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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラス極とマイナス極の電極端子（３、４）を一方に備えた複数の電池セル（２）と、
　積層された前記電池セル（２）の相互間に設けられた複数の絶縁板（５）と、
　前記電池セル（２）の相互間を電気的に接続する複数のバスバー（８）と、
　前記バスバー（８）の各々を夫々固定する複数のバスバー保持部材（９）と、
　隣り合う前記バスバー保持部材を連結する連結部（１２）と、を備え、
　前記絶縁板（５）と前記バスバー保持部材（９）との嵌合で嵌合部（６、７、１６）を
構成しており、
　前記絶縁板（５）は、この絶縁板（５）の厚み方向に対して直交する突起部（６、７）
を有し、
　前記バスバー保持部材（９）は、前記絶縁板（５）と前記バスバー保持部材（９）との
嵌合の際に、前記突起部（６、７）の前記バスバー保持部材（９）に対する嵌合位置を案
内する傾斜面（１７、１８）を有する溝部（１６）を備えており、
　前記絶縁板（５）と前記バスバー保持部材（９）との嵌合の際に、前記突起部（６、７
）の先端が前記傾斜面（１７、１８）の終端に到着した状態において、前記電極端子（３
、４）の先端と前記バスバー（８）の表面とが離間することを特徴とする電池モジュール
。
【請求項２】
　前記バスバー（８）は、板状体の四隅が面取りされて形成された面取り部（３０）と、
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前記バスバー（８）の中央部に形成された切欠き（３１）とを有し、
　前記バスバー保持部材（９）は、前記切欠き（３１）に挿入される凸部（３２）を有し
、
　前記バスバーが前記バスバー保持部材（９）に固定された状態で、前記切欠き（３１）
と前記凸部（３２）との間にクリアランスを形成して前記凸部（３２）に前記切欠き（３
１）が支持されることを特徴とする請求項１に記載の電池モジュール。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の電池モジュールの組付け方法であって、前記連結部（
１２）にて連結された複数の前記バスバー保持部材（９）の中に複数の前記バスバー（８
）を収納したバスバーモジュール（１５）を、積層され固定された前記電池セル（２）と
前記絶縁板（５）とを含む積層体（２０）の上から被せ、前記嵌合部（６、７、１６）の
一方と前記嵌合部（６、７、１６）の他方とを嵌合させることを特徴とする電池モジュー
ルの組付け方法。
【請求項４】
　前記嵌合部（６、７、１６）の一方と前記嵌合部（６、７、１６）の他方とを嵌合させ
て、前記絶縁板（５）と前記バスバー保持部材（９）との相対的位置を固定し、ひいては
、前記電極端子（３、４）と前記バスバー（８）との相対的位置を固定してから、前記バ
スバー（８）内に前記電極端子（３、４）を挿入することを特徴とする請求項３に記載の
電池モジュールの組付け方法。
【請求項５】
　プラス極とマイナス極の電極端子（３、４）を一方に備えた複数の電池セル（２）と、
　積層された前記電池セル（２）の相互間に設けられた複数の絶縁板（５）と、
　前記電池セル（２）の相互間を電気的に接続する複数のバスバー（８）と、
　前記バスバー（８）の各々を夫々固定する複数のバスバー保持部材（９）と、
　隣り合う前記バスバー保持部材を連結する連結部（１２）と、を備え、
　前記絶縁板（５）と前記バスバー保持部材（９）との嵌合で嵌合部（６、７、１６）を
構成する電池モジュールの組付け方法であって、
　前記連結部（１２）にて連結された複数の前記バスバー保持部材（９）の中に複数の前
記バスバー（８）を収納したバスバーモジュール（１５）を、積層され固定された前記電
池セル（２）と前記絶縁板（５）とを含む積層体（２０）の上から被せ、前記嵌合部（６
、７、１６）の一方と前記嵌合部（６、７、１６）の他方とを嵌合させる方法であり、
　前記嵌合部（６、７、１６）の一方と前記嵌合部（６、７、１６）の他方とを嵌合させ
て、前記絶縁板（５）と前記バスバー保持部材（９）との相対的位置を固定し、ひいては
、前記電極端子（３、４）と前記バスバー（８）との相対的位置を固定してから、前記バ
スバー（８）内に前記電極端子（３、４）を挿入することを特徴とする電池モジュールの
組付け方法。
【請求項６】
　前記絶縁板（５）は、この絶縁板（５）の厚み方向に対して直交する突起部（６、７）
を有し、
　前記バスバー保持部材（９）は、前記絶縁板（５）と前記バスバー保持部材（９）との
嵌合の際に、前記突起部（６、７）の前記バスバー保持部材（９）に対する嵌合位置を案
内する傾斜面（１７、１８）を有する溝部（１６）を備えることを特徴とする請求項５に
記載の電池モジュールの組付け方法。
【請求項７】
　前記バスバー（８）は、板状体の四隅が面取りされて形成された面取り部（３０）と、
前記バスバー（８）の中央部に形成された切欠き（３１）とを有し、
　前記バスバー保持部材（９）は、前記切欠き（３１）に挿入される凸部（３２）を有し
、
　前記バスバーが前記バスバー保持部材（９）に固定された状態で、前記切欠き（３１）
と前記凸部（３２）との間にクリアランスを形成して前記凸部（３２）に前記切欠き（３
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１）が支持されることを特徴とする請求項５または請求項６に記載の電池モジュールの組
付け方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層された複数の電池セルと、電池セル相互間を電気的に接続する複数のバ
スバーと、バスバーを保持するバスバー保持部材とを備えた電池モジュールおよびその組
付け方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１に記載のバスバーモジュールにおいては、複数積層された各電池セル
には、締結接続のためのボルトが設けられている。また、電池セル同士の絶縁を確保する
ための絶縁板を有する。電池セルと絶縁板とが複数積層されて電池モジュールが形成され
ている。電池モジュールの電池セル同士を繋ぐ導電性金属から成るバスバーが絶縁部材内
に納められている。この絶縁部材同士が可撓性を有する樹脂部材でつながれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－５９４５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１の技術によると、バスバーが収められた絶縁部材同士が可撓性の樹脂部
材で接続されている。このため、電池セルの積層公差を吸収しバスバーを組付けることは
可能であるが、個々の電池セルと絶縁部材に位置規制が無いため、組付時に個々に絶縁部
材の位置を調整してバスバーを組付ける必要があり、組付けに時間を要する。
【０００５】
　また、個々に位置を調整する際に、バスバーと電池セルの電極端子を成すボルトが干渉
する可能性があり、バスバーの通電接触面をキズつけ通電の信頼性が低下する可能性があ
る。
【０００６】
　本発明は、上記問題点に鑑み、積層された複数の電池セルに対してバスバー保持のため
の絶縁部材を組付け易い電池モジュールおよびその組付け方法を提供することを目的とす
る。
【０００７】
　従来技術として列挙された特許文献の記載内容は、この明細書に記載された技術的要素
の説明として、参照によって導入ないし援用することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は上記目的を達成するために、下記の技術的手段を採用する。すなわち、本発明
の一つでは、電池モジュール（１）は、プラス極とマイナス極の電極端子（３、４）を一
方に備えた複数の電池セル（２）を備える。電池モジュール（１）は、積層された電池セ
ル（２）の相互間に設けられた複数の絶縁板（５）と、電池セル（２）の相互間を電気的
に接続する複数のバスバー（８）とを備える。また、電池モジュール（１）は、バスバー
（８）の各々を夫々固定する複数のバスバー保持部材（９）と、隣り合うバスバー保持部
材（９）を連結する連結部（１２）とを備え、絶縁板（５）とバスバー保持部材（９）と
の嵌合で嵌合部（６、７、１６）を構成する。
　また、絶縁板（５）は、この絶縁板（５）の厚み方向に対して直交する突起部（６、７
）を有する。バスバー保持部材（９）は、絶縁板（５）とバスバー保持部材（９）との嵌
合の際に、突起部（６、７）のバスバー保持部材（９）に対する嵌合位置を案内する傾斜
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面（１７、１８）を有する溝部（１６）を備える。さらに、絶縁板（５）とバスバー保持
部材（９）との嵌合の際に、突起部（６、７）の先端が傾斜面（１７、１８）の終端に到
着した状態において、電極端子（３、４）の先端とバスバー（８）の表面とが離間する。
【０００９】
　この発明によれば、嵌合部の一方と嵌合部の他方とを嵌合させることにより、積層され
た絶縁板とバスバー保持部材の位置が定まる。従って、電池セルの電極端子とバスバーの
位置も定まり、積層された複数の電池セルに対して、バスバー保持部材を組付け易い電池
モジュールが得られる。
【００１１】
　この発明によれば、嵌合部の一方を成す突起部が、傾斜面を滑って溝部から成る嵌合部
の他方と嵌合することができ、バスバー保持部材と積層された電池セルとの位置合わせが
容易である。
【００１３】
　この発明によれば、突起部が傾斜面を滑り終えて、バスバー保持部材と積層された電池
セルとの位置合わせが終了した後に、電極端子の先端がバスバー内に挿入されるから、電
極端子がバスバーに擦れてバスバーの表面をキズ付けることがない。
【００１４】
　次に、電池モジュールの組付け方法において、連結部（１２）にて連結された複数のバ
スバー保持部材（９）の中に複数のバスバー（８）を収納してバスバーモジュール（１５
）を形成する。そして、このバスバーモジュール（１５）を、積層され固定された電池セ
ル（２）と絶縁板（５）とを含む積層体（２０）の上から被せ、嵌合部（６、７、１６）
の一方と嵌合部（６、７、１６）の他方とを嵌合させる。
　嵌合部（６、７、１６）の一方と嵌合部（６、７、１６）の他方とを嵌合させて、絶縁
板（５）とバスバー保持部材（９）との相対的位置を固定し、ひいては、電極端子（３、
４）とバスバー（８）との相対的位置を固定する。この固定が成されてから、バスバー（
８）内に電極端子（３、４）を挿入する。
【００１５】
　この発明によれば、バスバーモジュールとして構成された一部品を積層体の上に被せて
一気に組付けることができるため、組付けが容易である。
【００１７】
　この発明によれば、電池セルの電極端子とバスバーとの相対的位置を固定してから、バ
スバー内に電極端子を挿入するから、電極端子でバスバーの表面にキズを付けたり、組付
けに時間がかかりすぎたりしない。
【００１８】
　なお、特許請求の範囲および上記各手段に記載の括弧内の符号ないし説明は、後述する
実施形態に記載の具体的手段との対応関係を分かり易く示す一例であり、発明の内容を限
定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１実施形態を成す電池モジュールの正面図である。
【図２】上記実施形態における複数の電池セルが積層された電池モジュールの一部を示す
斜視図である。
【図３】上記実施形態における一つの電池セルを示す斜視図である。
【図４】上記実施形態における一つの絶縁板を示す斜視図である。
【図５】上記実施形態における連結されたバスバー保持部材の二組を並置して示す摸式的
な斜視図である。
【図６】上記実施形態におけるバスバー保持部材内にバスバーを挿入する状態を示す説明
図である。
【図７】上記実施形態におけるバスバー保持部材の一部を示す正面図である。
【図８】上記実施形態におけるバスバー保持部材と積層された電池セルとの寸法関係を説
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明する説明図である。
【図９】本発明の第２実施形態における電池モジュールに使用するバスバー保持部材の一
部平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に、図面を参照しながら本発明を実施するための複数の形態を説明する。各形態に
おいて先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する
説明を省略する場合がある。各形態において構成の一部を説明している場合は、構成の他
の部分については先行して説明した他の形態を適用することができる。
【００２１】
　各実施形態で具体的に組合せが可能であることを明示している部分同士の組合せばかり
ではなく、特に組合せに支障が生じなければ、明示していなくても実施形態同士を部分的
に組合せることも可能である。
【００２２】
　（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態について図１ないし図８を用いて詳細に説明する。図１は
、本発明の第１実施形態を成す電池モジュール（電池セルスタックとも言う）１を示して
いる。積層された複数の電池セル２の夫々は、陽極と負極の電極端子３、４を一方（図１
の上方）に備える。
【００２３】
　図２は、複数の電池セル２が積層された電池モジュール１の一部である電池セル２の積
層体２０を示している。図２において、電池セル２相互間に、合成樹脂から成る絶縁板５
が設けられている。この絶縁板５は、長方形の板状部材から成り一方に突出した２本の突
起部６、７（嵌合部の一方とも言う）が一体に成型されている。絶縁板５は、電池セル２
相互間を絶縁する。
【００２４】
　電池セル２相互間は、図１において破線で示される金属製のバスバー８で電気的に接続
される。具体的には、電極端子３、４がバスバー８の二つの孔内に通され、図示しないナ
ットで締め付けられて、図１の矢印Ｙ１１にて示す積層方向において隣り合う電池セル２
の電極端子３、４がバスバーで接続され、各電池セル２は直列に接続される。
【００２５】
　バスバー８の各々は、合成樹脂で成型されたバスバー保持部材９内に収納される。バス
バー保持部材９は、一方端が開放された容器であり、この容器内の底にバスバー８が置か
れている。バスバー８とバスバー保持部材９とは図示しないスナップアクション機構等で
結合される。
【００２６】
　図３は、一つの電池セル２を示している。また、図４は、一つの絶縁板５を示している
。電池モジュール１は、単位電池とも呼ばれる複数の電池セル２を積層して形成されてい
る。電池セル２の夫々は、缶タイプと呼ばれるものであり、上方にプラスとマイナスの電
極端子３、４を有する。この電池セル２を積層して５００ｋｇないし１トンの一定圧力で
加圧し、剛性の高い金属の拘束体で積層方向に電池セル２の積層体２０が延びないように
拘束している。上記剛性の高い金属の拘束体としては、図視しないコの字状の拘束バンド
および両端の圧接板が使用される。なお、圧接板はエンドプレートとも呼ばれ、両側から
電池セル２の積層体２０を拘束する。この拘束バンドが伸びない限り電池セル２が膨張す
ることが無い。
【００２７】
　これによって、電池セル２に電流が流れた場合における電池セル２の膨張を抑制し、電
池セル２の性能低下を防止している。各電池セル２の位置は、積層時のずれおよび寸法ば
らつきにより製品間で微妙に異なる。
【００２８】
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　電池セル２の電極端子３、４間には、電池セル２内でガスが発生した場合に開放してガ
スを安全な場所に導くための図示しない排煙部となる切り込み部が設けられている。排煙
部は常時は閉塞しているが、ガスの圧力で開いて排煙する。排煙されたガスは、図示しな
い排煙ダクト内に導かれ、所定の場所に排出される。排煙ダクトは、金属製又は合成樹脂
製のＵ字状チャンネル等から成る。
【００２９】
　複数のバスバー８および複数のバスバー保持部材９は、電池セル２の電極端子３、４間
を接続するために積層方向に並置されている。
【００３０】
　バスバー８は、隣接する電池セル２の電極端子３、４が接続される２つの端子結合孔を
有する。この端子結合孔の中に電極端子３、４が挿入されて接続される。これにより複数
の電池セル２は直列に接続される。
【００３１】
　前述のように、電池セル２を積層して加圧し、剛性の高い金属の拘束バンドで積層方向
に延びないように拘束している。しかし、電池セル２の位置は、寸法公差の範囲内でばら
つきが生じる。
【００３２】
　このように、各電池セル２の位置は、積層時のずれおよび寸法ばらつきに伴う寸法誤差
により製品間で微妙に異なる。一方、バスバー８は、端子結合孔の中に電極端子３、４が
挿入されて接続される。これにより、バスバー８の位置、ひいては、バスバー保持部材９
の位置と各電池セル２の位置とを合わせるための寸法誤差吸収部が必要となる。
【００３３】
　図５は、積層された電池セル２の上から一組毎に被せられる連結されたバスバー保持部
材９の二組を示している。この図５はバスバー８の位置がわかり易いように、バスバー保
持部材９が透明樹脂で作られているかのように一部透視して摸式的に描いている。実際は
、バスバー保持部材９は透明ではないためバスバー８の一部は見えない。図６は、バスバ
ー保持部材９内にバスバー８を矢印Ｙ６１のように挿入する状態を示している。
【００３４】
　２つの端子結合孔１０、１１を有するバスバー８相互間に可撓性の有る連結部１２を有
する。この連結部１２は、バスバー保持部材９と一体に樹脂成型されている。複数のバス
バー保持部材９は、連結部１２によって一体化され、かつ、各バスバー保持部材９内に、
バスバー８が収納される。このバスバー８が収納された一連のバスバー保持部材９（連結
部１２によって連結された複数のバスバー保持部材９）をバスバーモジュール１５という
。
【００３５】
　図７は、バスバー保持部材９の一部を示している。このバスバー保持部材９は、合成樹
脂から成る射出成型品である。バスバー保持部材９の側面には一体に嵌合部６、７、１６
の一方である突起部６、７（図１）と嵌合する嵌合部６、７、１６の他方と成る溝部１６
を有する。この溝部１６は、一対の相対向する傾斜面１７、１８を有する。突起部６、７
が溝部１６内に挿入されると突起部６、７の先端が傾斜面１７、１８の一方を滑り、突起
部６、７が溝部１６内の非傾斜面１９に案内される。
【００３６】
　一対の傾斜面１７、１８は、その傾斜面１７、１８相互間の幅が、突起部６、７が挿入
されるに従って小さくなり、相対向する非傾斜面１９では幅が一定となる。突起部６、７
の先端が傾斜面１７、１８を滑って案内され、非傾斜面１９相互間に挿入されたときに、
積層された電池セル２とバスバー保持部材９との位置関係が定まる。
【００３７】
　バスバー保持部材９は、電池セル２相互間を電気的に接続するための導電性金属である
バスバー８を固定し、かつバスバー８同士を絶縁し、更に電池モジュール１の積層公差を
吸収するため可撓性構造である連結部１２を備えた絶縁部材から成る。つまり、可撓性構
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造は、連結部１２を兼ねている。また、連結部１２相互間の中央に、嵌合部６、７、１６
の他方を成す溝部１６を有している。溝部１６は、図６のようにバスバー保持部材９の側
面に盛り上がって一体形成された相対向するリブによって形成されている。
【００３８】
　電池モジュール１を構成する絶縁板５に嵌合部６、７、１６の一方と成る突起部６、７
を有している。突起部６、７の先端は、図４のように面取り加工がなされている。バスバ
ー保持部材９に嵌合部６、７、１６の他方と成る溝部１６を有している。突起部６、７お
よび溝部１６のいずれか、もしくは両方にテーパ形状を有している。この実施形態のテー
パ形状は、上記傾斜面１７、１８によって形成される。
【００３９】
　電池モジュール１の公差最大箇所において、組付け時にガイド部となる突起部６、７を
、ガイド受け部と成る溝部１６に挿入可能である。また組付後に、ガイド部となる突起部
６、７とガイド受け部となる溝部１６の中心が一致する。
【００４０】
　このように、嵌合部６、７、１６の一方を成す突起部６、７は、積層された電池セルを
案内するガイド部として機能する。嵌合部６、７、１６の他方を成す溝部１６は、バスバ
ー保持部材９を案内するガイド部として機能する。この突起部６、７と溝部１６の関係は
逆にしても良い。この場合は、バスバー保持部材９に突起部６、７が設けられ、絶縁板５
に溝部１６が設けられる。
【００４１】
　バスバー８は、有害なキズ゛が無いように管理しており、ボルトの干渉により有害なキ
ズが発生する懸念が有る。このキズは、例えば打痕、削れ等によるバリの発生、又は、め
っきをしている場合におけるめっき層削れを含む。
【００４２】
　図８を用いて、バスバー保持部材９と積層された電池セル２との寸法関係および電池モ
ジュール１の組付け方法を説明する。図８は、積層された電池セル２の上端２１からバス
バー保持部材９の下端２２までの寸法がＤである状態を図示している。
【００４３】
　この状態では、突起部６、７の先端が、まだ溝部１６内に挿入されていない。電池セル
２の上端２１から電極端子３、４の先端までの長さがＣである。よって、図８において、
バスバー保持部材９の下端２２から電極端子３、４の先端までの長さは、Ｄ－Ｃとなる。
【００４４】
　一方、電池セル２の上端２１から突起部６、７の先端までの長さはＢである。また、電
池セル２の上端２１から溝部１６の傾斜面１７、１８の上端までの長さがＡである。よっ
て、突起部６、７の先端から溝部１６の傾斜面１７、１８の上端までの長さは、Ａ－Ｂと
成る。
【００４５】
　積層体２０にバスバー８およびバスバー保持部材９を組付ける時、突起部６、７が溝部
１６に向けて移動し始め、突起部６、７の先端が傾斜面１７、１８に案内されなくなるま
での突起部６、７の先端移動距離は、上記Ａ－Ｂとなる。そして、上記Ａ－Ｂは、上記Ｄ
－Ｃよりも小さく設定されている。
【００４６】
　この寸法関係によれば、突起部６、７をバスバー保持部材９に近づけて寸法Ａが小さく
なると、突起部６、７の先端が傾斜面１７、１８に当接して滑り始める。突起部６、７が
傾斜面１７、１８を滑り終えて、Ａ－Ｂがゼロに成ると、突起部６、７が非傾斜面１９相
互間の隙間内に挿入される。この結果、バスバー保持部材９と積層された電池セル２との
間の図８における左右方向の位置が決定される。突起部６、７の幅Ｅは、隙間の幅Ｆより
もわずかに小さくされている。
【００４７】
　Ａ－Ｂがゼロに成ってから、電極端子３、４の先端がバスバー８の下面位置に到達する
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。すなわちＤ－Ｃがゼロに成る。つまり、Ａ－Ｂがゼロに成ってから、後にＤ－Ｃがゼロ
に成る。このように、Ａ－Ｂの方がＤ－Ｃよりも小さく設定されている（Ａ－Ｂ＜Ｄ－Ｃ
）。
【００４８】
　これによれば、バスバー保持部材９と積層された電池セル２との位置合わせが終了した
後に、電極端子３、４の先端がバスバー８の端子結合孔１０、１１（図６）内に挿入され
る。よって、電極端子３、４がバスバー８に擦れてバスバー８の表面をキズ付けることが
ない。
【００４９】
　つまり、ガイドを成す突起部６、７とガイド受け部を成す溝部１６の中心が一致するま
での高さが、電池セル２の電極端子３、４の上先端高さがバスバー８の下面高さと一致す
るまでの高さより低いことを意味している。これにより、電極端子３、４がバスバー８の
下面にキズを付けることが抑制できる。
【００５０】
　このように、電池モジュール１を構成する絶縁板５の突起部６、７がガイド部を構成し
ている。この絶縁板５は、電池セル２相互間に挟まれている。そして、突起部６、７の中
心が、積層された電池セル２相互間の中心に一致している。積層された電池セル２に対し
て、バスバー保持部材９が案内されて突起部６、７が溝部１６内に嵌合し終えたとき、溝
部１６の中心位置が、絶縁板５を間に置いて隣り合う電池セル２同士の中心となる。
【００５１】
　電池モジュール１は、陽極と負極の電極端子３、４を一方に備えた複数の電池セル２と
、積層された電池セル２相互間に設けられ、嵌合部６、７、１６の一方が形成された絶縁
板５とを備える。
【００５２】
　また、電池モジュール１は、電池セル２相互間を電気的に接続する複数のバスバー８と
、バスバー８の各々を固定しバスバー８相互間に連結部１２を有するバスバー保持部材９
とを備える。かつ、電池モジュール１は、バスバー保持部材９に一体に設けられ嵌合部６
、７、１６の一方（突起部６、７）と嵌合する嵌合部６、７、１６の他方（溝部１６）を
有している。なお、突起部６、７と溝部１６の位置は逆でも良い。
【００５３】
　これによれば、嵌合部６、７、１６の一方と嵌合部６、７、１６の他方とを嵌合させる
ことにより、積層された絶縁板５とバスバー保持部材９の位置が定まる。ひいては、電池
セル２の電極端子３、４とバスバー８の位置も定まる。
【００５４】
　次に、嵌合部６、７、１６の一方は、積層された電池セル２を案内するガイド部として
機能する突起部６、７から成る。また、嵌合部６、７、１６の他方は、バスバー保持部材
９を案内するガイド受け部として機能する相対向する傾斜面１７、１８を有する溝部１６
から成る。これによれば、嵌合部６、７、１６の一方を成す突起部６、７が、傾斜面１７
、１８を滑って溝部１６から成る嵌合部６、７、１６の他方と嵌合することができる。
【００５５】
　次に、突起部６、７が溝部１６に向けて移動し始め突起部６、７の先端が傾斜面１７、
１８に案内されなくなるまでの移動距離である突起部６、７の先端から溝部１６内の傾斜
面１７、１８の終端までの寸法をＡ－Ｂとしている。この寸法Ａ－Ｂが、突起部６、７が
溝部１６に向けて移動し始めたときの電極端子３、４の先端からバスバー８の表面までの
寸法Ｄ－Ｃよりも小さく設定されている。
【００５６】
　これによれば、突起部６、７が傾斜面１７、１８を滑り終えて、バスバー保持部材９と
積層された電池セル２との位置合わせが終了した後に、電極端子３、４の先端がバスバー
８内に挿入される。
【００５７】
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　次に、連結部１２にて連結された複数のバスバー保持部材９の中に複数のバスバー８を
収納したバスバーモジュール１５を、図８のように、積層され固定された電池セル２と絶
縁板５とを含む積層体２０の上から被せている。その上で、嵌合部６、７、１６の一方と
嵌合部６、７、１６の他方とを嵌合させている。これによれば、バスバーモジュール１５
として構成された一部品を積層体２０の上に被せて一気に組付けることができるため、組
付けが容易である。
【００５８】
　次に、嵌合部６、７、１６の一方と嵌合部６、７、１６の他方とを嵌合させて、絶縁板
５とバスバー保持部材９との相対的位置を固定し、ひいては、電池セル２の電極端子３、
４とバスバー８との相対的位置を固定している。この相対的位置の固定を行ってから、バ
スバー８内に電極端子３、４を挿入している。
【００５９】
　従って、電池セル２の電極端子３、４とバスバー８との相対的位置を固定してから、バ
スバー８内に電極端子３、４を挿入するから、電極端子３、４でバスバー８の表面にキズ
を付けたり、組付けに時間がかかりすぎたりしない。
【００６０】
　（第１実施形態の作用効果）
　上記実施形態においては、電池モジュール１は、陽極と負極の電極端子３、４を一方に
備えた複数の電池セル２と、積層された電池セル２の相互間に設けられた複数の絶縁板５
と、電池セル２の相互間を電気的に接続する複数のバスバー８とを備える。また、電池モ
ジュール１は、バスバー８の各々を夫々固定する複数のバスバー保持部材９と、バスバー
保持部材９同士を連結する連結部１２とを備え、絶縁板５とバスバー保持部材９との嵌合
で嵌合部６、７、１６を構成する。
【００６１】
　これによれば、嵌合部６、７、１６の一方と嵌合部６、７、１６の他方とを嵌合させる
ことにより、積層された絶縁板とバスバー保持部材の位置が定まる。従って、電池セルの
電極端子とバスバーの位置も定まり、積層された複数の電池セルに対して、バスバー保持
部材を組付け易い電池モジュールが得られる。
【００６２】
　次に、絶縁板５は、この絶縁板５の厚み方向に対して直交する突起部６、７を有する。
バスバー保持部材９は、絶縁板５とバスバー保持部材９との嵌合の際に、突起部６、７の
バスバー保持部材９に対する嵌合位置を案内する傾斜面１７、１８を有する溝部１６を備
える。
【００６３】
　これによれば、嵌合部６、７、１６の一方を成す突起部６、７が、傾斜面を滑って溝部
１６から成る嵌合部６、７、１６の他方と嵌合することができ、バスバー保持部材と積層
された電池セルとの位置合わせが容易である。
【００６４】
　次に、絶縁板５とバスバー保持部材９との嵌合の際に、突起部６、７の先端が傾斜面１
７、１８の終端に到着した状態において、電極端子３、４の先端とバスバー８の表面とが
離間する。
【００６５】
　これによれば、突起部が傾斜面を滑り終えて、バスバー保持部材と積層された電池セル
との位置合わせが終了した後に、電極端子の先端がバスバー内に挿入されるから、電極端
子がバスバーに擦れてバスバーの表面をキズ付けることがない。
【００６６】
　次に、電池モジュールの組付け方法においては、連結部１２にて連結された複数のバス
バー保持部材９の中に複数のバスバー８を収納してバスバーモジュール１５を形成する。
そして、このバスバーモジュール１５を、積層され固定された電池セル２と絶縁板５とを
含む積層体２０の上から被せ、嵌合部６、７、１６の一方（突起部６、７）と嵌合部６、
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７、１６の他方（溝部１６）とを嵌合させる。
【００６７】
　これによれば、バスバーモジュールとして構成された一部品を積層体の上に被せて一気
に組付けることができるため、組付けが容易である。
【００６８】
　次に、嵌合部６、７、１６の一方と嵌合部６、７、１６の他方とを嵌合させて、絶縁板
５とバスバー保持部材９との相対的位置を固定し、ひいては、電極端子３、４とバスバー
８との相対的位置を固定する。この固定が成されてから、バスバー８内に電極端子３、４
を挿入する。
【００６９】
　これによれば、電池セルの電極端子とバスバーとの相対的位置を固定してから、バスバ
ー内に電極端子を挿入するから、電極端子でバスバーの表面にキズを付けたり、組付けに
時間がかかりすぎたりしない。
【００７０】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。なお、以降の各実施形態においては、
上記した第１実施形態と同一の構成要素には同一の符号を付して説明を省略し、異なる構
成について説明する。なお、第２実施形態以下については、第１実施形態と同じ符号は、
同一の構成を示すものであって、先行する説明が援用される。
【００７１】
　図９は、本発明の第２実施形態におけるバスバー保持部材９の一部を示している。また
、バスバー８の四隅に面取り部３０が形成されている。なお、図９は、角部を直線状にカ
ットした面取り部３０として図示しているが、曲面状に角部をカットして面取り部３０を
形成してもよい。
【００７２】
　バスバー８の中央部には、相対向する切欠き３１が設けられている。合成樹脂の収納容
器となるバスバー保持部材９の凸部３２が切欠き３１内に挿入され、バスバー８がバスバ
ー保持部材９内に保持されている。バスバー保持部材９の凸部３２と切欠き３１との間に
は、適度なクリアランスが設定されている。
【００７３】
　バスバー８の四隅に面取り部３０が形成されているため、バスバー８がバスバー保持部
材９内で多少傾いたりローリングしたりすることが容易である。これによって、バスバー
保持部材９が連結部１２のねじれ等により位置ずれしても、バスバー８が電池セル２の電
極端子３、４に正確に取りつけ易くなる。
【００７４】
　（第２実施形態の作用効果）
上記第２実施形態においては、バスバー保持部材９内に収納されたバスバー８の四隅に面
取り部３０が形成されている。かつ、バスバー８の中央部の切欠き３１が、バスバー保持
部材９の凸部３２にクリアランスを介して支持されている。
【００７５】
　換言すれば、バスバー８は、板状体の四隅が面取りされて形成された面取り部３０と、
バスバー８の中央部に形成された切欠き３１とを有する。バスバー保持部材９は、切欠き
３１に挿入される凸部３２を有する。バスバー８がバスバー保持部材９に固定された状態
で、切欠き３１と凸部３２との間にクリアランスを形成して凸部３２に切欠き３１が支持
される。
【００７６】
　これによれば、バスバー８が容易にバスバー保持部材９の中でローリングしたり傾いた
りすることができる。従って、連結部１２等によりバスバー保持部材９にねじれがあって
も正しくバスバー８を電極端子３、４に取り付けることができる。
【００７７】
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　（他の実施形態）
　上記の実施形態では、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は上記し
た実施形態に何ら制限されることなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲において種々変形
して実施することが可能である。上記実施形態の構造は、あくまで例示であって、本発明
の範囲はこれらの記載の範囲に限定されるものではない。本発明の範囲は、特許請求の範
囲の記載によって示され、更に特許請求の範囲の記載と均等の意味および範囲内での全て
の変更を含むものである。
【００７８】
　上記実施形態においては、連結部１２に可撓性を持たせている。つまり連結部１２を柔
らかい樹脂部材で形成している。このために連結部１２の樹脂の肉厚を薄くすることは有
益である。また、連結部１２が、形状的に曲がり部分（ベント機構）を有し、曲がり易く
されていることも有益である。しかし、連結されたバスバー保持部材の可撓性のある部分
を連結部１２に設けなくても良い。要は、バスバー保持部材９の一部に曲がり易い、ある
いは、伸縮し易い部分を構成すればよい。
【符号の説明】
【００７９】
　１　電池モジュール
　２　電池セル
　３、４　電極端子
　５　絶縁板
　６、７　突起部（嵌合部の一方）
　６、７、１６　嵌合部
　９　バスバー保持部材
　１２　連結部
　１６　溝部（嵌合部の他方）
　１７、１８　傾斜面
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