
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
合成樹脂材のプレート本体 端子 がインサート成形

バッテリ接続プレートにおい
て、
前記端子 に孔部と、該孔部に連通する開口を有する突出部とが形成され、該
開口が

ことを特徴とするバッテリ接続プレート。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、バッテリを直列に接続するバスバーや電圧検出用の端子を合成樹脂材のプレー
ト本体にインサート成形して構成される に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
図 は従来のバッテリ接続プレートを示すものである。
バッテリ接続プレート７０，７１はバッテリ集合体７２の両端側に装着され、各バッテリ
７３を直列に接続するためのものであり、合成樹脂製の横長のプレート本体７４に導電金
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の内部に の基板部 で埋入され、該基板部
に続く該端子の電気接触部が該プレート本体の孔内に露出され、該電気接触部の挿通孔に
バッテリの雄ねじ型の電極を挿通してナットで締付接続する

の前記基板部
前記ナットの締付トルクの作用する方向を向き、該孔部と該開口との内部に該プレ

ート本体の樹脂材が充填され、該締付トルクに抗して該突出部が該開口側で該樹脂材を受
け止めて抵抗力を発揮する

バッテリ接続プレート

４



属製のバスバー７５を複数並列に有している。
【０００３】
バスバー７５は、隣接する二つのバッテリ７３の正と負の雄ねじ型の電極７６，７７に対
する挿通孔７８を有して、プレート本体７４に圧入やインサート成形等の手段で固定され
ている。各電極７６，７７はナット７９でバスバー７５に締付接続される。
【０００４】
手前側のバッテリ接続プレート７０の両端側には一つの挿通孔８２を有するバスバー８８
が固定されており、バッテリ集合体７２の両端側のバッテリ７３の正と負の電極７６，７
７が各バスバー８３を経て端子付きの電源線（図示せず）に接続される。
【０００５】
プレート本体７４にはカバー８０が回動自在に設けられており、カバー８０を閉止するこ
とでバスバー７５，８３や電極７６，７７やナット７９が収容部８１内に保護される。
【０００６】
図 は本出願人が特願平１０－２５４７８８号で提案したバッテリ接続プレートを示すも
のである。
このバッテリ接続プレート８５においては、隣接する二つのバッテリ毎（図示せず）に電
圧検出用の端子８６が設けられる。端子８６はバスバー８７と共に合成樹脂製のプレート
本体８８にインサート成形により設けられる。端子８６の先端側の板状の電気接触部８９
にバスバー８７が重合接続され、端子８６の中間部１０１にはヒューズ等の回路保護素子
といった電子部品（図示せず）がハンダ接続され、端子８６の基端側に信号線９０が圧着
接続される。
【０００７】
８７は二つ孔のバスバー、９１は端部側の一つ孔のバスバー、９２は端子付きの電源線を
示す。前記電圧検出用の端子８６はバスバー８７と共にプレート本体８８の前側の円孔９
３内に配置され、端子８６の中間部８９の電子部品（図示せず）は中間の枠部９４内に配
置され、信号線９０は後方の枠部９５から直角方向に屈曲して短い溝部９６内に挿通され
る。電源線９２も他の短い溝部９７内に挿通される。９８は回動自在のカバーであり、カ
バー９８はロック手段９９，１００でプレート本体８８に係止される。
【０００８】
上記バスバー８７と電圧検出用の端子８９のインサート成形は図 のように成形金型１０
２を用いて行われる。例えば成形金型１０２内の円ボス１０３に端子８９とバスバー９７
の各挿通孔１０４が位置決め係合された状態で、溶融した樹脂材が端子８９とバスバー８
７の周囲に注入される。
【０００９】
図 の如く電圧検出用の端子８６には電気接触部８９寄りと電線接続部１０５寄りとに小
孔１０６が設けられており、インサート成形時に図 の如く小孔１０６に樹脂材１１３が
入り込んで、端子８６が固定される。図 で端子８６の中間部１０１には電子部品１０７
を接続するための一対の小孔１０８が設けられており、電子部品１０７のリード端子１０
９が小孔１０８に挿入され、ハンダで接続固定される。電子部品１０７が回路保護素子の
場合、端子８６の中間部１０１は一対のリード端子１０９の間で切断される。図 の如く
バッテリ（図示せず）の雄ねじ型の電極１１０は端子８６とバスバー８７の各挿通孔１０
４に挿入され、工具１１２により矢印イの如くナット１１１でバスバー８７に締付接続さ
れる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の構造にあっては、図 の如くナット１１１で端子８６の電気接
触部８９を矢印イの如く締め付けた際に、端子８６に大きなトルク（回転力）がかかり、
端子８６の固定力が弱まり、端子８６が位置ずれしたり、ガタついたり、端子８６が樹脂
材であるプレート本体８８を傷付けたり、端子８６の中間部に接続した電子部品１０７（
図 ）に悪影響を及ぼすといった懸念があった。それを防止するために小孔１０６（図
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）を大きくすれば、端子８６の断面積が減少して電気的抵抗が増大したり、機械的強度が
低下するといった問題を
【００１１】

は、上記した に鑑み、合成樹脂材のプレート本体に一体にインサート成形する部
品である端子 固定力を高め

を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明は、合成樹脂材のプレート本体 端子
がインサート成形

バッテリ接続プレートにおいて、前記端子 に孔部と、該孔部に連
通する開口を有する突出部とが形成され、該開口が

【００１３】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施の形態の具体例を図面を用いて詳細に説明する。
図１は、本発明に係るバッテリ接続プレートの一実施形態を示すものである。
このバッテリ接続プレート１は従来同様に合成樹脂製のプレート本体２と、プレート本体
２にヒンジ３を介して回動自在に設けられたカバー４とを備え、プレート本体２にバスバ
ー９と電圧検出用の端子５と給電用の端子６とをインサート成形により一体に設けたもの
である。
【００１４】
バスバー９は、プレート本体２の隣接する二つの円孔７の下に一枚配置され、電圧検出用
の端子５の電気接触部８は二つの円孔７のうちの一つに配置され、バスバー９と端子５の
電気接触部８は相互に面接触している。端子５の長手方向中間部の電子部品装着部１０は
矩形状の枠部１１内に位置し、端子５の電線接続部１２は枠部１１に続く後方の枠部１３
内に位置している。プレート本体２の両端側には、電圧検出用の端子５と同様な形状の給
電用の端子６が同様にインサート成形されている。
【００１５】
図２の如く、電圧検出用の端子５は、従来同様にバッテリ（図示せず）の雄ねじ型の電極
（図示せず）に対する挿通孔１４を有する矩形状の電気接触部８（本図で挿通孔１４の周
囲の小孔は図示を省略する）と、電気接触部８から略矩形波状に屈曲して延びる基板部１
５と、基板部１５の後方に続く電線接続部（図示せず）とで構成されている。基板部１５
は、電気接触部８に続く前側部分１６と、中間部分である電子部品装着部１０と、電子部
品装着部１０に続く後側部分１７とで構成されている。
【００１６】
基板部１５の前側部分１６に回り止め用の突出部１８がプレス金型（図示せず）で切り起
こし形成されている。この突出部（切り起こし部）１８が本実施形態における第一の特徴
である。突出部１８は略三角錐状に形成され、二方の略三角形状の壁部２１と、端子５の
締付方向（矢印イ方向）を向いた略三角形状の開口１９とで構成されている。開口１９の
向きは端子５の締付反対方向と対向している。開口１９は、基板部１５を貫通した小孔（
孔部）２０（図３）に連通している。図２で２２は電子部品（図示せず）のリード端子を
挿入するための小孔である。
【００１７】
図３の如く、端子５が樹脂材であるプレート本体２内にインサート成形された際に、溶融
した樹脂材が突出部１８と小孔２０の内側に連続して充填される。樹脂材の固化後に、バ
ッテリ（図示せず）の雄ねじ型の電極を端子５の挿通孔１４（図２）に挿入してナット（
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生じる。

本発明 点
におけるナット締付時の回転に対する ることのできるバッテリ

接続プレート

の内部に の基板部
で埋入され、該基板部に続く該端子の電気接触部が該プレート本体の孔

内に露出され、該電気接触部の挿通孔にバッテリの雄ねじ型の電極を挿通してナットで締
付接続する の前記基板部

前記ナットの締付トルクの作用する方
向を向き、該孔部と該開口との内部に該プレート本体の樹脂材が充填され、該締付トルク
に抗して該突出部が該開口側で該樹脂材を受け止めて抵抗力を発揮することを特徴とする
。



図示せず）で締め付けた際に、端子５は矢印イ方向のトルク（回転力）を受けるが、突出
部１８が開口１９側の広い面積で樹脂材を受け止めるから、端子５の回動が阻止され、端
子５の緩みやガタ付き等が防止される。樹脂材が突出部１８の開口１９から小孔２０にか
けて充填されることで、端子５の固定力が向上する。
【００１８】
上記突出部１８は基板部１５（図２）の後側部分１７にも形成してもよいが、中間部分（
１０）に回路保護 等の電子部品を接続する場合は、中間部分（１０）を後で切断する
ために、後側部分１７の突出部は不要となる。後側部分１７の固定は通常のインサート成
形で十分である。前側部分１６の突出部１８で十分に締付時のトルク（締付反力）を受け
止めることができ、電子部品に無理な外力が作用することが回避される。
【００１９】
上記突出部１８は電圧検出用の端子５のみならず、給電用の端子６（図１）にも適用可能
であり、また、従来の技術で挙げたバッテリ接続プレート（図 ）の端子にも適用可能

【００２０】
【発明の効果】
以上の如く、請求項１記載の発明によれば、バッテリの雄ねじ型の電極を端子の挿通孔に
通してナットで締め付けた際に、端子に締付方向の回転力が作用するが、端子の突出部の
開口が締付方向を向いているから、突出部の開口側が合成樹脂材からの締付反力を強く受
けて、大きな抵抗力を発揮し、端子の回動を確実に阻止する。それにより、端子の固定力
が強まり、端子の位置ずれやガタ付きや端子によるプレート本体の傷付けが防止され、且
つ端子の中間部に装着された回路保護 等の電子部品に外力等の悪影響を与える心配が
なくなる。また、開口に連通する孔部は小径で済むから、端子の断面積の減少が最小限に
抑えられ、電気抵抗の増大や機械的強度の低下が防止
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るバッテリ接続プレートの一実施形態を示す斜視図である。
【図２】バッテリ接続プレートにおける端子の固定構造の一実施形態を示す斜視図である
。
【図３】同じく端子の固定構造の一実施形態を示す縦断面図である。
【図４】 。
【図５】 。
【図６】 。
【図７】 。
【図８】 。
【図９】 。
【符号の説明】
１　　バッテリ接続プレート
２　　プレート本体
５　　端子
９　　バスバー
１８　突出部
１９　開口
２０　小孔（孔部）
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素子

５ で
ある。

素子

される。

従来のバッテリ接続プレートの一例を示す分解斜視図である
従来のバッテリ接続プレートの他の例を示す分解斜視図である
バスバーと端子をインサート成形する状態を示す斜視図である
端子に電子部品を組み付ける状態を示す分解斜視図である
端子をインサート成形した状態を示す縦断面図である
バスバーと端子をバッテリの電極に締付接続する状態を示す斜視図である



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

(5) JP 3613445 B2 2005.1.26



【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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