縁プロテクタ（２０、７０）に、ボルト締結に起因した変形等のダメージが生じることを
抑制できる。すなわち、外部接続部品が外部接続バスバー（４０，５０）にボルト締結さ
れる構成において、ボルト締結に起因する、絶縁プロテクタ（２０、７０）に掛かる荷重
を低減させることができる。
【００４１】
　なお、ここで、支持板面（２１Ｓ、７１Ｓ）に係る用語「当接する」には、「ボルト締
結以前に当接していること」も含まれる。すなわち、接続モジュール１０を蓄電素子群６
０に取付けた際に支持板面（２１Ｓ、７１Ｓ）がボルト締結以前にフレーム外壁６８の外
面６８Ｓに当接する構成であってもよい。この場合であっても、ボルト締結時に絶縁プロ
テクタ（２０、７０）に印加されるボルト締結に起因する荷重の一部を、フレーム外壁６
８に逃がすことができる。
【００４２】
　また、絶縁プロテクタ７０は、負極外部接続バスバー４０および正極外部接続バスバー
５０が外部接続部品にボルト締結される際に、フレーム外壁６８の内面６８Ｒに当接する
内面当接部７３を含む。詳しくは、フレーム外壁６８の延伸部６８Ｗの内面６８ＷＲに当
接する、内面当接部７３としての第１当接片部７３Ａであって、第１締結面４１の近傍に
形成された第１当接片部７３Ａと、延伸部６８Ｗの内面６８ＷＲに当接する、内面当接部
７３としての第２当接片部７３Ｂであって、第２締結面５１の近傍に形成された第２当接
片部７３Ｂとを含む。
　そのため、第１当接片部７３Ａと第２当接片部７３Ｂによって、ボルト締結時に絶縁プ
ロテクタ（２０、７０）が水平方向に傾いた場合、絶縁プロテクタ（２０、７０）に印加
されるボルト締結に起因する荷重の一部を、支持板部（２１、７１）と協調して、より効
果的にフレーム外壁６８に逃がすことができる。
【００４３】
　詳しくは、第１締結面４１へのボルト締結時に、ボルトに対して、ボルト軸方向とずれ
た方向の力が加えられ、絶縁プロテクタ７０がフレーム外壁６８に対して傾くような力が
働いた場合に、第１締結面４１と離れた位置に位置する第２当接片部７３Ｂが、フレーム
外壁（延伸部６８Ｗ）６８の内面６８ＷＲに当接してその応力をフレーム外壁６８に逃が
すことができる。一方、第２締結面５１へのボルト締結時に、ボルトに対して、ボルト軸
方向とずれた方向の力が加えられ、絶縁プロテクタ（２０、７０）がフレーム外壁６８に
対して傾くような力が働いた場合に、第２締結面５１と離れた位置に位置する第１当接片
部７３Ａが、フレーム外壁（延伸部６８Ｗ）６８の内面６８ＷＲに当接してその応力をフ
レーム外壁６８に逃がすことができる。すなわち、第１当接片部７３Ａが第２締結面５１
から離れた位置に配置されると共に、第２当接片部７３Ｂが第１締結面４１から離れた位
置に配置されるため、ボルト締結時に、ボルトに対して、ボルト軸方向とずれた方向の力
が加えられた場合に、より効果的にその応力をフレーム外壁６８に逃がすことができる。
　なお、支持板面（２１Ｓ、７１Ｓ）の場合と同様に、内面当接部７３に係る用語「当接
する」には、「ボルト締結以前に当接していること」も含まれる。
【００４４】
　＜実施形態２＞
　次に、図１７から図１９を参照して、実施形態２における接続モジュール１０Ａの実施
形態２を説明する。実施形態１の接続モジュール１０とは、外部接続バスバー（３０Ｃ、
３０Ｄ）の構成と、外部接続バスバー（３０Ｃ、３０Ｄ）を保持する絶縁プロテクタ（２
０、７０）の構成とが異なる。
【００４５】
　すなわち、図１７に示されるように、実施形態２では絶縁プロテクタは一個の絶縁プロ
テクタ２０Ａによって構成されている。絶縁プロテクタ２０Ａは、外部接続バスバー（３
０Ｃ、３０Ｄ）およびバスバー３０を保持する。
【００４６】
　また、外部接続バスバー３０Ｃは、実施形態１における負極外部接続バスバー４０に相
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当し、外部接続バスバー３０Ｄは、実施形態１における正極外部接続バスバー５０に相当
する。そして、外部接続バスバー３０Ｃのボルト締結面３５および、外部接続バスバー３
０Ｄのボルト締結面３６は、バスバー３０の電極接続面３１と同一平面である。
　また、絶縁プロテクタ２０Ａは、図１８、図１９に示されるように、内面当接部として
の挟み板部２２を含む。挟み板部２２は、支持板部２１と同様に、複数の蓄電素子６１の
並び方向と垂直方向（図１７の矢印Ｘ方向）に延びる長板状の形状を有する。そのため、
挟み板部２２の挟み板面２２Ｓがフレーム外壁６８の内面６８Ｒと当接する面積が多くな
る。それによって、ボルト締結時に、ボルトに対して、ボルト軸方向とずれた方向の力が
加えられ、絶縁プロテクタ２０Ａがフレーム外壁６８に対して傾くような力が働いた場合
に、ボルト締結に起因する荷重を、より効果的にフレーム外壁６８に逃がすことができる
。
【００４７】
　すなわち、実施形態２では、外部接続バスバー３０Ｃのボルト締結孔３５Ａおよび外部
接続バスバー３０Ｄのボルト締結孔３６Ａに対して、ボルト締結が電極接続面３１に対し
て鉛直方向から行われる。このような場合であっても、図１８および図１９に示されるよ
うに、絶縁プロテクタ２０Ａには、実施形態１と同様な支持板部２１および挟み板部２２
が設けられているため、ボルト締結に起因する荷重を、フレーム外壁６８に逃がすことが
でき、それによって絶縁プロテクタ２０Ａに掛かる荷重を低減させることができる。
【００４８】
　＜他の実施形態＞
　本明細書に開示される技術は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定される
ものではなく、例えば次のような実施形態も技術的範囲に含まれる。
【００４９】
　（１）上記実施形態１では、負極外部接続バスバー４０に係る支持板部２１は絶縁プロ
テクタ２０に設けられ、正極外部接続バスバー５０に係る支持板部７１は、絶縁プロテク
タ７０に設けられている例を示したが、これに限られない。図２０に示されるように、負
極外部接続バスバー４０および正極外部接続バスバー５０に係る支持板部が、絶縁プロテ
クタ７０に設けられるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００５０】
１０…接続モジュール
２０…絶縁プロテクタ（第１絶縁プロテクタ）
２１…支持板部（第１支持板部）
２１Ｓ…支持板部の支持板面
２２…挟み板部（内面当接部）
２２Ｓ…挟み板面
３０…バスバー
４０…負極外部接続バスバー（第１外部接続バスバー）
４１…第１締結面（第１ボルト締結部）
４１Ａ…ボルト孔
５０…正極外部接続バスバー（第２外部接続バスバー）
５１…第２締結面（第２ボルト締結部）
５１Ａ…ボルト孔
６０…蓄電素子群
６１…蓄電素子
６３…電極端子
６３Ａ…正極端子
６３Ｂ…負極端子
６８…フレーム外壁
６８Ｗ…フレーム外壁の延伸部
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７０…絶縁プロテクタ（第２絶縁プロテクタ）
７１…支持板部（第２支持板部）
７１Ｓ…支持板部の支持板面
７３Ａ…第１当接片部（内面当接部）
７３Ｂ…第２当接片部（内面当接部）
ＯＵＴＮ…負極出力端子（第１出力電極端子）
ＯＵＴＰ…正極出力端子（第２出力電極端子）
【要約】
【課題】ボルト締結に起因する、絶縁プロテクタに掛かる荷重を低減させることができる
接続モジュールを提供する。
【解決手段】接続モジュール１０は、外部接続部品がボルト締結される負極外部接続バス
バー（第１外部接続バスバー）４０と、外部接続部品がボルト締結される正極外部接続バ
スバー（第２外部接続バスバー）５０と、各外部接続バスバー（４０、５０）を絶縁して
保持する絶縁プロテクタ（２０，７０）とを備える、絶縁プロテクタ（２０，７０）は、
接続モジュール１０が蓄電素子群に取り付けられた状態で、蓄電素子群を収容するフレー
ムの外壁の外面に対向して沿う支持板面（２１Ｓ、７１Ｓ）を有し、外部接続部品が第１
外部接続バスバーおよび第２外部接続バスバーにボルト締結される際に、少なくとも支持
板面（２１Ｓ、７１Ｓ）がフレーム外壁の外面に当接して絶縁プロテクタ（２０，７０）
を支持する支持板部（２１、７１）を含む。
【選択図】図４

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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