
JP 6330353 B2 2018.5.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
正極および負極の電極端子を有する蓄電素子を複数個並べてなる蓄電素子群に取り付けら
れる配線モジュールであって、
　隣り合う電極端子間を接続する接続部材と、
　他の機器に接続される外部接続端子を有する外部接続部材と、
　前記接続部材を保持する第１保持部および前記外部接続部材を保持する第２保持部を有
する絶縁保持部材と、
　前記第１保持部を覆うメインカバーと、を備え、
　前記メインカバーには、前記第２保持部を覆うサブカバーが第１ヒンジ部を介して一体
的に設けられており、
　前記サブカバーは、前記第１ヒンジ部に連なる第１サブカバーと、前記第１ヒンジ部と
直交する第２ヒンジ部を介して前記第１サブカバーと一体的に連結された第２サブカバー
と、を有し、
　前記第１サブカバーには、前記メインカバーの前記絶縁保持部材に対する取り付け操作
に伴って前記絶縁保持部材に設けられた干渉部と干渉する被干渉部が設けられており、前
記干渉部および前記被干渉部が干渉することにより、前記第１サブカバーが前記第１ヒン
ジ部を回動軸として回動され、前記メインカバーが前記絶縁保持部材に固定された状態に
おいて、前記第１サブカバーが前記第２保持部の一部を覆う所定位置に配されるようにな
っている配線モジュール。
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【請求項２】
前記外部接続部材は、基部と、基部から立ち上がる起立部と、この起立部から突出して設
けられた前記外部接続端子とを有するとともに、前記第２保持部は前記基部を囲む保持壁
を有しており、
　前記干渉部は前記保持壁から立ち上がって前記起立部のうち前記外部接続端子が設けら
れた面と反対側の面を覆う起立壁であり、
　前記被干渉部は前記第１サブカバーのうち前記第１ヒンジ部と連なる壁部である請求項
１に記載の配線モジュール。
【請求項３】
前記起立壁には前記壁部に当接して前記第１サブカバーの回動を案内する傾斜状の回動案
内部が形成されている請求項２に記載の配線モジュール。
【請求項４】
第１サブカバーおよび前記第２保持部には、前記第１サブカバーの回動に先立って前記第
１サブカバーの前記被干渉部を前記干渉部に対して正規の姿勢で当接させる姿勢案内部が
設けられている請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の配線モジュール。
【請求項５】
前記第１サブカバーには、前記第１サブカバーの過剰な回動を規制する回動規制部が設け
られている請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の配線モジュール。
【請求項６】
前記メインカバーは前記絶縁保持部材と本体用ヒンジ部を介して一体的に設けられている
請求項１ないし請求項５のいずれか一項に記載の配線モジュール。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば電気自動車やハイブリッド車両に搭載される電池モジュールは、一般に、多数の
単電池を、バスバーを介して直列接続することにより構成されている。
【０００３】
　このような電池モジュールの一例として、単電池を複数個並べてなる単電池群に、バス
バーおよび電線群を備えた配線モジュールを取り付けて、組み立てるものが知られている
（特許文献１を参照）。
【０００４】
　特許文献１に記載された配線モジュールは、樹脂プロテクタの所定の位置に保持された
複数のバスバーと、樹脂プロテクタに設けられた電線収容溝に収容された複数の電線（電
線群）とを備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－８９５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　配線モジュールは、複数の単電池を接続するとともに、外部の他の機器等に電源を供給
する役割を有しており、多くの場合、他の機器等に接続されて電源を供給する外部接続用
端子を備えている。この外部接続用端子に直接接触すると感電が懸念されるため、配線モ
ジュールには、外部接続用端子を覆って絶縁性を保つためのカバー部材を設ける必要があ
る。
【０００７】
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　このようなカバー部材は、外部接続用端子と他の機器との接続作業および接続解除作業
の都度取り外す（外部接続用端子を露出させる）必要があるため、作業性の観点から、配
線モジュールに一体的に設けられることが好ましい。このような構成の一例として、外部
接続用端子を覆うカバー部材をバスバーを覆うバスバー用カバーとヒンジ部により一体化
し、バスバー用カバーに対して開閉回動可能とすることが考えられる。
【０００８】
　しかし、製品の形状によっては、その成形上の制約により、カバー部材を作業性のよい
方向に開閉回動可能とするヒンジ部が設けられない場合があった。
【０００９】
　そこで、バスバー用カバーと外部接続用端子を覆うカバー部材とを繋ぐヒンジ部（以下
第１ヒンジ部とする）と直交する第２のヒンジ部をカバー部材に設け、カバー部材を第１
ヒンジ部および第２ヒンジ部の２段階で回動させ構成とすることにより、開閉方向と成形
性を両立させることが考えられる。
【００１０】
　しかしながら、このように回動操作を２段階で行う場合には、第２ヒンジ部による開閉
回動方向を確実に任意の方向とするために、第１ヒンジ部による回動操作後のカバー部材
の形態を所定位置に安定保持させる固定作業が必要となり、構造が複雑になるとともに、
作業工数が増加するという問題がある。
【００１１】
　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る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するものとして本発明は、正極および負極の電極端子を有する蓄電素子
を複数個並べてなる蓄電素子群に取り付けられる配線モジュールであって、隣り合う電極
端子間を接続する接続部材と、他の機器に接続される外部接続端子を有する外部接続部材
と、前記接続部材を保持する第１保持部および前記外部接続部材を保持する第２保持部を
有する絶縁保持部材と、前記第１保持部を覆うメインカバーと、を備え、前記メインカバ
ーには、前記第２保持部を覆うサブカバーが第１ヒンジ部を介して一体的に設けられてお
り、前記サブカバーは、前記第１ヒンジ部に連なる第１サブカバーと、前記第１ヒンジ部
と直交する第２ヒンジ部を介して前記第１サブカバーと一体的に連結された第２サブカバ
ーと、を有し、前記第１サブカバーには、前記メインカバーの前記絶縁保持部材に対する
取り付け操作に伴って前記絶縁保持部材に設けられた干渉部と干渉する被干渉部が設けら
れており、前記干渉部および前記被干渉部が干渉することにより、前記第１サブカバーが
前記第１ヒンジ部を回動軸として回動され、前記メインカバーが前記絶縁保持部材に固定
された状態において、前記第１サブカバーが前記第２保持部の一部を覆う所定位置に配さ
れるようになっていることを特徴とする。
【００１３】
　上記構成によれば、第１サブカバーは、メインカバーの絶縁保持部材に対する取り付け
操作に伴って被干渉部が絶縁保持部材の干渉部と干渉することにより、第１ヒンジ部を回
動軸として自動的に回動され、メインカバーが絶縁保持部材に取り付けられた状態におい
て、第２保持部を覆う所定位置に配されるようになっているから、第１サブカバーの回動
操作および固定作業が不要となり、その構造が簡素化できるとともに作業工数が少なくて
済む。
【００１４】
　上記配線モジュールは、以下の構成を有してもよい。
【００１５】
　外部接続部材は、基部と、基部から立ち上がる起立部と、この起立部から突出して設け
られた外部接続端子とを有するとともに、第２保持部は基部を囲む保持壁を有しており、
干渉部は保持壁から立ち上がって起立部のうち外部接続端子が設けられた面とは反対側の
面を覆う起立壁であり、被干渉部は第１サブカバーのうち第１ヒンジ部と連なる壁部であ
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る構成としてもよい。
【００１６】
　このような構成とすることにより、本発明の具体的形態を実現可能である。また、本来
構成要素の一形態として必要である起立壁および壁部を干渉部および被干渉部として利用
することが可能であるから、わざわざ別途干渉部および被干渉部を設ける必要がなく、そ
の構造をより簡略化することができる。
【００１７】
　また、起立壁に、壁部に当接して第１サブカバーの回動を案内する傾斜状の回動案内部
を形成してもよい。このような構成とすると、第１サブカバーの回動がより円滑に行われ
る。
【００１８】
　また、第１サブカバーおよび第２保持部に、第１サブカバーの回動に先立って第１サブ
カバーの被干渉部を干渉部に対して正規の姿勢で当接させる姿勢案内部を設ける構成とし
てもよい。このような構成とすると、さらに円滑に第１サブカバーの回動が行われる。
【００１９】
　また、第１サブカバーに、第１サブカバーの過剰な回動を規制する回動規制部を設けて
もよい。このような構成とすると、第１サブカバーがより安定した状態で第２保持部を覆
う所定位置に配される。
【００２０】
　さらに、メインカバーを絶縁保持部材と本体用ヒンジ部を介して一体的に設ける構成と
してもよい。このような構成とすると、部品点数を減らすことが可能である。また、メイ
ンカバーの絶縁保持部材に対する回動操作に伴って、第１サブカバーが自動的に回動され
る。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、簡易な構成で作業工数が少ない配線モジュールを提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】一実施形態の電池用配線モジュールの蓋部が開いた状態の平面図
【図２】図１における第２保持部の拡大平面図
【図３】図１の右側面図
【図４】蓋部を閉じる過程の平面図
【図５】図４の状態の正面図
【図６】図４の状態の右側面図
【図７】第１ヒンジが折れ曲がる過程の平面図
【図８】図７の状態の正面図
【図９】図７の状態の右側面図
【図１０】第１ヒンジが折れ曲がった状態の平面図
【図１１】図１０の状態の正面図
【図１２】図１０の状態の右側面図
【図１３】第２蓋部を閉じた状態の平面図
【図１４】図１３の状態の正面図
【図１５】図１３の状態の右側面図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　一実施形態を図１ないし図１５によって説明する。以下、図１における下側を前方、上
側を後方、右側を右、左側を左、図３における上側を上方、下側を下方として説明する。
【００２４】
　本実施形態の配線モジュール３０は、複数並んだ単電池１１（蓄電素子の一例）の隣り
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合う電極端子１２間をバスバー１８で接続するものである。この配線モジュール３０が取
り付けられた蓄電モジュールＭは、例えば、電気自動車またはハイブリッド自動車等の車
両の駆動源として使用される。
【００２５】
　（蓄電モジュールＭ）
　蓄電モジュールＭは、複数個の単電池１１を並べてなる単電池群１０（蓄電素子群の一
例）と、隣り合う単電池１１を接続する配線モジュール３０とを備えて構成されている。
【００２６】
　（単電池１１）
　単電池１１は、内部に図示しない発電要素が収容された扁平な直方体状の本体の上面か
ら垂直に電極端子１２が突出している。電極端子１２は、一対の正極端子１２Ａと負極端
子１２Ｂとからなる。蓄電素子としては、コンデンサ、キャパシタ等、必要に応じて任意
の蓄電素子を選択できる。
【００２７】
　電極端子１２は角筒状のナット（四角ナット）であって、中心に円形のネジ孔１２Ｃが
貫通形成されている。これら電極端子１２のネジ孔１２Ｃに、ボルトの軸部（図示せず）
を螺合させて後述するバスバー１８や電圧検知端子（図示せず）を固定する。
【００２８】
　複数の単電池１１は、隣り合う電極端子１２の極性が反対になるように配置され、単電
池群１０を構成している。単電池群１０の上面には、２列の電極群１５が形成されている
（図１参照）。
【００２９】
　（配線モジュール３０）
　配線モジュール３０は、図１に示すように、異なる単電池１１の隣り合う電極端子１２
間を接続する複数のバスバー１８（接続部材の一例）と、単電池群１０の端部の電極端子
１２に接続されるとともに外部機器と電気的に接続される接続端子２４を備えた外部接続
バスバー２０（外部接続部材の一例）と、バスバー１８および外部接続バスバー２０を保
持する樹脂プロテクタ３１（絶縁保持部材の一例）と、を有する。
【００３０】
　（バスバー１８）
　バスバー１８は、銅、銅合金、ステンレス鋼（ＳＵＳ）、アルミニウム等からなる金属
製の板材を所定の形状にプレス加工することにより形成され、全体として略長方形状をな
している。バスバー１８の表面には、スズ、ニッケル等の金属がメッキされていてもよい
。
【００３１】
　図１に示すように、バスバー１８には、ボルトの軸部が挿通される長孔形状をなす一対
の貫通孔１９が、バスバー１８を貫通して形成されている。これらの貫通孔１９は、ボル
トの軸部の径よりも若干大きく設定されている。貫通孔１９内にボルトの軸部が貫通され
、電極端子１２のネジ孔１２Ｃ内に螺合され、ボルトの頭部と電極端子１２との間にバス
バー１８が挟まれることにより、電極端子１２とバスバー１８とが電気的に接続される。
【００３２】
　（外部接続バスバー２０）
　外部接続バスバー２０は、例えば、銅、銅合金、ステンレス鋼（ＳＵＳ）、アルミニウ
ム等の金属からなり、図２および図３に示すように、単電池１１の直列接続の端部の電極
端子１２に接続される基部２１と、基部２１から垂直に立ち上がる起立部２３と、起立部
２３から基部２１に沿うように垂直方向に突出する接続端子２４（外部接続端子の一例）
と、を備える。
【００３３】
　基部２１はバスバー１８と同様の略矩形の板状をなしており、その長手方向における一
端寄り（図２の左寄り）には、単電池１１の電極端子１２に接続するための貫通孔２２が
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形成されている。また長手方向における他端寄り（図２の右寄り）であって、一対の側縁
の一方側（図２の上側）には、基部２１から垂直方向に立ち上がる板状の起立部２３が設
けられている。起立部２３の立ち上がり寸法は、基部２１の短手方向の幅寸法よりも長く
設定されている（図３参照）。さらに、起立部２３の上端付近には、ボルト状の接続端子
２４が、起立部２３を貫通してその板面から基部２１が配された側に向けて突出するよう
に設けられている。接続端子２４は、インバータ等の外部機器（他の機器）に電気的に接
続される端子である。
【００３４】
　（樹脂プロテクタ３１）
　樹脂プロテクタ３１は、合成樹脂製であって、図１に示すように、バスバー１８を収容
し保持する第１保持部３２と、外部接続バスバー２０を収容し保持する第２保持部４０と
、を備える。
【００３５】
　第１保持部３２は、バスバー１８を、その長手方向に並べて保持可能とするべく、図１
における横方向に並べて配されている。各第１保持部３２は第１周壁３３により囲まれて
おり、この第１周壁３３により、工具等が電極端子１２及びバスバー１８に接触して短絡
することを防止できるようになっている。また、第１保持部３２の底部には、上述した電
極端子１２の角筒状のナット（四角ナット）を挿通可能な開口が設けられている（図示せ
ず）。
【００３６】
　また、第１周壁３３には、第１保持部３２内に収容されたバスバー１８の上側に配され
て、図示しない底部とともにバスバー１８を保持する機能を有する２つの第１保持突部３
４が、第１保持部３２の内側に向けて突出形成されている。
【００３７】
　複数の第１保持部３２は、図１に示すように、各電極群１５毎（２列）に並べて配され
ている。また、図１中、下側に配された複数の第１保持部３２は、同図上側に配された複
数の第１保持部３２よりも数がひとつ少なくなっており、上下の各第１保持部３２は単電
池１１の一個分の幅寸法だけずれるように配されている。上下に配された第１保持部３２
の各列の間は、連結部３８により連結され、一体化されている。
【００３８】
　第２保持部４０は、図１中、下側に並んで配された複数の第１保持部３２の両端部に配
されている（片方は図示せず）。第２保持部４０は、外部接続バスバー２０の基部２１を
収容可能な大きさとされており、基部２１を囲む第２周壁４１（保持壁の一例）と、基部
２１を載置する底部（図示せず）と、基部２１を底部とともに保持する第２保持突部４２
と、を有する。
【００３９】
　底部のうち、外部接続バスバー２０の貫通孔２２に対応する領域には、上述した電極端
子１２の角筒状のナット（四角ナット）を挿通可能な開口が設けられている（図示せず）
。
【００４０】
　図２の拡大図に示すように、第２周壁４１のうち、第２保持部４０内に外部接続バスバ
ー２０が収容された状態において起立部２３の背面側および右側面側には、第２周壁４１
の上端から上方（図２における紙面手前側）に向けて起立壁４３（干渉部の一例）が延出
されている。より詳細には、起立壁４３は、起立部２３の図２における上側および右側に
配されたＬ字形状をなして、第２周壁４１から上方に向けて立ち上がっている。以下、起
立壁４３のうち起立部２３の背面側に位置する部分を第１壁部４３Ａ、起立部２３の右側
面側に位置する部分を第２壁部４３Ｂとして説明する。
【００４１】
　第１壁部４３Ａは、図５の正面図に示すように、第２保持部４０内に外部接続バスバー
２０が収容された状態において、その高さが外部接続バスバー２０の起立部２３より僅か
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に高くなるように設定されている。また図５における右上の角部は段差状となっており、
右下に向けて傾斜する第１案内部４４（姿勢案内部の一例）と、第１案内部４４に連なっ
て水平方向に延びる水平部４５とされている。一方、図５における左上の角部には、左下
に向けて傾斜する第２案内部４６（回動案内部の一例）が形成されている。さらに、第１
壁部４３Ａの上端面のうち背面側の縁部は、図２および図３に示すように、下方に向けて
斜めに切り欠かれた傾斜部４８とされている。
【００４２】
　第１壁部４３Ａのうち、図５における左寄りには、第２保持部４０の内側（前方）に向
けて突出する補強リブ４７Ａが上下方向に延びて設けられている。補強リブ４７Ａの上面
は、図３に示すように、前方下側に向けて傾斜している。また、図５における右寄りの下
方には、同じく第２保持部４０の内側（前方）に向けて補強リブ４７Ａと同等の突出量で
突出する第１位置決め突部４７Ｂが設けられている（図２参照）。
【００４３】
　一方、第２壁部４３Ｂは、図３および図５に示すように、第１壁部４３Ａの水平部４５
と同等高さとされている。第２壁部４３Ｂは、第２保持部４０内に外部接続バスバー２０
が収容された状態において、その前端面が起立部２３の前面より僅かに後方側に位置する
ように設定されている。
【００４４】
　第２周壁４１のうち、起立壁４３が設けられている領域以外の領域の高さ寸法は、第１
保持部３２の第１周壁３３と同等の高さ寸法とされており、工具等が電極端子１２及び外
部接続バスバー２０に接触して短絡することを防止可能としている。また、第２周壁４１
のうち、第２壁部４３Ｂの前端面よりやや前方寄り（図２における下側）には、第２保持
部４０の内側に向けて突出する第２位置決め突部４７Ｃが設けられている。
【００４５】
　さらに、第２周壁４１のうち図２において下側に配された壁部の右側端部には、図３に
示すように、その上面から上方かつ前方に向けて突出して後述する弾性ロック片７５とロ
ックするロック突部４９が設けられている。
【００４６】
　（カバー５０）
　図１において上側に並べて配された第１保持部３２の各周壁３３のうち、後方側に位置
する壁部の外面の上端には、本体用ヒンジ部５１が設けられており、これら本体用ヒンジ
部５１を介して、カバー５０が一体的に設けられている（図１および図３参照）。
【００４７】
　カバー５０は、第１保持部３２および連結部３８のほぼ全体と第２保持部４０の略半分
を上方側から覆う略矩形の板状のメインカバー５２と、第２保持部４０の残り半分を上方
、前方、および側方から覆うサブカバー５４とから構成されている。
【００４８】
　メインカバー５２のうち、本体用ヒンジ部５１と連結された縁部の反対側の縁部には、
メインカバー５２の板面から垂直に立ち上がるコ字形状の係止片５３が複数設けられてお
り、これら係止片５３は、メインカバー５２が本体用ヒンジ部５１により回動されて樹脂
プロテクタ３１を上方側から覆った状態において、図１中下側に並べて配された第１保持
部３２の第１周壁３３の外面に設けられた係止突部３５に係止可能とされている。
【００４９】
　メインカバー５２のうち、図１における右上の角部は段差状に切り欠かれており、この
切欠き部分の右側縁部に、第１ヒンジ部５５を介して、サブカバー５４がメインカバー５
２に対して一体的に設けられている。サブカバー５４は、第１サブカバー６０と第２サブ
カバー７０とからなる。
【００５０】
　第１サブカバー６０は、第１ヒンジ部５５と連なる略矩形の第１底部６１（被干渉部の
一例）と、第１ヒンジ部５５と交差する縁部のうち図１における下側の縁部から紙面手前
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側に向けて垂直方向に立ち上がる第１側壁部６２と、第１ヒンジ部５５と対向する縁部か
ら紙面手前側に向けて垂直方向に立ち上がる第２側壁部６３と、を備えており、図１にお
ける上側、左側、および手前側に向けて開口された箱形形状をなしている。
【００５１】
　第１底部６１のうち、図１における右上の角部は斜めに切り欠かれている。また、第１
側壁部６２と第２側壁部６３の、第１底部６１からの立ち上がり方向の端面（図３におけ
る上面）は、内側に向けて傾斜した傾斜部６４（姿勢案内部の一例）とされている（図８
参照）。さらに、傾斜部６４の外面には、外側に向けて突出するリブ６５が全体に亘って
形成されている。リブ６５の両端部は、斜めに切り欠かれている（図１参照）。
【００５２】
　一方、第１底部６１の外面（図３における下面）には、第１側壁部６２の反対側に向け
て延びる板状の回動規制片６６（回動規制部の一例）が設けられている（図７参照）。こ
の回動規制片６６は、第１底部６１のうち図１における下側の縁部に沿って、かつ、左寄
りに配置されており、その左側の端部は第１底部６１から僅かに突出しているとともに、
第１底部６１に対して垂直方向に立ち上がっている。
【００５３】
　この回動規制片６６は、第１ヒンジ部５５の過剰な折れ曲がりを規制するためのもので
ある。第１サブカバー６０が回動されて第１ヒンジ部５５が外側に向けて９０度折り曲げ
られた状態において、回動規制片６６はメインカバー５２に突き当たり、第１底部６１を
メインカバー５２に対して垂直に支持する。
【００５４】
　第１底部６１のうち、図１において上側に位置する縁部には、第２ヒンジ部５６が設け
られており、この第２ヒンジ部５６を介して、第２サブカバー７０が第１サブカバー６０
に対して一体的に設けられている。第１ヒンジ部５５のヒンジ軸と第２ヒンジ部５６のヒ
ンジ軸とは、直交している。
【００５５】
　第２サブカバー７０は、図３において第１サブカバー６０の第１底部６１より下方側に
設けられた第２底部７１と、第２底部７１と第２ヒンジ部５６との間に設けられた第３側
壁部７２と、第３側壁部７２の図１における右側に隣り合って交差する第４側壁部７３と
、第３側壁部７２と対向する第５側壁部７４と、を備えており、図１における左側および
紙面手前側に向けて開口された扁平な箱形形状をなしている。
【００５６】
　第２底部７１は、図１における上側略半分がメインカバー５２の縁部から外側（図１中
上側）に向けて張り出している。第２底部７１の図１における左右方向の幅寸法は、第１
底部の同図左右方向における幅寸法よりも小さく設定されている。また、第２底部７１と
第４側壁部７３との交差部分（角部）は斜めに切り欠かれており、傾斜部７１Ａが形成さ
れている（図５参照）。
【００５７】
　第２底部７１のうち、図１中左上のメインカバー５２の縁部から張り出した領域には、
上述したロック突部４９とロック可能な弾性ロック片７５が設けられている。また第２底
部７１のうち、この弾性ロック片７５が設けられた領域の裏面は、第４側壁部７３と反対
側（図３の下方）に向けて略筒状に突出した突出部７８とされており、ここに弾性ロック
片７５を弾性変形させてロック突部４９とのロック状態を解除可能な板状のロック解除片
７６が設けられている（図７参照）。
【００５８】
　さらに、第２底部７１うち、第４側壁部７３が設けられた縁部と対向する縁部（図１中
左側の縁部）からは、第４側壁部７３の立ち上がり方向と反対側（図３の下方側）に向け
て延びる板状の第６壁部７７が設けられている（図７参照）。第６壁部７７は、突出部７
８の外面と連なっている。
【００５９】
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　図３に示すように、第４側壁部７３および第５側壁部７４は、第３側壁部７２よりもそ
の高さ寸法がやや大きく設定されており、図３に示す開放状態において、それらの上端が
第１底部６１より高い位置に配されるように設定されている。また、第４側壁部７３およ
び第５側壁部７４の互いに交差する縁部と反対側の縁部の図３における上端角部は、それ
ぞれ斜めに切り欠かれた傾斜部７３Ａ，７４Ａとされている（図３および図５参照）。
【００６０】
　次に、本実施形態の配線モジュール３０の組み付け方法について説明する。
【００６１】
　まず、樹脂プロテクタ３１の第１保持部３２に各バスバー１８を収容し、保持させると
ともに、第２保持部４０に外部接続バスバー２０を収容し、保持させる。このとき、バス
バー１８および外部接続バスバー２０の基部２１を上方から各保持部３２，４０内に嵌め
入れると、第１保持突部３４および第２保持突部４２が撓み変形し、バスバー１８および
基部２１が各保持突部３４，４２の下方に至ると各保持突部３４，４２が弾性復帰して、
各バスバー１８および基部２１が各保持部３２，４０の外に離脱しないように保持される
（図１参照）。
【００６２】
　この状態において外部接続バスバー２０の起立部２３は、図２に示すように、補強リブ
４７Ａ、第１位置決め突部４７Ｂ、第２位置決め突部４７Ｃにより位置決めされる。
【００６３】
　バスバー１８および外部接続バスバー２０が所定の位置に収容されたら、次に、メイン
カバー５２を本体用ヒンジ部５１により回動させて、第１保持部３２および第２保持部４
０の一部を上方側から覆う。
【００６４】
　すると、図４ないし図６に示すように、まず、第１サブカバー６０の第２側壁部６３の
傾斜部６４が起立壁４３の第１案内部４４に摺接するとともに、リブ６５が水平部４５に
摺接する。これにより、第１サブカバー６０の起立壁４３に対する姿勢が正規の姿勢に案
内される。また、第２側壁部６３が起立壁４３の第２壁部４３Ｂの外面側に配される。や
がて、第１底部６１が、起立壁４３の傾斜部４８に突き当たる。
【００６５】
　さらにメインカバー５２を閉じる方向に回動すると、第１底部６１が、起立壁４３の第
２案内部４６と干渉することにより、第１ヒンジ部５５が次第に外側に向けて折り曲げら
れる（図７ないし図９参照）。すなわち、第１底部６１は、第１ヒンジ部５５側から第２
側壁部６３側に向けて第２案内部４６と干渉し、メインカバー５２の回動に伴うこの干渉
部分の移動に伴って、第１ヒンジ部５５が徐々に折り曲げられる。
【００６６】
　この時、起立壁４３の第１壁部４３Ａは第１底部６１により力を受けるが、第１壁部４
３Ａには補強リブ４７Ａが設けられているから、容易に変形することがない。
【００６７】
　そして、メインカバー５２の回動が進み、メインカバー５２が第１保持部３２および第
２保持部４０の一部を完全に閉じた閉塞状態とされると、図１０ないし図１２に示すよう
に、第１ヒンジ部５５は直角に折れ曲がった状態とされる。この時、第１底部６１の外面
には回動規制片６６が設けられているから、この回動規制片６６がメインカバー５２の上
面に突き当たることにより、第１ヒンジ部５５が直角以上の角度で折り曲げられることは
ない。
【００６８】
　このようにメインカバー５２が完全に閉じられた状態において、メインカバー５２の係
止片５３は係止突部３５と係止した状態とされる。すなわち、メインカバー５２は樹脂プ
ロテクタ３１に対して固定された状態とされる。
【００６９】
　この状態において、第１サブカバー６０は、第２保持部４０を覆う所定位置に配されて
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いる。すなわち、第１サブカバー６０は、その第１底部６１が接続端子２４の左側の一部
を覆い、第１側壁部６２が起立壁４３の背面を覆い、第２側壁部６３が接続端子２４の上
方の一部を覆った状態とされている。
【００７０】
　またこの時、第２サブカバー７０は、第１サブカバー６０に対して回動自在とされてい
る。好ましくは、図１０に示すように、第２サブカバー７０は初期の状態、すなわち、第
３側壁部７２が第１サブカバー６０の第１底部６１に対して直交する状態とされる。この
状態において、弾性ロック片７５（突出部７８）は、樹脂プロテクタ３１（メインカバー
５２）の外側に配される（図１０および図１２参照）。
【００７１】
　また、このような状態（図１０ないし図１２の状態）においては、接続端子２４の前方
、右側、および先端部の上方は開放されている。すなわち、接続端子２４は前方および右
側の二方向については完全に露出された状態とされており、相手側の接続端子との接続作
業・接続解除作業が可能である。
【００７２】
　次に、第２サブカバー７０を第２ヒンジ部５６により図１０中Ｘ方向に回動させて、第
２ヒンジ部５６を折り曲げた状態とする。すると、図１３ないし図１５に示すように、第
３側壁部７２が接続端子２４の先端部の左側を覆い、第２底部７１が接続端子２４の正面
を覆い、第５側壁部７４が接続端子２４の右側の一部を覆い、第４側壁部７３が接続端子
２４の先端部の上方を覆い、第６壁部７７および突出部７８が基部２１の一部を上方から
覆う形態とされる。
【００７３】
　またこの時、第４側壁部７３の回動方向の先端側の端縁部は、傾斜部７３Ａに案内され
つつ、第２側壁部６３の下側に嵌まり込む。この状態では、弾性ロック片７５が第２保持
部４０のロック突部４９にロックした状態とされる。これにより、第２サブカバー７０が
第２保持部４０を覆う所定位置に固定される。すなわち、第２保持部４０および第２保持
部４０に収容された外部接続バスバー２０の全体が、接続端子２４の右側に設けられた電
線導出用の隙間を残して、サブカバー５４により絶縁状態に覆われた状態とされる。
【００７４】
　このようにサブカバー５４により覆われた接続端子２４を露出させて相手側端子との接
続作業または接続解除作業を行う際には、まず、ロック解除片７６を押圧し、弾性ロック
片７５とロック突部４９とのロック状態を解除する。そして、第２ヒンジ部５６により第
２サブカバー７０を回動させて第２サブカバー７０を開放状態とし、露出された接続端子
２４と相手側接続端子との接続・解除作業を行えばよい。
【００７５】
　本実施形態によれば、以下の作用・効果を奏する。
【００７６】
　本実施形態の配線モジュール３０によれば、第１サブカバー６０は、メインカバー５２
の樹脂プロテクタ３１に対する回動操作に伴って第１底部６１が起立壁４３と干渉するこ
とにより、自動的に回動され、メインカバー５２が完全に閉じられた状態において第２保
持部４０を覆う所定位置に配されるようになっている。従って、第１サブカバー６０の回
動操作および固定作業が不要となり、その構造が簡素化できるとともに作業工数が少なく
て済む。
【００７７】
　また、本来第２保持部４０を覆うために必要な起立壁４３および第１底部６１を互いに
干渉させる構成であるから、新たな干渉部および被干渉部を設ける必要がなく、簡易な構
成とすることができる。
【００７８】
　また、第１サブカバー６０の第２側壁部６３に傾斜部６４を設けるとともに、起立壁４
３の第１壁部４３Ａに第１案内部４４を設け、これらを摺接させることにより、第１サブ
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カバー６０の回動に先立って第１サブカバー６０を正規の姿勢に案内するようになってい
る。これにより、第１サブカバー６０の第１底部６１と起立壁４３とが正規の姿勢で当接
され、干渉が円滑に進むこととなる。
【００７９】
　しかも、起立壁４３には、第１底部６１に当接して第１サブカバー６０の回動を案内す
る傾斜状の第２案内部４６が形成されているから、第１サブカバー６０の回動がより円滑
に行われる。
【００８０】
　また、第１サブカバー６０には、第１サブカバー６０の過剰な回動を規制する回動規制
片６６が設けられているから、メインカバー５２が樹脂プロテクタ３１に対して係止され
た閉塞状態において、第１サブカバー６０が第２保持部４０を覆う所定位置に安定的に配
される。
【００８１】
　さらに、メインカバー５２は樹脂プロテクタ３１と本体用ヒンジ部５１を介して一体的
に設けられているから、部品点数を少なくすることができる。
【００８２】
　このように、本実施形態によれば、簡易な構成で作業工数が少ない配線モジュール３０
を提供することができる。
【００８３】
　＜他の実施形態＞
　本発明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本発明の技術的範囲に含まれる。
【００８４】
　（１）上記実施形態では、第２保持部４０の起立壁４３と第１サブカバー６０の第１底
部６１とを干渉させることにより、メインカバー５２の樹脂プロテクタ３１に対する回動
操作に伴って第１サブカバー６０を自動的に回動させる構成としたが、第２保持部４０お
よび第１サブカバー６０に互いに干渉する干渉部および被干渉部を別途設ける構成として
もよい。
【００８５】
　（２）上記実施形態では第１サブカバー６０に、第１サブカバー６０の過剰な回動を規
制する回動規制片６６を設ける構成としたが、回動規制片６６はメインカバー５２側に設
ける構成としてもよい。あるいは、必ずしも設けなくてもよい。
【００８６】
　（３）上記実施形態では、樹脂プロテクタ３１とメインカバー５２とを本体用ヒンジ部
５１により一体的に設ける構成としたが、カバー５０は必ずしも樹脂プロテクタ３１と一
体的に設けなくてもよく、別体としてもよい。
【００８７】
　（４）外部接続バスバー２０の形態や第２保持部４０の形態は、上記実施形態に限るも
のではなく、適宜変更することができる。
【００８８】
　（５）上記実施形態では、起立壁４３に傾斜状の第１案内部４４および第２案内部４６
を設ける構成としたが、案内部は必ずしも設けなくてもよい。
【符号の説明】
【００８９】
　１０…単電池群（蓄電素子群）
　１１…単電池（蓄電素子）
　１２…電極端子
　１２Ａ…正極端子
　１２Ｂ…負極端子
　１８…バスバー（接続部材）
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　２０…外部接続バスバー（外部接続部材）
　２１…基部
　２３…起立部
　２４…接続端子（外部接続端子）
　３０…配線モジュール
　３１… 樹脂プロテクタ（絶縁保持部材）
　３２…第１保持部
　４０…第２保持部
　４１…第２周壁（保持壁）
　４３…起立壁（干渉部）
　４４…第１案内部（姿勢案内部）
　４６…第２案内部（回動案内部）
　５１…本体用ヒンジ部
　５２…メインカバー
　５４…サブカバー
　５５…第１ヒンジ部
　５６…第２ヒンジ部
　６０…第１サブカバー
　６１…第１底部（壁部）
　６４…傾斜部（姿勢案内部）
　６６…回動規制片
　７０…第２サブカバー

【図１】 【図２】
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