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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
単電池が複数個並べられた単電池群に取付けられる電池配線モジュールであって、
　前記単電池の端子と電気的に接続される導電部材と、
　前記各導電部材を保持する複数の保持部と、を備え、
　前記導電部材は、前記単電池の電圧を検知するための電圧検知端子であり、
　前記保持部は、前記導電部材が載置される底部と、前記底部に載置された前記導電部材
を外部と仕切る仕切り壁と、を有し、
　前記仕切り壁には、当該仕切り壁の外側から見て前記導電部材が表れるように露出させ
る露出部が設けられ、前記露出部は、前記電圧検知端子の長方形状の平板部における直角
の１つの角部が挿通されて前記電圧検知端子が傾斜した姿勢とされているとともに、
　前記露出部の少なくとも一部を覆う補助壁を有する電池配線モジュール。
【請求項２】
前記導電部材は複数であり、前記複数の導電部材は、前記電圧検知端子と、隣り合う単電
池の端子間を接続する接続部材とを備えることを特徴とする請求項１に記載の電池配線モ
ジュール。
【請求項３】
前記補助壁は、前記仕切り壁の外面側に設けられていることを特徴とする請求項１又は請
求項２に記載の電池配線モジュール。
【請求項４】
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前記仕切り壁には、前記導電部材の離脱を規制する係止片が撓み変形可能に設けられてお
り、前記露出部は、前記係止片の周囲に設けられ前記係止片の撓み変形を可能とする貫通
孔であることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の電池配線モジ
ュール。
【請求項５】
前記補助壁は、前記仕切り壁と一体に形成されていることを特徴とする請求項１ないし請
求項４のいずれか一項に記載の電池配線モジュール。
【請求項６】
前記電池配線モジュールは、複数の接続ユニットを連結して構成され、前記接続ユニット
に１又は複数の保持部が設けられていることを特徴とする請求項１ないし請求項５のいず
れか一項に記載の電池配線モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池配線モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気自動車やハイブリッド車用の電池モジュールは、正極及び負極の電極端子を有する
単電池が複数個並んで配列されており、隣り合う単電池の電極端子間が接続部材（バスバ
ー）で接続されることにより複数の単電池が直列や並列に接続されるようになっている（
特許文献１参照）。
【０００３】
　ここで、接続部材の取付作業を簡素化等するために、特許文献２に示すように、複数の
樹脂製の接続ユニットに接続部材を収容し、これら接続ユニット同士を連結した電池配線
モジュールを複数の単電池に一体的に装着することが考えられた。
【０００４】
　そして、各接続ユニットは、合成樹脂製の基部に設けられて四方を囲む壁部（仕切り壁
）の中に接続部材を収容することで外部との絶縁が確保されるようになっており、壁部の
内側に収容された接続部材は、壁部の内側に突出する一対の係止凸部により上方から係止
されるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－０６７１８４号公報
【特許文献２】特開２０１１－８９５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特許文献２の構成では、一対の係止凸部のうちの一方は、撓み片の先端部に
設けられている。この撓み片は、スリット状に壁部を貫通する一対の切欠きを設けること
により両切欠きの内側に形成されている。
　しかしながら、このような切欠きを壁部に設けた場合には、接続部材と外部との絶縁性
や、壁部の剛性が低下することが懸念される。
【０００７】
　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、絶縁性や剛性の低下を
抑制することが可能な電池配線モジュールを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、単電池が複数個並べられた単電池群に取付けられる電池配線モジュールであ
って、前記単電池の端子と電気的に接続される導電部材と、前記各導電部材を保持する複
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数の保持部と、を備え、前記導電部材は、前記単電池の電圧を検知するための電圧検知端
子であり、前記保持部は、前記導電部材が載置される底部と、前記底部に載置された前記
導電部材を外部と仕切る仕切り壁と、を有し、前記仕切り壁には、当該仕切り壁の外側か
ら見て前記導電部材が表れるように露出させる露出部が設けられ、前記露出部は、前記電
圧検知端子の長方形状の平板部における直角の１つの角部が挿通されて前記電圧検知端子
が傾斜した姿勢とされているとともに、前記露出部の少なくとも一部を覆う補助壁を有す
る。
　本構成によれば、仕切り壁の露出部の少なくとも一部を覆う補助壁が設けられているた
め、露出部による仕切り壁の絶縁性や剛性の低下を抑制することができる。
【０００９】
　上記構成に加えて以下の構成を有すればより好ましい。
・前記導電部材は複数であり、前記複数の導電部材は、前記電圧検知端子と、隣り合う単
電池の端子間を接続する接続部材とを備える。
・前記補助壁は、前記仕切り壁の外面側に設けられている。
　このようにすれば、ボルトやナットによる締結の際にソケットレンチ等の工具を仕切り
壁の内側に挿入する場合が考えられるが、この場合に補助壁が邪魔になることがない。
【００１０】
・前記仕切り壁には、前記導電部材の離脱を規制する係止片が撓み変形可能に設けられて
おり、前記露出部は、前記係止片の周囲に設けられ前記係止片の撓み変形を可能とする貫
通孔である。
　導電部材の離脱を規制するために仕切り壁に撓み変形可能な係止片を設けることがある
が、この場合、係止片の周囲には係止片の撓み変形を可能とするために必然的に露出部が
形成される。本構成によれば、係止片により導電部材の離脱を規制しつつ、露出部による
仕切り壁の絶縁性や剛性の低下を抑制することができる。
【００１１】
・前記補助壁は、前記仕切り壁と一体に形成されている。
　補助壁を形成するための構成を簡素化することができる。
【００１２】
・前記電池配線モジュールは、複数の接続ユニットを連結して構成され、前記接続ユニッ
トに１又は複数の保持部が設けられている。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、絶縁性や剛性の低下を抑制することが可能な電池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】
【００１４】
【図１】実施形態１に係る電池配線モジュールが取り付けられた電池モジュールを示す平
面図
【図２】電池配線モジュールを示す平面図
【図３】接続ユニットにおける導電部材が収容された保持部を拡大して表した平面図
【図４】図３のＡ－Ａ断面図
【図５】図３のＢ－Ｂ断面図
【図６】接続ユニット及び端部ユニットが連結された状態を概略的に表した平面図
【図７】接続ユニットにおける保持部を拡大して表した平面図
【図８】接続ユニットにおける保持部の補助壁側の面を表した図
【図９】接続ユニットにおける保持部を拡大して表した底面図
【図１０】実施形態２に係る電池配線モジュールを示す平面図
【図１１】電池配線モジュールを示す正面図
【図１２】連結接続ユニットを示す平面図
【図１３】図１２のＣ－Ｃ断面図
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【図１４】他の実施形態にかかる図３のＢ－Ｂ断面図に対応する図
【図１５】他の実施形態にかかる図１２のＣ－Ｃ断面に対応する図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　＜実施形態１＞
　以下、本発明の実施形態を図１～図９を参照しつつ説明する。
　本実施形態の電池配線モジュール２０は、図１に示すように、単電池１１が複数個並べ
られた単電池群に取付けられることにより複数の単電池１１が直列や並列に接続されて電
池モジュール１０を構成するものである。
【００１６】
　電池モジュール１０は、例えば、電気自動車またはハイブリッド自動車等の駆動源とし
て使用される。以下では、前後方向については図１の上方を前方、下方を後方とし、図１
の紙面手前側を上方、紙面奥方を下方として説明する。
　電池モジュール１０は、図１に示すように、例えば横並びに配列された５個（複数個）
の単電池１１（単電池群）と、５個の単電池１１に取付けられる電池配線モジュール２０
とを備えて構成されている。
【００１７】
　単電池１１は、内部に図示しない発電要素が収容された直方体状の本体部の端面から垂
直に突出するナット状の電極端子１２Ａ，１２Ｂ（正極を１２Ａ，負極を１２Ｂとして図
示）及び電圧検知用電極１２Ｃを有する。
　各単電池１１の極性（正負）の向きは、互いに隣り合う単電池１１が逆向きになるよう
に配置されており、これにより、互いに異極の電極端子１２Ａ，１２Ｂが隣り合うように
構成されている。これら複数の単電池１１は図示しない保持板によって固定されている。
【００１８】
　電池配線モジュール２０は、左右に隣り合う電極端子１２Ａ，１２Ｂ間を接続する複数
の接続部材２１（本発明の構成である「導電部材」の一例）と、接続部材２１を保持し左
右に連結された２個（複数）の接続ユニット２３と、接続ユニット２３の連結の端部に設
けられる端部ユニット４０Ａ，４０Ｂとを備えて構成されている。
　接続部材２１は、銅、銅合金、アルミニウム等の金属からなり、図３に示すように、概
ね長方形の板状をなし、締結部材であるボルトの軸部が挿通される挿通孔２２，２２を有
する。
【００１９】
　各接続ユニット２３は、共に合成樹脂製で同一形状であって、図６に示すように、同一
平面上においてＬ字形に屈曲した形状とされており、前部及び後部に設けられてそれぞれ
接続部材２１を保持する２個（複数）の保持部２４Ａ，２４Ｂと、接続ユニット２３の中
間部に設けられ電圧検知端子４３（本発明の構成である「導電部材」の一例）を収容する
２個（複数）の検知用収容部３５と、保持部２４Ａ，２４Ｂと検知用収容部３５との間に
設けられ電圧検知用電線Ｗ２が通される２本の電線通し溝３６とを備えている。
【００２０】
　２個の保持部２４Ａ，２４Ｂは、共に、図７に示すように、接続部材２１が載置される
底板２５（本発明の構成である「底部」の一例）と、接続部材２１を囲むように形成され
てなる仕切り壁２７とを有する。
【００２１】
　底板２５は、幅方向の中間部において前後の仕切り壁２７を連結する中間支持部２５Ａ
と、左右の端部において仕切り壁２７の基端から内側にわずかに突出する底縁部２５Ｂと
からなり、底板２５のない部分が電極端子１２Ａ，１２Ｂが配される開口部２６とされる
。
【００２２】
　仕切り壁２７は、工具等が電極端子１２Ａ，１２Ｂ及び接続部材２１に接触して短絡す
ることを防止するために、工具等の接触が防止される高さで接続部材２１を包囲するよう
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に接続部材２１の周囲に環状に立設されている。
【００２３】
　この環状の仕切り壁２７は、左右方向に延びる一対の対向壁２８Ａ，２８Ｂと、前後方
向に延びる一対の側壁３４，３４とが連なって角筒状に構成されている。
　各対向壁２８Ａ，２８Ｂの左右方向の中間部（中間支持部２５Ａの端部の上方）には、
接続部材２１の離脱を規制する係止片２９Ａ，２９Ｂが撓み変形可能に設けられている。
【００２４】
　係止片２９Ａ，２９Ｂは、共に、図４に示すように、左右の一対のスリット３０Ａ，３
０Ａとこのスリット３０Ａ，３０Ａの下端を連ねる切欠き３０Ｂとからなりコ字状に仕切
り壁２７を貫通する露出孔３０（本発明の構成である「露出部」の一例）を形成すること
により設けられている。
【００２５】
　係止片２９Ａ，２９Ｂの下方（露出孔３０の下方）は、図９に示すように、底板２５が
矩形状に切り欠かれて開放された通し孔３１とされており、この通し孔３１は、例えば、
上下の金型を使用して接続ユニット２３を形成する場合に、係止片２９Ａ，２９Ｂを形成
するための金型の抜き孔となるものである。
【００２６】
　この係止片２９Ａ，２９Ｂは、前後方向に撓み変形可能な厚みで形成され、図５に示す
ように、下方側（底板側）に向けてやや傾斜状に厚み寸法が大きくなる肉厚部２９Ｃを有
する。これにより係止片２９Ａ，２９Ｂの下端部は、接続部材２１の周縁の位置よりも内
側に突出している。（接続部材２１の周縁が係止片２９Ａ，２９Ｂの爪状のエッジの下方
に配されている）。そして、接続部材２１の装着の際には、係止片２９Ａ，２９Ｂを撓み
変形（弾性変形）させ、接続部材２１が所定位置に装着されると、係止片２９Ａ，２９Ｂ
が復元変形し、接続部材２１の離脱が規制される。
【００２７】
　ここで、一対の対向壁２８Ａ，２８Ｂのうち、前方側（電池配線モジュール２０の外面
側に配置されている）の対向壁２８Ａには、露出孔３０を外方側から覆う補助壁３２が、
対向壁２８Ａ（仕切り壁２７）と一体に設けられている。
【００２８】
　補助壁３２は、対向壁２８Ａの外面よりも前方（外方）に設けられており、左右方向に
ついて露出孔３０の幅寸法の全体を含む範囲に形成されている。この補助壁３２は、対向
壁２８Ａの外面に対しては、所定間隔を空けて形成されており、そこから左右に仕切り壁
２７との間隔が狭くなって仕切り壁２７と一体に連なる。これにより、仕切り壁２７と補
助壁３２との間は、上下に連通する連通孔３３が形成されている。
【００２９】
　検知用収容部３５は、図６に示すように、電圧検知端子４３を収容するとともに電線通
し溝３６に連なる凹部を有し、この凹部には、単電池１１の電圧検知用電極１２Ｃと接続
するための矩形孔が開口している。この矩形孔の前後の孔縁に係止するように電圧検知端
子４３が配されるとともに、凹部を通って電圧検知用電線Ｗ２が電線通し溝３６に導かれ
る。
【００３０】
　電線通し溝３６は、各接続ユニット２３において左右に延びており、接続ユニット２３
が連結されることにより、隣合う接続ユニット２３の電線通し溝３６が連なる。
　なお、図示はしないが、各接続ユニット２３（及び端部ユニット４０Ａ，４０Ｂ）には
、左右方向の一方に設けられた連結係合部と、左右方向の他方に設けられ隣の接続ユニッ
ト２３（又は端部ユニット４０Ａ，４０Ｂ）に係合する連結被係合部が設けられており、
連結係合部と連結被係合部とがクリアランスを有しつつ係合することにより、左右の接続
ユニット２３が連結された状態となる。
【００３１】
　電圧検知端子４３は、単電池１１の電圧を測定するためのものであって、図１に示すよ
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うに、中心部に挿通孔４３Ａを有する矩形状をなし、電圧検知用電線Ｗ２の端末部に圧着
等により接続されている。電圧検知用電線Ｗ２は、芯線（導体）が絶縁層で覆われた被覆
電線であり、その端末では、絶縁層が剥ぎ取られて芯線が露出している。
【００３２】
　電圧検知用電線Ｗ２は、電線通し溝３６に集められて図示しない電池ＥＣＵに導かれる
。この電池ＥＣＵは、マイクロコンピュータ、素子等が搭載されたものであって、単電池
１１の電圧・電流・温度等の検知、各単電池１１の充放電コントロール等を行うための機
能を備えた周知の構成のものである。
【００３３】
　端部ユニット４０Ａ，４０Ｂは、複数の接続ユニット２３の連結の端部にそれぞれ設け
られる合成樹脂製の部材であり、長方形状の端子金具４１Ａ，４１Ｂがそれぞれ収容され
ている。この端子金具４１Ａ，４１Ｂには、締結部材であるボルトの軸部が挿通される挿
通孔４２Ａ，４２Ｂが設けられるとともに、インバータ等に連なる電線Ｗ１が圧着等によ
り接続されている。なお、一方の端部ユニット４０Ｂには、電圧検知端子４３が収容され
る検知用収容部３５が設けられている。
【００３４】
　次に、電池配線モジュール２０の取り付けについて説明する。
　本実施形態では、複数の接続ユニット２３について図示しない連結係合部を連結被係合
部に係合させ連結する作業を接続ユニット２３，２３及び端部ユニット４０Ａ，４０Ｂに
ついて行う（図６）。
　次に、全ての接続ユニット２３及び端部ユニット４０Ａ，４０Ｂについて接続部材２１
及び端子金具４１Ａ，４１Ｂを収容し（図２）、電圧検知用電線Ｗ２の端末部に圧着され
た電圧検知端子４３を検知用収容部３５に収容して電線通し溝３６に通す。
【００３５】
　次に、電池配線モジュール２０に収容された接続部材２１、端子金具４１Ａ，４１Ｂ及
び電圧検知端子４３の全ての挿通孔２２，２２，４２Ａ，４２Ｂ，４３Ａを、複数の単電
池１１（単電池群）の全ての電極端子１２Ａ～１２Ｃのボルト孔の位置に合わせ、ボルト
をナット状の電極端子１２Ａ，１２Ｂに螺合させて締付けていく。全てを締付けると、電
池モジュール１０が完成する（図１）。
【００３６】
　上記実施形態の構成によれば、以下の効果を奏する。
（１）単電池１１が複数個並べられた単電池群に取付けられる電池配線モジュール２０で
あって、単電池１１の電極端子１２Ａ，１２Ｂ（端子）と電気的に接続される接続部材２
１（導電部材）と、各接続部材２１を保持する複数の保持部２４Ａ，２４Ｂと、を備え、
保持部２４Ａ，２４Ｂは、接続部材２１，電圧検知端子４３が載置される底部２５と、底
部２５に載置された接続部材２１，電圧検知端子４３を外部と仕切る仕切り壁２７と、を
有し、仕切り壁２７には、当該仕切り壁２７の外側から見て接続部材２１が表れるように
露出させる露出孔３０（露出部）が設けられるともに、露出孔３０の少なくとも一部を覆
う補助壁３２を有する。
　本実施形態によれば、仕切り壁２７の外面側にて露出孔３０の少なくとも一部を覆う補
助壁３２が設けられているため、露出孔３０による仕切り壁２７の絶縁性や剛性の低下を
抑制することができる。
（２）補助壁３２は、対向壁２８Ａ（仕切り壁２７）の外面側に設けられているため、仕
切り壁２７の内側に工具を挿入する場合が考えられるが、この場合に補助壁３２が邪魔に
なることがない。
【００３７】
（３）対向壁２８Ａ（仕切り壁２７）には、接続部材２１の離脱を規制する係止片２９Ａ
が撓み変形可能に設けられており、露出孔３０は、係止片２９Ａの周囲に設けられ係止片
２９Ａの撓み変形可能とする貫通孔である。
　接続部材２１の離脱を規制するために仕切り壁２７に撓み変形可能な係止片２９Ａを設
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けることがあるが、この場合、係止片２９Ａの周囲には係止片２９Ａの撓み変形を可能と
するために必然的に露出孔３０が形成される。本実施形態によれば、係止片２９Ａにより
接続部材２１の離脱を規制しつつ、露出孔３０による仕切り壁２７の絶縁性や剛性の低下
を抑制することができる。
（４）補助壁３２は、仕切り壁２７と一体に形成されているため、補助壁３２を形成する
ための構成を簡素化することができる。
【００３８】
　＜実施形態２＞
実施形態２について、図１０～図１３を参照しつつ説明する。以下では、実施形態１と同
一の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
　電池配線モジュール５０は、図１０に示すように、合成樹脂製の複数の接続ユニットを
左右に連結して構成された連結接続ユニット５１と、連結接続ユニット５１に収容され、
左右に隣り合う電極端子１２Ａ，１２Ｂ間を接続する複数の接続部材６１（本発明の構成
である「導電部材」の一例）と、連結接続ユニット５１の中間部に並んで配置される電圧
検知端子４３と、各接続部材６１に重ねて配置される電圧検知端子６３（本発明の構成で
ある「導電部材」の一例）と、を備えて構成されている。
　接続部材６１は、銅、銅合金、アルミニウム等の金属からなり、概ね長方形の板状をな
し、左右方向に長い長円形状の挿通孔６２，６２が締結部材であるボルトの軸部を挿通可
能となっている。
【００３９】
　連結接続ユニット５１は、図１２に示すように、前部及び後部の２列に並んで設けられ
接続部材５１を保持する複数の保持部５２と、中間部に並んで設けられ電圧検知端子４３
が収容される検知用収容部３５と、保持部５２と検知用収容部３５との間に設けられて電
圧検知用電線Ｗ２が配される電線通し溝３６とを有する。
　各保持部５２は、接続部材２１が載置される底板５３と、接続部材２１を囲むように形
成されてなる仕切り壁５４とを有する。
【００４０】
　仕切り壁５４には、接続部材２１の離脱を規制する係止片５５が撓み変形可能に設けら
れている。係止片５５は、仕切り壁５４に対して露出孔３０をコ字状に貫通させることに
より設けられる。
【００４１】
仕切り壁５４の外面には、露出孔３０の一部を外方側から覆う補助壁３２が仕切り壁５４
と一体に設けられている。
また、仕切り壁５４には、電圧検知端子６３の角部を嵌め込む凹部５８が形成されるとと
もに、図１３に示すように、電圧検知端子６３の１方の角部６３Ａが挿通される露出孔５
９（本発明の構成である「露出部」の一例）が仕切り壁５４を貫通して設けられている。
【００４２】
　仕切り壁５４のうち、露出孔５９の外面側には、露出孔５９の下端側の部分を覆う補助
壁６０が設けられている。
　この補助壁６０は、電圧検知端子６３が収容されると、電圧検知端子６３の一方の角部
６３Ａの下方に位置する。
【００４３】
　電圧検知端子６３は、図１０に示すように、接続部材６１の左方側（左右方向の一方の
側）に、傾斜した姿勢で重ねられており、長方形状の平板部と、平板部の後方にて電圧検
知用電線Ｗ２が接続される電線接続部とからなる。
平板部は、中心部に円形状の端子挿通孔６５を有し、２つの角部が凹部５８の底に載置さ
れるとともに、１つの角部が露出孔５９に挿通される。
【００４４】
　なお、図示はしないが、各接続ユニットには、左右方向の一方に設けられた連結係合部
と、左右方向の他方に設けられ隣の接続ユニットに係合する連結被係合部が設けられてお
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り、連結係合部と連結被係合部とがクリアランスを有しつつ係合することにより、左右の
接続ユニットが連結された状態となる。
【００４５】
　＜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。
（１）上記実施形態では、接続部材２１は、異極の電極端子１２Ａ，１２Ｂを接続（直列
接続）するものとしたが、これに限られず、同極の電極端子１２Ａ，１２Ａ（１２Ｂ，１
２Ｂ）を接続（並列接続）するものでもよい。例えば、上記実施形態の電池モジュール１
０に更に別の単電池１１を並列接続し、この並列接続における同極の電極端子１２Ａ，１
２Ａを複数の接続部材２１（電池配線モジュール２０）で接続するようにしたものでもよ
い。
【００４６】
（２）電池モジュール１０を構成する単電池１１の数については、５個としたが、これに
限られず、６個以上、又は４個以下でもよく、これに応じ単電池群に取り付ける接続ユニ
ット２３の数も上記実施形態の２個に限らず、１個又は３個以上であってもよい。
（３）上記実施形態では、電池配線モジュール２０を複数の別体の接続ユニット２３を連
結することにより構成したが、これに限られず、例えば、一枚の（一体型の）接続プレー
トで電池配線モジュールを構成し、この接続プレートの複数の保持部２４Ａ，２４Ｂに接
続部材２１が保持されるようにしてもよい。
【００４７】
（４）上記実施形態では、仕切り壁２７の露出孔３０は、係止片２９Ａ，２９Ｂを形成す
ることにより設けられるものであったが、これに限られず、他の部分（上記実施形態では
設けられていない部分でもよい）を形成するために設けた露出孔３０に対して補助壁３２
を設けるものであってもよい。
（５）上記実施形態では、外面側（前方側）の対向壁２８Ａに補助壁３２を設けたが、内
面側（後方側）の対向壁２８Ｂにも補助壁を設けてもよい。ただし、外面側の方が、他の
部材との接触等の可能性の低い内面側よりも絶縁性の低下による問題が生じやすいため、
上記実施形態のように外面側の対向壁２８Ａに補助壁３２を設けた方が絶縁性の向上等の
ために効果的である。
【００４８】
（６）上記実施形態では、仕切り壁２７は、接続部材２１を全周に亘って包囲するもので
あったが、これに限れず、少なくとも接続部材２１と外部との間を仕切るのであれば例え
ば接続部材２１の全周のうち仕切り壁が設けられていない部分を有するものであってもよ
い。
【００４９】
（７）実施形態１では、仕切り壁２７と補助壁３２の間は、上下共に塞がれていない連通
孔３３としたが、これに限らず、例えば、図１４に示すように、仕切り壁２７の上部と補
助壁３２の上部との間を塞いだ（連結した）形状としてもよい。
（８）実施形態２では、補助壁６０は、露出孔５９の一部を覆う構成であったが、図１５
に示すように、補助壁７０の上端が露出孔５９の上端よりも上方に延出することにより補
助壁７０が露出孔５９の全体を覆うようにし、電圧検知端子６３（の角部６３Ａ）が補助
壁７０の内側に隠れるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００５０】
１０…電池モジュール
１１…単電池
１２Ａ，１２Ｂ…電極端子
１２Ｃ…電圧検知用電極
２０，５０…電池配線モジュール
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２１，６１…接続部材（導電部材）
２３…接続ユニット
２４Ａ，２４Ｂ…保持部
２５，５３…底板（底部）
２６…開口部
２７，５４…仕切り壁
２８Ａ，２８Ｂ…対向壁
２９Ａ，２９Ｂ，５５…係止片
２９Ｃ…肉厚部
３０，５９…露出孔（露出部）
３０Ａ，３０Ａ…スリット
３０Ｂ…切欠き
３１…通し孔
３２，６０，７０…補助壁
３３…連通孔
３４，３４…側壁
４０Ａ，４０Ｂ…端部ユニット
４１Ａ，４１Ｂ…端子金具
４３，６３…電圧検知端子（導電部材）
５１…連結接続ユニット
６３Ａ…角部
Ｗ１…電線
Ｗ２…電圧検知用電線

【図１】 【図２】
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