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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリ集合体の各バッテリを直列接続するために、前記バッテリ集合体に設置されて
使用されるバスバモジュールにおいて、
　絶縁性の材料で構成され、出力端子が設置される出力端子設置部の一部が突出して設け
られており、前記突出している出力端子設置部の先端側にカバー係止部が設けられている
バスバモジュール本体部と、
　前記出力端子設置部に設置されている出力端子を覆うために、前記出力端子設置部の基
端側に設けられているヒンジ部を介して前記バスバモジュール本体部に設けられ、前記出
力端子設置部に設置された出力端子を覆ったときに前記バスバモジュール本体部のカバー
係止部に係止されるカバー被係止部が先端側に設けられている出力端子カバーと、
　を有し、前記出力端子設置部の一部は、前記バスバモジュール本体部の長手方向の端部
で、前記バスバモジュール本体部の、前記長手方向とは直交する所定の一方向である厚さ
方向の一方の側に突出しており、
　前記カバー係止部は、前記突出方向の先端側に設けられており、前記長手方向では前記
バスバモジュール本体部側に設けられており、
　前記ヒンジ部は、前記突出方向の基端側に設けられており、前記長手方向では前記バス
バモジュール本体部とは反対側に設けられており、
　前記出力端子カバーは、前記ヒンジ部を回動中心にして前記出力端子設置部に対して回
動し、前記出力端子を覆うように構成されており、
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　前記カバー被係止部は、前記出力端子カバーの、前記ヒンジ部とは反対側の先端側に設
けられていることを特徴とするバスバモジュール。
【請求項２】
　請求項１に記載のバスバモジュールにおいて、
　前記出力端子カバーのカバー被係止部が前記バスバモジュール本体部のカバー係止部に
係止されるときに、前記カバー係止部に対する前記カバー被係止部の位置合わせをするガ
イド部を有することを特徴とするバスバモジュール。
【請求項３】
　請求項２に記載のバスバモジュールにおいて、
　前記ガイド部は、前記出力端子設置部に設けられたガイド面とこのガイド面に係合して
摺動する前記出力端子カバーの部位とで構成されている態様、
　前記出力端子設置部の近傍で前記バスバモジュール本体部に設けられた凹部と前記出力
端子カバーに設けられ前記凹部に入り込む突起とで構成されている態様、
　前記出力端子設置部の近傍で前記バスバモジュール本体部に設けられた突起と前記出力
端子カバーに設けられ前記突起が入り込む凹部とで構成されている態様、
　前記カバー係止部の近傍で前記出力端子カバーに設けられた一対の突起とこの一対の突
起で挟み込まれる前記出力端子設置部の部位とで構成されている態様
　のうちの少なくとも１以上の態様で構成されていることを特徴とするバスバモジュール
。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか１項に記載のバスバモジュールにおいて、
　前記出力端子カバーは、矩形な平板状の底壁部と、この底壁部と直交している矩形な平
板状の第１の側壁部と、前記底壁部と前記第１の側壁部とに直交している矩形な平板状の
第２の側壁部と、前記各側壁部から最も離れた前記底壁部の角部およびこの近傍から突出
し前記カバー被係止部が設けられている板状のカバー被係止部形成部とを備えて構成され
ており、
　前記板状のカバー被係止部形成部の前記底壁部からの突出量は、前記第１の側壁部の前
記底壁部からの突出量よりも少なくなっており、
　前記出力端子設置部の突出している部位は、平板状に形成されており、
　前記ヒンジ部は、前記第１の側壁部の、前記底壁部とは反対側の１辺に設けられており
、
　前記出力端子カバーが前記出力端子設置部に設置された出力端子を覆ったときに、前記
出力端子カバーと前記出力端子設置部の突出している部位とで形成される内部空間内に、
前記出力端子設置部に設置された出力端子が位置するように構成されていることを特徴と
するバスバモジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バスバモジュールに係り、特に、出力端子を覆うとともにヒンジ部によって
回動自在になっている出力端子カバーが設けられているものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、図１１～図１４に示すような、出力端子カバー３０１が設けられているバスバモ
ジュール３０３が知られている（たとえば、特許文献１参照）。
【０００３】
　バスバモジュール３０３では、ケース３０５側に位置決め部３０７と被係止部３０９と
を設け、出力端子カバー３０１側に、係合部スリット孔３１１とカバー係止爪３１３とを
設けた構造になっている。
【０００４】
　そして、ケース３０５と出力端子カバー３０１との間に多少の位置ずれがあっても、出
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力端子カバー３０１を閉じる際、最初にケース３０５の位置決め部３０７が出力端子カバ
ー３０１の係合部スリット孔３１１に当接するので、カバー係止爪３１３がケース３０５
の被係止部３０９に確実に嵌合す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２００６－２６９１０３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、従来のバスバモジュール３０３では、被係止部３０９とカバー係止爪３１３
とが、出力端子カバー３０１のヒンジ部と同じ高さに存在しているので（たとえば、出力
端子カバー３０１が矩形な枡状である場合、開口部の１つの辺のところにヒンジ部が設け
られており、上記１つの辺と対向している他の１つの辺のところに被係止部３０９とカバ
ー係止爪３１３とが存在しているので）、ケース３０５が邪魔になり、被係止部３０９と
カバー係止爪３１３とのところに作業をする者の指が入り難く、出力端子カバー３０１を
開閉する作業がし難いという問題がある。
【０００７】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、バッテリ集合体の各バッテリを直
列接続するために、前記バッテリ集合体に設置されて使用されるバスバモジュールにおい
て、出力端子カバーの係止部等に作業をする者の指が入りやすく出力端子カバーを開閉す
る作業が容易であるもの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】
　請求項１に記載の発明は、バッテリ集合体の各バッテリを直列接続するために、前記バ
ッテリ集合体に設置されて使用されるバスバモジュールにおいて、絶縁性の材料で構成さ
れ、出力端子が設置される出力端子設置部の一部が突出して設けられており、前記突出し
ている出力端子設置部の先端側にカバー係止部が設けられているバスバモジュール本体部
と、前記出力端子設置部に設置されている出力端子を覆うために、前記出力端子設置部の
基端側に設けられているヒンジ部を介して前記バスバモジュール本体部に設けられ、前記
出力端子設置部に設置された出力端子を覆ったときに前記バスバモジュール本体部のカバ
ー係止部に係止されるカバー被係止部が先端側に設けられている出力端子カバーとを有し
、前記出力端子設置部の一部は、前記バスバモジュール本体部の長手方向の端部で、前記
バスバモジュール本体部の、前記長手方向とは直交する所定の一方向である厚さ方向の一
方の側に突出しており、前記カバー係止部は、前記突出方向の先端側に設けられており、
前記長手方向では前記バスバモジュール本体部側に設けられており、前記ヒンジ部は、前
記突出方向の基端側に設けられており、前記長手方向では前記バスバモジュール本体部と
は反対側に設けられており、前記出力端子カバーは、前記ヒンジ部を回動中心にして前記
出力端子設置部に対して回動し、前記出力端子を覆うように構成されており、前記カバー
被係止部は、前記出力端子カバーの、前記ヒンジ部とは反対側の先端側に設けられている
バスバモジュールである。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のバスバモジュールにおいて、前記出力端子
カバーのカバー被係止部が前記バスバモジュール本体部のカバー係止部に係止されるとき
に、前記カバー係止部に対する前記カバー被係止部の位置合わせをするガイド部を有する
バスバモジュールである。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載のバスバモジュールにおいて、前記ガイド部
は、前記出力端子設置部に設けられたガイド面とこのガイド面に係合して摺動する前記出
力端子カバーの部位とで構成されている態様、前記出力端子設置部の近傍で前記バスバモ
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ジュール本体部に設けられた凹部と前記出力端子カバーに設けられ前記凹部に入り込む突
起とで構成されている態様、前記出力端子設置部の近傍で前記バスバモジュール本体部に
設けられた突起と前記出力端子カバーに設けられ前記突起が入り込む凹部とで構成されて
いる態様、前記カバー係止部の近傍で前記出力端子カバーに設けられた一対の突起とこの
一対の突起で挟み込まれる前記出力端子設置部の部位とで構成されている態様のうちの少
なくとも１以上の態様で構成されていることを特徴とするバスバモジュール。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～請求項３のいずれか１項に記載のバスバモジュー
ルにおいて、前記出力端子カバーは、矩形な平板状の底壁部と、この底壁部と直交してい
る矩形な平板状の第１の側壁部と、前記底壁部と前記第１の側壁部とに直交している矩形
な平板状の第２の側壁部と、前記各側壁部から最も離れた前記底壁部の角部およびこの近
傍から突出し前記カバー被係止部が設けられている板状のカバー被係止部形成部とを備え
て構成されており、前記板状のカバー被係止部形成部の前記底壁部からの突出量は、前記
第１の側壁部の前記底壁部からの突出量よりも少なくなっており、前記出力端子設置部の
突出している部位は、平板状に形成されており、前記ヒンジ部は、前記第１の側壁部の、
前記底壁部とは反対側の１辺に設けられており、前記出力端子カバーが前記出力端子設置
部に設置された出力端子を覆ったときに、前記出力端子カバーと前記出力端子設置部の突
出している部位とで形成される内部空間内に、前記出力端子設置部に設置された出力端子
が位置するように構成されているバスバモジュールである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、バッテリ集合体の各バッテリを直列接続するために、前記バッテリ集
合体に設置されて使用されるバスバモジュールにおいて、出力端子カバーの係止部等に作
業をする者の指が入りやすく出力端子カバーを開閉する作業が容易になるという効果を奏
する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係るバスバモジュール（端子カバーを開いているバスバモジ
ュール）の要部を示す図であり、（ｂ）は正面図であり、（ａ）は（ｂ）におけるＩＡ矢
視図であり、（ｃ）は（ｂ）におけるＩＣ矢視図である。
【図２】本発明の実施形態に係るバスバモジュール（端子カバーを開いているバスバモジ
ュール）の要部を示す斜視図である。
【図３】本発明の実施形態に係るバスバモジュール（端子カバーを開いているバスバモジ
ュール）の要部を示す斜視図である。
【図４】本発明の実施形態に係るバスバモジュール（端子カバーを閉じているバスバモジ
ュール）の要部を示す斜視図であり、図２に対応した図である。
【図５】本発明の実施形態に係るバスバモジュール（端子カバーを開いているバスバモジ
ュール）の別の要部を示す図であり、（ｂ）は正面図であり、（ａ）は（ｂ）におけるＶ
Ａ矢視図であり、（ｃ）は（ｂ）におけるＶＣ矢視図である。
【図６】本発明の実施形態に係るバスバモジュール（端子カバーを開いているバスバモジ
ュール）の別の要部を示す斜視図である。
【図７】本発明の実施形態に係るバスバモジュール（端子カバーを開いているバスバモジ
ュール）の別の要部を示す斜視図である。
【図８】本発明の実施形態に係るバスバモジュール（端子カバーを閉じているバスバモジ
ュール）の別の要部を示す斜視図である。
【図９】本発明の実施形態に係るバスバモジュール（端子カバーを開いているバスバモジ
ュール）の全体を示す斜視図である。
【図１０】バスバモジュールの端子カバーの位置合わせを模式的に示した図であり、（ａ
）と（ｂ）は本発明の実施形態に係るバスバモジュールのものであり、（ｃ）と（ｄ）は
比較例であって従来のバスバモジュールのものである。
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【図１１】従来のバスバモジュールを示す斜視図である。
【図１２】従来のバスバモジュールを示す斜視図である。
【図１３】従来のバスバモジュールを示す斜視図である。
【図１４】従来のバスバモジュールを示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施形態に係るバスバモジュール（バッテリ接続体）１は、従来のものと同様
に、バッテリ集合体（図１～図９では図示せず）の各バッテリを直列接続するために、バ
ッテリ集合体のたとえば側部に設置されて使用されるものである。
【００１５】
　ここで、説明の便宜のために、バスバモジュール１における一方向を長手方向（Ｘ軸方
向）とし、長手方向に対して直交する一方向を縦方向（Ｙ軸方向）とし、長手方向と縦方
向とに対して直交する方向を厚さ方向（Ｚ軸方向）とする。
【００１６】
　バッテリは、たとえば細長い直方体状に形成されており、この長手方向の一方の面から
プラス端子とマイナス端子とが突出している。
【００１７】
　バッテリ集合体は、お互いが同形状に形成されている複数のバッテリ（セル）で構成さ
れている。バッテリ集合体では、各バッテリそれぞれの長手方向が、水平な一方向（バス
バモジュールでは厚さ方向）になっており、お互いに一致している。バッテリ集合体では
、各バッテリの長手方向の一方の面（プラス端子とマイナス端子とが突出している面）が
、一平面内に位置しており、各バッテリの長手方向の他方の面が、他の一平面内に位置し
ている。また、バッテリ集合体では、上記水平な一方向と直交する他の水平な一方向（バ
スバモジュールでは長手方向）に、各バッテリがお互いに接触しもしくは僅かな間隙を隔
ててならんでいる。さらに、バッテリ集合体では、上下方向（バスバモジュールでは縦方
向）に、上記他の水平な一方向にならんでいるバッテリが、接触しもしくは僅かな間隙を
隔てて２段等の多段で重なっている。
【００１８】
　これより、バッテリ集合体を各バッテリの長手方向（プラス端子とマイナス端子とが突
出している側）から見ると、複数のバッテリが水平方向と上下方向に行列をなしてならん
でいる。さらに、上記他の水平な一方向にならんでいる各バッテリのそれぞれのプラス端
子とマイナス端子とが交互にならんでいる。
【００１９】
　バスバモジュール１は、図１～図４等で示すように、バスバモジュール本体部３と出力
端子カバー（ヒンジカバー）５とを備えて構成されている。
【００２０】
　バスバモジュール本体部３は、絶縁性の材料で構成されている（たとえば絶縁性の合成
樹脂を射出成形することで形成されている）。また、バスバモジュール本体部３には、出
力端子７が設置される出力端子設置部（出力端子支持部）９の一部が突出して設けられて
おり、この突出している出力端子設置部９の先端側にカバー係止部１１が設けられている
。
【００２１】
　また、バスバモジュール本体部３には、複数の金属性で平板状のバスバ１３が嵌り込む
等して一体的に設置されるようになっている。また、出力端子７は、バスバモジュール本
体部３（出力端子設置部９）に嵌り込む等して、バスバモジュール本体部３に一体的に設
置されるようになっている。
【００２２】
　バスバモジュール本体部３に、バスバ１３や出力端子７等を設置することで、バスバモ
ジュール１が生成される。
【００２３】
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　バスバモジュール本体部３に設置されたバスバ（設置済みバスバ）１３のそれぞれは、
バスバモジュール１がバッテリ集合体に設置されたときに、各バッテリの端子のそれぞれ
に接続され、バッテリ集合体の各バッテリが直列接続されるようになっている。
【００２４】
　出力端子７は、導電性の金属材料で構成されており、バスバモジュール１がバッテリ集
合体に設置されたときに、各バスバ１３で直列接続された各バッテリのうちのたとえば端
部のバッテリの端子（電極）と係合して導通するようになっている。
【００２５】
　バスバモジュール本体部３は、バスバ設置部１５が設けられている概ね矩形な平板状の
部位（基板部位）１７と、基板部位１７の端で基板部位１７の厚さ方向に突出している平
板状の突出部１９とを備えて構成されている。出力端子設置部９は、突出部１９とこの突
出部１９近傍に存在する基板部位１７の一部とで構成されている。カバー係止部１１は、
突出部１９の先端側に設けられている。
【００２６】
　バスバモジュール１がバッテリ集合体に設置されたとき、基板部位１７は、プラス端子
とマイナス端子とが突出しているバッテリ集合体の側面に設置される。このとき、バスバ
モジュール１の平板状の基板部位１７の厚さ方向が、バッテリ集合体の側面に対して直交
しており、突出部１９が、バッテリ集合体の側面に対して直交する方向で基板部位１７か
らバッテリ集合体から離れる側に突出している。
【００２７】
　出力端子カバー５は、出力端子設置部９に設置され出力端子設置部９とともに突出して
いる出力端子７を覆って出力端子７を絶縁保護するためのものである。出力端子カバー５
は、突出している出力端子設置部９（突出部１９）の基端側に設けられているヒンジ部（
たとえば他の部分よりも薄いセルフヒンジで構成されたヒンジ部）２１を介してバスバモ
ジュール本体部３に設けられている。なお、出力端子カバー５とヒンジ部２１は、バスバ
モジュール本体部３とともに一体成形されている。
【００２８】
　出力端子カバー５には、出力端子設置部９に設置された出力端子７を覆ったときにバス
バモジュール本体部３（突出部１９）のカバー係止部１１に係止されるカバー被係止部２
３が設けられている。カバー被係止部２３は、ヒンジ部２１から離れたヒンジ部２１の反
対側で出力端子設置部９（突出部１９）の先端側に設けられている。
【００２９】
　さらに説明すると、ヒンジ部２１は、バスバモジュール本体部３の基板部位１７および
突出部１９の端（たとえば長手方向の端）で、突出部１９の基端部に設けられている。カ
バー係止部１１は、突出部１９の中央に対してヒンジ部２１とは反対側で突出部１９の先
端部に設けられている。
【００３０】
　出力端子カバー５は、矩形な板状の素材を「Ｌ」字状の曲げた形状に形成されている部
位を備えている。そして、「Ｌ」字の一端にヒンジ部２１が存在し、「Ｌ」の他端にカバ
ー被係止部２３が存在している。
【００３１】
　ヒンジ部２１を回動中心にしてたとえば１８０°回動することで、出力端子カバー５が
、バスバモジュール本体部３の出力端子設置部９に設置された出力端子（設置済み出力端
子）７を覆い隠す位置（覆隠位置；図４参照）と、設置済み出力端子７が露出するように
設置済み出力端子７を開放する位置（開放位置；図１～図３参照）との間を回動するよう
になっている。
【００３２】
　バスバモジュール本体部３のカバー係止部１１は、たとえば突出部１９の先端側に設け
られた突起２５で構成されており、出力端子カバー５のカバー被係止部２３は、たとえば
、貫通孔２７で構成されている。
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【００３３】
　そして、出力端子カバー５が、覆隠位置の位置したときには、カバー係止部１１の突起
２５が、カバー被係止部２３の貫通孔２７に入り込み、出力端子カバー５のカバー被係止
部２３がバスバモジュール本体部３のカバー係止部１１に係止されるようになっている。
【００３４】
　また、バスバモジュール１には、ガイド部２９が設けられている。ガイド部２９は、出
力端子カバー５のカバー被係止部２３がバスバモジュール本体部３のカバー係止部１１に
係止されるときに、カバー係止部１１に対するカバー被係止部２３の位置合わせをするよ
うになっている。
【００３５】
　なお、出力端子カバー５は、ヒンジ部２１の曲げ線を中心にして覆隠位置と開放位置と
の間を回動するだけでなく、ヒンジ部２１によって、たとえば、出力端子設置部９に対し
て接近・離反する方向（バスバモジュール１の長手方向；図１０（ａ）、（ｂ）の左右方
向）に僅かに移動するようになっている。さらに、出力端子カバー５は、ヒンジ部２１に
よって、たとえば、図１０（ａ）、（ｂ）の上下方向（バスバモジュール１の厚さ方向）
にも僅かに移動するようになっている。
【００３６】
　そして、ガイド部２９によって、ガイドされることで、出力端子カバー５が、出力端子
設置部９に対して接近・離反する方向等に僅かに移動し、カバー係止部１１に対するカバ
ー被係止部２３の位置合わせがなされるようになっている。
【００３７】
　ガイド部２９について例を掲げて説明する。
【００３８】
　ガイド部２９は、次に示す第１の態様～第４の態様にうちの少なくともいずれかの態様
で構成されている。
【００３９】
　第１の態様では、ガイド部２９が、出力端子設置部９に設けられたガイド面３１とこの
ガイド面３１に係合して摺動する出力端子カバー５の部位３３とで構成されている。
【００４０】
　第２の態様では、ガイド部２９が、出力端子設置部９の近傍でバスバモジュール本体部
３（基板部位１７）に設けられた凹部３５と出力端子カバー５に設けられ凹部３５に入り
込む突起３７とで構成されている。
【００４１】
　第３の態様では、第２の態様とは逆に、出力端子設置部９の近傍でバスバモジュール本
体部３に設けられた突起（図示せず）と前記出力端子カバーに設けられ上記突起が入り込
む凹部（図示せず）とで構成されている。
【００４２】
　第４の態様では、カバー係止部１１の近傍で出力端子カバー５に設けられた一対の突起
３９とこの一対の突起３９で挟み込まれる出力端子設置部９（突出部１９）の部位４１と
で構成されている。
【００４３】
　また、バスバモジュール１では、出力端子カバー５が、底壁部４３と第１の側壁部４５
と第２の側壁部４７とカバー被係止部形成部４９とを備えて構成されている。
【００４４】
　底壁部４３は、矩形な平板状に形成されている。第１の側壁部４５、第２の側壁部４７
も矩形な平板状に形成されている。また、第１の側壁部４５は、底壁部４３と直交してお
り、第２の側壁部４７は、底壁部４３と第１の側壁部４５とに直交している。
【００４５】
　カバー被係止部形成部４９は、板状に形成されており、各側壁部４５，４７から最も離
れた底壁部４３の角部およびこの近傍から突出している。カバー被係止部形成部４９には
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、カバー被係止部２３が設けられている。
【００４６】
　出力端子カバー５についてさらに説明すると、出力端子カバー５は、お互いが直交する
３つの平板状部位（底壁部４３、第１の側壁部４５、第２の側壁部４７）を備えて構成さ
れている（矩形な枡状の構造体からお互いが隣接している２つの平板状の側壁部を除去し
た形態に形成されている）。
【００４７】
　すなわち、出力端子カバー５は、矩形な平板状の底壁部４３と、底壁部４３の１つの辺
から底壁部４３と直交して起立している矩形な平板状の第１の側壁部４５と、底壁部４３
の他の１つの辺と第１の側壁部４５の１つの辺から底壁部４３と第１の側壁部４５とに直
交して起立している矩形な平板状の第２の側壁部４７とを備えて構成されている。
【００４８】
　カバー被係止部形成部４９は、第１の側壁部４５と平行になって、底壁部の１つの辺（
第１の側壁部４５につながっている辺と対向している辺）の一部の箇所から、第１の側壁
部４５よりも少ない量だけ第１の側壁部４５と同方向に突出している。
【００４９】
　また、出力端子カバー５には、矩形状の平板状部位５１が設けられている。平板状部位
５１は、第２の側壁部４７の１つの辺（底壁部４３につながっている辺）から、底壁部４
３と平行であって、底壁部４３や第１の側壁部４５から離れる方向（バスバモジュール１
の縦方向他端側）に突出している。
【００５０】
　ヒンジ部２１は、第１の側壁部４５の１つの辺（底壁部４３につながっている辺と対向
している辺）のところに形成されている。
【００５１】
　出力端子カバー５が出力端子設置部９に設置された出力端子７を覆ったときに、出力端
子カバー５と出力端子設置部９の突出している部位（突出部１９）とで形成される内部空
間内に、出力端子設置部９に設置された出力端子７が位置するように構成されている。
【００５２】
　さらに説明すると、出力端子カバー５が覆隠位置に位置している状態では、出力端子カ
バー５の底壁部４３と第１の側壁部４５と第２の側壁部４７と板状の突出部１９と基板部
位１７の一部とが、矩形な枡状の部位が形成され、この枡の中に設置済み出力端子７が位
置するようになっている。
【００５３】
　ところで、ガイド部２９の第１の態様では、出力端子カバー５の部位３３がカバー被係
止部形成部４９の一部（たとえば先端部）で構成され、ガイド面３１が突出部１９の斜面
５３で形成されている。斜面５３は、矩形な平板状の突出部１９の１つの角部を面取りし
て形成されており、突出部１９の先端側であってヒンジ部２１とは反対側に位置している
。また、カバー係止部１１は、斜面５３の近傍であって斜面５３よりも基端側（基板部位
１７側）に位置している。
【００５４】
　そして、出力端子カバー５を開放位置から覆隠位置に回動するとき、カバー被係止部２
３がカバー係止部１１に係止される直前の状態から係止された状態までの間で、部位３３
が斜面５３に当接し、出力端子カバー５の位置（厚さ方向および長手方向の位置）が補正
され、出力端子カバー５がガイドされるようになっている。
【００５５】
　ガイド部２９の第２の態様では、突起３７が、平板状部位５１から各側壁部４５，４７
と同方向に、各側壁部４５，４７よりも低く突出しており、凹部３５が基板部位１７に形
成されている。また、突起３７の先端には面取りがなされており、凹部３５への挿入がし
やすくなっている。
【００５６】
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　そして、出力端子カバー５を開放位置から覆隠位置に回動するとき、カバー被係止部２
３がカバー係止部１１に係止される直前の状態から係止された状態までの間で、突起３７
が凹部３５に入り込み、出力端子カバー５の位置（縦方向および長手方向の位置）が補正
され、出力端子カバー５がガイドされるようになっている。
【００５７】
　ガイド部２９の第３の態様についての詳細は、第２の態様と同様であるので省略する。
【００５８】
　ガイド部２９の第４の態様では、カバー被係止部形成部４９の近傍に位置している一対
の突起３９が、底壁部４３から各側壁部４５，４７と同方向に、各側壁部４５，４７より
も低く突出している。また、一対の突起３９は、突出部１９の厚さよりも僅かに大きい間
隔をあけて設けられている。また、突起３９の先端には、面取りがなされており、突出部
１９の挟み込みをしやすくなっている。
【００５９】
　そして、出力端子カバー５を開放位置から覆隠位置に回動するとき、カバー被係止部２
３がカバー係止部１１に係止される直前の状態から係止された状態までの間で、一対の突
起３９が部位４１（突出部１９の一部）をこの厚さ方向で挟み込み、出力端子カバー５の
位置（縦方向の位置）が補正され、出力端子カバー５がガイドされるようになっている。
【００６０】
　ところで、上記説明では、バスバモジュール１の長手方向の一端部側に設けられている
もの（出力端子カバー５等）についてのみ説明したが、バスバモジュール１では、図５～
図９で示すように、長手方向の他端部側にも、同様にもの（出力端子カバー５等）が設け
られている。
【００６１】
　ここで、バスバモジュール１のバッテリ集合体への設置等について説明する。
【００６２】
　まず、バスバ１３や出力端子７が設置されており出力端子カバー５が開放位置にあるバ
スバモジュール１をバッテリ集合体に設置する。
【００６３】
　続いて、出力端子７のオスねじ５５に他の機器からの電線の端子を接続する。
【００６４】
　続いて、出力端子カバー５を閉じる（開放位置から覆隠位置に回動する）。これにより
、設置済み出力端子７が覆われる。
【００６５】
　バスバモジュール１によれば、出力端子カバー５のヒンジ部２１が出力端子設置部９（
突出部１９）の基端側に設けられており、出力端子カバー５のカバー被係止部２３が出力
端子設置部９（突出部１９）の先端側に設けられているので（カバー被係止部２３が出力
端子設置部９の先端側にオフセットされているので）、バスバモジュール本体部３の基板
部位１７に邪魔されることなく、出力端子カバー５のカバー被係止部２３のところに指を
かけることができ、出力端子カバー５を開閉する作業がしやすくなっており、バッテリ集
合体に設置されたバスバモジュール１で、設置済み出力端子７等のメンテナンスがしやす
くなる。
【００６６】
　また、図１１等で示す従来のバスバモジュール３０３では、被係止部（カバー係止部）
と係止爪（カバー被係止部）とが、出力端子カバー３０１のヒンジ部と同じ高さに存在し
ているので、出力端子カバー３０１をヒンジ部のところで回動させて閉じるときに、回動
軌跡（回転軌跡）上、三方がふさがれており、一方向の位置決めしかできない（図１１の
矢印Ａ１１ａ方向の位置決めしかできない）。したがって、被係止部３０９とカバー係止
爪３１３との位置を回動軌跡の先端で嵌合する構造でないと（図１１で示す矢印Ａ１１ｂ
方向に被係止部３０９とカバー係止爪３１３と移すと）、ロックの位置合わせ（カバー係
止爪３１３に対する被係止部３０９の位置合わせ）がし難い。
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【００６７】
　しかし、本発明の実施形態に係るバスバモジュール１では、ガイド部２９が設けられて
いるので、カバー被係止部２３が出力端子設置部９の先端側にオフセットされていても、
出力端子カバー５を閉じるときに、カバー被係止部２３をカバー係止部１１に合わせやす
くなっている。
【００６８】
　たとえば、従来のバスバモジュールのように、ヒンジ部とカバー被係止部やカバー係止
部との高さ位置がほぼ同じであり（図１０（ｃ）参照）、図１０（ｃ）に矢印Ａ１０ｃ（
矢印Ａ１０ｃの長さは誇張してある）で示す量だけ位置合わせが必要な場合、図１０（ｄ
）に矢印Ａ１０ｄｙと矢印Ａ１０ｄｘだけ、ヒンジ部でカバー被係止部の位置を調整する
必要がある。
【００６９】
　ここで、従来のバスバモジュールでは、ヒンジ部とカバー被係止部とがほぼ同じ高さに
位置しているので、図１０（ｄ）の矢印Ａ１０ｄｙの長さが小さくなっている。この意味
するところは、出力端子カバーを閉じるときに、ヒンジ部は、概ね図１０（ｃ）方向の左
右方向の位置ずれだけ調整すればよく、カバー被係止部の位置の調整がしやすくなってい
る。
【００７０】
　一方、バスバモジュール１では、カバー被係止部２３が上方にオフセットされており（
図１０（ａ）参照）、図１０（ａ）に矢印Ａ１０ａ（矢印Ａ１０ａの長さは誇張してある
）で示す量だけ位置合わせが必要な場合、図１０（ｂ）に矢印Ａ１０ｂｙと矢印Ａ１０ｂ
ｘだけ、ヒンジ部２１でカバー被係止部２３の位置を調整する必要がある。
【００７１】
　バスバモジュール１では、カバー被係止部２３が上方にオフセットされているので、図
１０（ｂ）の矢印Ａ１０ｂｙの長さが比較的大きくなっている。この意味するところは、
出力端子カバー５を閉じるときに、ヒンジ部２１は、図１０（ａ）方向の左右方向と上下
方向との位置ずれを調整しなければならず、カバー被係止部２３の位置の調整がややし難
くなる。
【００７２】
　しかし、ガイド部２９が形成されていることで、カバー被係止部２３が出力端子設置部
９（突出部１９）の先端側にオフセットされていても（カバー被係止部２３が上方にオフ
セットされていても）、出力端子カバー５を閉じるときに、カバー被係止部２３の位置を
カバー係止部１１の位置に合わせやすくなっている。
【００７３】
　また、バスバモジュール１によれば、各側壁部４５，４７から最も離れた底壁部４３の
角部およびこの近傍から突出しているカバー被係止部形成部４９に、カバー被係止部２３
が設けられているので、カバー被係止部２３が設けられている部位が弾性変形しやすくな
っており、出力端子カバー５を閉じるときに、カバー被係止部２３をカバー係止部１１に
一層合わせやすくなっている。
【符号の説明】
【００７４】
　１　バスバモジュール
　３　バスバモジュール本体部
　５　出力端子カバー
　７　出力端子
　９　出力端子設置部
　１１　カバー係止部
　２１　ヒンジ部
　２３　カバー被係止部
　２９　ガイド部
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　３１　ガイド部を構成するガイド面
　３３　ガイド部を構成する部位
　３５　ガイド部を構成する凹部
　３７　ガイド部を構成する突起
　３９　ガイド部を構成する一対の突起
　４１　ガイド部を構成する部位
　４３　底壁部
　４５　第１の側壁部
　４７　第２の側壁部
　４９　カバー被係止部形成部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】

【図１４】



(15) JP 5973262 B2 2016.8.23

10

フロントページの続き

(72)発明者  劉　海峰
            静岡県掛川市大坂６５３－２　矢崎部品株式会社内
(72)発明者  菊池　幸久
            静岡県掛川市大坂６５３－２　矢崎部品株式会社内

    審査官  大畑　通隆

(56)参考文献  特開２００６－２６９１０３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｍ　２／１０
              Ｈ０１Ｍ　２／２０－　２／３４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

