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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電池の正極及び負極を交互に逆方向に重ね合わせてなる電池スタックに設けられ
、隣り合う２つの電池の正極と負極をそれぞれ互いに接続する複数のバスバー、端子及び
電線を収容するバスバーモジュールであって、
  前記電池スタックの一方の側縁に沿って重ね合わせ方向に配列される複数の前記バスバ
ーを収容する第１群の収容部と、
  前記電池スタックの前記第１群の収容部の反対側の側縁に沿って重ね合わせ方向に配列
される前記バスバーを収容する第２群の収容部と、
　前記第１群の収容部の外側に沿って位置し、複数の前記電線を収容する第１の電線収容
部と、
  前記第１の電線収容部の端部に位置し、前記複数の電線を取り出す構造を有する第１の
取出部と、
  前記第２群の収容部の外側に沿って位置し、複数の前記電線を収容する第２の電線収容
部と、
  前記第２の電線収容部の端部に位置し、前記複数の電線を取り出す構造を有する第２の
取出部と、　
　前記第１群の収容部と前記第２群の収容部との間に位置し、前記第１群の収容部の各収
容部に対向する前記第２群の収容部の各収容部とを連結して設けられ、前記電線を収容す
る複数の連結部と、
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  前記連結部に設けられ、前記電線を収容する電線配索部と、
を備えることを特徴とするバスバーモジュール。
【請求項２】
  前記連結部の前記電線配索部は、前記第２群の収容部から前記第１の電線収容部へ前記
電線を１本導き、若しくは前記第１群の収容部から前記第２の電線収容部へ前記電線を１
本導く構造であることを特徴とする請求項１に記載のバスバーモジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バスバーモジュール用電線配索構造に関し、特に、収容部を連結する連結部
に設けられたバスバーモジュール用電線配索構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のバスバーモジュール用電線配索構造は、バスバーモジュールの外側部及び中間部
に、電線を配索するための電線配索スペースを設け、電池電圧検出や電池温度検出のため
の検出線（電線）を複数配索し、全ての電線を１つの取出部に集約してコネクタ等を介す
ることで、バスバーモジュールの外部へ出力を行っている。
【０００３】
　また、複数の電池の各電極が直線上に並ぶように当該複数の電池が重ねられて構成され
た電池集合体に取り付けられる電池集合体取付体であって、（イ）前記各電極にそれぞれ
電気接続される複数の端子と、（ロ）前記各端子にそれぞれ電気接続される複数の電線と
、（ハ）前記複数の端子を収容する端子収容部と、前記複数の電池の重なり方向に沿って
延びた樋状に形成され、前記各端子に電気接続された前記複数の電線を収容してこれら複
数の電線を前記電池集合体の一端側に配索する電線収容部と、前記端子収容部の内部と前
記電線収容部の内部とに連通し、前記各端子に電気接続された前記各電線をそれぞれ前記
端子収容部から前記電線収容部に導く複数の電線導出部と、が設けられたプレートと、（
ニ）前記プレートと別体で形成され、前記電線収容部の開口部内を前記電池集合体の他端
側から一端側に向かう方向にスライドされることで前記電線収容部に取り付けられて前記
開口部を覆うカバーと、を有していることを特徴とする電池集合体取付体が提案されてい
る（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－６５７４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　電池集合体（電池スタック）に含まれる電池の数（セル数）の増加に伴い、バスバーモ
ジュール内に配索される検出線（電線）の本数が増加している。従来のバスバーモジュー
ル用電線配索構造では、全ての電線を１つの取出部に集約するので、全ての電線を束ねる
と、取出部における電線束の取り回しが困難になる。特に、対向する方向からそれぞれ延
伸する電線束を全て束ねる場合、取出部における電線束の取り回しがより困難になる。ま
た、全ての電線を束ねずに、複数の電線束に分けることも考えられるが、検出回路の配索
上、バスバーモジュールの両外側部の検出線（電線）を組み合わせる必要があり、取出部
における検出線のボリューム自体が大きくなってしまう。
【０００６】
　また、従来のバスバーモジュール用電線配索構造では、バスバーモジュールの中間部に
複数の検出線が配索されているので、電池スタック異常時に排煙弁から排出される高温ガ
スにより、検出線の絶縁体が溶損した場合、近接する検出線がショートして検出性能に影
響を与えるおそれがある。
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【０００７】
　例えば、図７は、従来のバスバーモジュール用電線配索構造を示した図である。図７に
示すように、バスバーモジュール１００は、複数のバスバーモジュール用収容部５０と、
外側電線収容部（外側部）５１と、中間電線収容部（中間部）５２と、取出部５３とを備
える。
【０００８】
　バスバーモジュール１００は、電池スタック５５に組み付けられ、電源部を構成する。
電池スタックは、複数の電池を重ね合わせたものであり、それぞれの電池が正極及び負極
を有している。複数の電池を重ね合わせる際に、隣接する２つの電池の正極と負極が隣り
合うように、複数の電池が交互に逆方向に重ね合わされている。
【０００９】
　収容部５０は、隣接する２つの電池の正極と負極とを電気的に接続するバスバー５６と
、電池の電極に導通する端子５７と、バスバー５６及び端子５７を電池の電極に締め付け
るナット５８とを収容する。端子５７は、電池電圧を検出するための検出線（電線）５９
に接続されている。複数の端子５７にそれぞれ接続された複数の検出線５９は、外側電線
収容部５１に配索され、２列の外側電線収容部５１－１，５１－２を経由して取出部５３
で集約される。このように、全ての検出線５９を１つの取出部５３に集約して束ねると、
取出部５３における検出線束の取り回しが困難になり、取出部５３における検出線５９の
ボリューム自体が大きくなってしまう。特に、２列の外側電線収容部５１－１，５１－２
を経由して、対向する方向からそれぞれ延伸する検出線束を全て束ねる場合、検出線束を
交差させて取出部５３で集約するので、取出部５３における電線束の取り回しがより困難
になる。
【００１０】
　また、検出線（電池電圧検出や電池温度検出のための検出線）が、中間電線収容部５２
を経由して、複数の検出線５９とともに取出部５３で集約される。図８は、図７のＸ部分
を拡大した図である。図８に示すように、複数の検出線６０が中間電線収容部５２に配索
されて、取出部５３で集約される。図９は、図８の線Ａ－Ａを矢印方向から見た断面図で
ある。図９（ａ）に示すように、複数の検出線６０が中間電線収容部５２に配索されてい
る。そして、図９（ｂ）に示すように、電池スタック５５の異常時に排煙弁から排出され
る高温ガスにより、検出線６０の絶縁体が溶損し、導線６２が剥き出しになる（露出する
）。中間電線収容部５２に配索されている複数の導線６２が剥き出しになった場合、検出
線６０がショートして検出性能に影響を与えてしまう。図１０は、図９（ｂ）を上から見
た図である。図１０に示すように、剥き出しになった導線６２が近接した場合、検出線６
０がショートして検出性能に影響を与えてしまう。
【００１１】
　本発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、取出部における電線束の取り
回しを容易にし、電池スタック異常時に排煙弁から排出される高温ガスにより検出線の絶
縁体が溶損した場合にも、検出線のショートを防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
  本発明のバスバーモジュールは、複数の電池の正極及び負極を交互に逆方向に重ね合わ
せてなる電池スタックに設けられ、隣り合う２つの電池の正極と負極をそれぞれ互いに接
続する複数のバスバー、端子及び電線を収容するバスバーモジュールであって、前記電池
スタックの一方の側縁に沿って重ね合わせ方向に配列される複数の前記バスバーを収容す
る第１群の収容部と、前記電池スタックの前記第１群の収容部の反対側の側縁に沿って重
ね合わせ方向に配列される前記バスバーを収容する第２群の収容部と、前記第１群の収容
部の外側に沿って位置し、複数の前記電線を収容する第１の電線収容部と、前記第１の電
線収容部の端部に位置し、前記複数の電線を取り出す構造を有する第１の取出部と、前記
第２群の収容部の外側に沿って位置し、複数の前記電線を収容する第２の電線収容部と、
前記第２の電線収容部の端部に位置し、前記複数の電線を取り出す構造を有する第２の取
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出部と、前記第１群の収容部と前記第２群の収容部との間に位置し、前記第１群の収容部
と前記第２群の収容部とを連結して設けられ前記電線を収容する複数の連結部と、前記連
結部に設けられ、前記電線を収容する電線配索部とを備える。
【００１３】
　この構成によれば、連結部に設けられる電線配索部に電線が配索されることにより、第
１群の収容部側から第２群の収容部側へ（若しくは、第２群の収容部側から第１群の収容
部側へ）電線を配索することができるので、電線の配索方向を選択することで、電線束の
取り回しを容易にすることができる。
【００１４】
　本発明のバスバーモジュール用電線配索構造は、前記第１群の収容部を構成する第１の
収容部と、前記第２群の収容部を構成し、前記第１の収容部の少なくとも一部に対向する
第２の収容部とを備え、前記電線配索部は、前記第１の収容部と前記第２の収容部とを連
結する前記連結部に設けられる。
【００１５】
　この構成によれば、対向する収容部のうち、一方の収容部側から他方の収容部側へ電線
を配索することができ、これを対向する収容部ごとに行うことで、対向する収容部ごとに
電線の配索方向を選択し、電線束の取り回しを容易にすることができる。
【００１７】
　また、第１の電線収容部及び第２の電線収容部の何れかに、全ての電線を配索／集約す
ることができ、取出部において全ての電線を集約する必要がなくなるので、電線束の取り
回しを容易にすることができる。また、第１の電線収容部及び第２の電線収容部のそれぞ
れに電線を配索／集約する場合であっても、第１の取出部及び第２の取出部のそれぞれか
ら電線を外部に取り出すことができ、外部において全ての電線を集約することができるの
で、取出部において全ての電線を集約する必要がなくなり、電線束の取り回しを容易にす
ることができる。
【００１８】
  本発明のバスバーモジュールの前記電線配索部は、前記第２群の収容部から前記第１の
電線収容部へ前記電線を１本導き、若しくは前記第１群の収容部から前記第２の電線収容
部へ前記電線を１本導く構造とする。
 
【００１９】
　この構成によれば、電線配索部に収容される電線は１本であるので、電池スタックの異
常時に排煙弁から排出される高温ガスにより、電線（検出線）の絶縁体が溶損し、電線配
索部内で導線が露出しても、電線（検出線）のショートを防止することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、取出部における電線束の取り回しを容易にし、電池スタック異常時に排煙弁
から排出される高温ガスにより検出線の絶縁体が溶損した場合にも、検出線のショートを
防止することができるという効果を有するバスバーモジュール用電線配索構造を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本実施の形態のバスバーモジュール用電線配索構造を含むバスバーモジュールの
一例を示した図である。
【図２】図１の一部を拡大した図である。
【図３】図１の一部を拡大した図であり、他の配索例を示した図である。
【図４】図３の線Ｂ－Ｂを矢印から見た断面図である。
【図５】図４（ｂ）の上面図である。
【図６】図３の他の配索例を示した図である。
【図７】従来のバスバーモジュール用電線配索構造を示した図である。
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【図８】図７のＸ部分を拡大した図である。
【図９】図８の線Ａ－Ａを矢印方向から見た断面図である。
【図１０】図９（ｂ）の上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態のバスバーモジュール用電線配索構造について、図面を用い
て説明する。図１は、本実施の形態のバスバーモジュール用電線配索構造を含むバスバー
モジュールの一例を示した図である。
【００２３】
　バスバーモジュール１は、バッテリ（電池スタック）１０に組み付けられ、電源部を構
成する。電池スタック１０は、複数の電池を重ね合わせたものであり、それぞれの電池が
正極及び負極を有している。複数の電池を重ね合わせる際に、隣接する２つの電池の正極
と負極が隣り合うように、複数の電池が交互に逆方向に重ね合わされている。
【００２４】
　この電源装置は、自動車の各構成要素に電源を供給する。また、この電源部は、電気自
動車やハイブリッド自動車に搭載され、電動モーターに電源を供給したり、電動モーター
から充電したりする。
【００２５】
　バスバーモジュール１は、複数の収容部２を備える。収容部２は、バスバー３、端子４
、及び端子に接続される電線５のうち少なくとも１つを収容する。複数の収容部２は、収
容部２の長手方向に配置されている。バスバーモジュール１は、収容部２を配列した第１
群の収納部２１と、収容部２を配列した第２群の収容部２２とを備える。つまり、長手方
向に配置された複数の収容部２は、間隔を空けて、２列配置されている。
【００２６】
　バスバー３は、プレス加工等により成形された板状金属片であり、凸形の電極を通す２
つの孔部を備える。２つの孔部のうち一方は、隣接する電池のうち一方の正極を通す。２
つの孔部のうち他方は、隣接する電池のうち他方の負極を通す。これにより、複数の電池
が電気的に直列に接続される。電極を孔部に通したバスバー３は、電極にナット６を締め
つけることで、収容部２内に固定される。
【００２７】
　端子４は、プレス加工等により成形された板状金属片であり、凸形の電極を通す１つの
孔部を備える。端子４がバスバー３の上部に重なるように、端子４の孔部は、バスバー３
の孔部の上部から電極を通す。端子４は、電池電圧を検出するために、検出線（電線）５
に接続される。電極を孔部に通した端子４は、電極にナット６を締めつけることで、バス
バー３とともに収容部２内に固定される。
【００２８】
　電線５は、一端が端子４に接続され、他端がコネクタに接続される。電線５は、電気的
に接続される部分では、導体が露出しているが、それ以外の部分では、絶縁体で覆われて
いる周知の被覆電線である。また、上述のように、高温ガスにより絶縁体が溶損して導体
が露出する場合がある。電線５は、端子４からバスバーモジュール１内に配索され、コネ
クタに接続されることにより、電圧検出回路に接続される。
【００２９】
　第１群の収納部２１と第２群の収容部２２との間には、第１群及び第２群の収容部２１
，２２の内側部にそれぞれ隣接する内側電線収容部７が設けられる。内側電線収容部７は
、第１群及び第２群の収容部２１，２２と略平行に、収容部２の長手方向に延伸している
。
【００３０】
　また、第１群及び第２群の収容部２１，２２の外側部にそれぞれ隣接する外側電線収容
部７１，７２が設けられる。外側電線収容部７１，７２は、第１群及び第２群の収容部２
１，２２と略平行に、収容部２の長手方向に延伸している。第１の電線収容部（外側電線
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収容部）７１は、第１群の収容部２１の外側に位置し、複数の電線５を収容する。第２の
電線収容部（外側電線収容部）７２は、第２群の収容部２２の外側に位置し、複数の電線
５を収容する。
【００３１】
　第１群の収容部２１と第２群の収容部２２との間には、第１群の収容部２１と第２群の
収容部２２とを連結する連結部８が位置している。連結部８には、電線５を収容する電線
配索部９が設けられ、第１群及び第２群の収容部２１，２２と略垂直に、収容部２の短手
方向に延伸している。
【００３２】
　また、第１群の収容部２１と第２群の収容部２２のそれぞれにおいて、収容部２間に、
電線５を収容する電線配索部１１が設けられ、第１群及び第２群の収容部２１，２２と略
垂直に、収容部２の短手方向に延伸している。電線配索部１１は、内側電線収容部７と外
側電線収容部７１，７２とを接続し、端子４からの電線５を内側電線収容部７から外側電
線収容部７１，７２へと導く。
【００３３】
　第１の取出部７３は、第１の電線収容部（外側電線収容部）７１の端部に位置し、複数
の電線５を取り出す構造を有する。第２の取出部７４は、第２の電線収容部（外側電線収
容部）７２の端部に位置し、複数の電線５を取り出す構造を有する。外側電線収容部７１
，７２へ導かれた複数の電線５は、第１の取出部７３及び第２の取出部７４にそれぞれ集
約され、コネクタ等を介することで、バスバーモジュール１の外部へ接続される。
【００３４】
　第１群の収容部２１と第２群の収容部２２のそれぞれにおいて、隣接する収容部２は、
ヒンジ１２により連結される。ヒンジ１２は、弾性力を有することにより、収縮／拡大又
は撓曲することで、隣接する収容部２の間隔を調整する。これにより、累積公差が大きい
電池スタック１０に、バスバーモジュール１を容易に取り付けることができる。また、内
側電線収容部７及び外側電線収容部７１，７２も、収容部２と同様に、各区分に分離され
ているか、分離された各区分を弾性部（ヒンジ等）により連結している。例えば、内側電
線収容部７は、ヒンジ１３により連結される。ヒンジ１３は、弾性力を有することにより
、収縮／拡大又は撓曲することで、隣接する内側電線収容部７の間隔を調整する。これに
より、累積公差が大きい電池スタック１０に、バスバーモジュール１を容易に取り付ける
ことができる。
【００３５】
　次に、電線５の配索について説明する。図２は、図１の一部を拡大した図である。図２
に示すように、第１群の収容部２１は、収容部２－１，２－２を収容部２の長手方向に配
列している。収容部２－１と収容部２－２は、ヒンジ１２－１により連結されている。収
容部２－１の内側には、所定の空間を隔てて、内側電線収容部７－１が設けられる。収容
部２－２の内側には、所定の空間を隔てて、内側電線収容部７－２が設けられる。内側電
線収容部７－１と内側電線収容部７－２は、ヒンジ１３－１により連結されている。内側
電線収容部７－１，７－２は、収容部２の長手方向に電線５を収容する。内側電線収容部
７は、対向する２つの突起部（又は爪部）１４を備え、２つの突起部１４に電線５が係止
されることにより、電線５が内側電線収容部７内に保持されるような構造を備える。
【００３６】
　収容部２－１と収容部２－２との間には、ヒンジ１２の他、電線配索部１１－１が設け
られる。電線配索部１１－１は、収容部２の短手方向に電線５を収容する。電線配索部１
１は、ヒンジ１２－１の両側に、対向する２つの突起部（又は爪部）１５を備え、２つの
突起部１５に電線５が係止されることにより、電線５が電線配索部１１内に保持されるよ
うな構造を備える。
【００３７】
　連結部８は、内側電線収容部７－１から略垂直に第２群の収容部２２の内側電線収容部
７へ延伸している。これにより、連結部８は、第１群の収容部２１と第２群の収容部２２
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とを連結する。図１に示すように、連結部８は、第２群の収容部２２を構成する収容部２
の間における電線配索部１１と略同一直線上（短手方向）に配置される。これにより、第
１群の収容部２１から配索される電線５が、連結部８に設けられた電線配索部９を経由し
て、第２群の収容部２２の電線配索部１１に直線的に配索され、無駄な迂回や屈曲をする
ことなく第２の電線収容部（外側電線収容部）７２に導かれる。
【００３８】
　連結部８に設けられた電線配索部９は、対向する２つの突起部（又は爪部）１６を備え
、２つの突起部１６に電線５が係止されることにより、電線５が電線配索部９内に保持さ
れるような構造を備える。
【００３９】
　収容部２－１の端子４－１に接続された電線５－１は、電線配索部７－１から電線配索
部１１－１に配索され、第１の電線収容部（外側電線収容部）７１に導かれる。収容部２
－２の端子４－２に接続された電線５－２は、電線配索部７－２から電線配索部９を経由
して電線配索部１１－２に配索され、第２の電線収容部（外側電線収容部）７２に導かれ
る。
【００４０】
　このように、連結部８に設けられた電線配索部９は、選択に応じて、第１群の収容部２
１から第２群の収容部２２へ電線５を導き、第２の電線収容部（外側電線収容部）７２に
電線５を導く。若しくは、連結部８に設けられた電線配索部９は、選択に応じて、第２群
の収容部２２から第１群の収容部２１へ電線５を導き、第１の電線収容部（外側電線収容
部）７１に電線５を導く。また、第１の取出部７３は、第２群の収容部２２から第１の電
線収容部７１へ導かれる電線５を取り出す構造を有する。第２の取出部７４は、第１群の
収容部２１から第２の電線収容部７２へ導かれる電線５を取り出す構造を有する。
【００４１】
　この結果、第１の電線収容部７１及び第２の電線収容部７２の何れかに、全ての電線５
を配索／集約することができ、取出部において全ての電線５を集約する必要がなくなるの
で、電線束の取り回しを容易にすることができる。また、図２に示すように、電線５－１
は第１の電線収容部７１に配索／集約し、電線５－２は第２の電線収容部７２に配索／集
約することで、第１の電線収容部７１及び第２の電線収容部７２のそれぞれに電線５を配
索／集約する場合であっても、第１の取出部７３及び第２の取出部７４のそれぞれから電
線５を外部に取り出すことができ、外部において全ての電線５を集約することができるの
で、取出部において全ての電線５を集約する必要がなくなり、電線束の取り回しを容易に
することができる。
【００４２】
　図３は、図１の一部を拡大した図であり、他の配索例を示した図である。図３に示すよ
うに、バスバーモジュール用電線配索構造は、第１群の収容部２１を構成する収容部（第
１の収容部）２－３と、第２群の収容部２２を構成し、第１の収容部２－３の少なくとも
一部に対向する収容部（第２の収容部）２－４とを備える。電線配索部９－３は、収容部
（第１の収容部）２－３と収容部（第２の収容部）２－４とを連結する連結部８－３に設
けられる。
【００４３】
　同様に、バスバーモジュール用電線配索構造は、第１群の収容部２１を構成する収容部
（第１の収容部）２－５と、第２群の収容部２２を構成し、第１の収容部２－５の少なく
とも一部に対向する収容部（第２の収容部）２－６とを備える。電線配索部９－５は、収
容部（第１の収容部）２－５と収容部（第２の収容部）２－６とを連結する連結部８－５
に設けられる。
【００４４】
　図１に示すように、バスバー３は、隣接する２つの電池の正極と負極を電気的に接続し
、第１群及び第２群の収容部２１，２２の長手方向にそれぞれ配列されている。第１群の
収容部２１のバスバー３と第２群の収容部２２のバスバー３は、互いに対向し、１電極ず
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れて配列されている。これにより、重ね合わされた複数の電池を電気的に直列に接続する
。このようにバスバー３を配列するために、収容部２がバスバーモジュール１に配置され
る。したがって、図３の収容部（第１の収容部）２－３及び収容部（第２の収容部）２－
４は、互いに対向し、１電極ずれて配列されている。同様に、収容部（第１の収容部）２
－５及び収容部（第２の収容部）２－６は、互いに対向し、１電極ずれて配列されている
。
【００４５】
　図３に示す連結部８－３，８－５は、収容部（第１の収容部）２－３，２－５の長手方
向中央部から短手方向に延伸する。換言すれば、連結部８－３，８－５は、収容部（第２
の収容部）２－４，２－６の電線配索部１１－４，１１－６から短手方向に延伸する。
【００４６】
　収容部２－３の端子４－３に接続された電線５－３は、電線配索部７－３から電線配索
部１１－３に配索され、第１の電線収容部（外側電線収容部）７１に導かれる。収容部２
－４の端子４－４に接続された電線５－４は、電線配索部７－４から電線配索部９及び電
線配索部７－３を経由して電線配索部１１－３に配索され、第１の電線収容部（外側電線
収容部）７１に導かれる。収容部２－５の端子４－５に接続された電線５－５は、電線配
索部７－５から電線配索部９－５を経由して電線配索部１１－６に配索され、第２の電線
収容部（外側電線収容部）７２に導かれる。
【００４７】
　このように、連結部８－３に設けられた電線配索部９－３は、選択に応じて、収容部（
第２の収容部）２－４から第１の電線収容部（外側電線収容部）７１へ電線５－４を導く
。若しくは、連結部８－５に設けられた電線配索部９－５は、選択に応じて、収容部（第
１の収容部）２－５から第２の電線収容部７２へ電線５－５を導く。
【００４８】
　また、電線配索部９－３は、収容部（第２の収容部）２－４から第１の電線収容部７１
へ電線５－４を１本導いてもよい。若しくは、電線配索部９－５は、収容部（第１の収容
部）２－５から第２の電線収容部７２へ電線５－５を１本導いてもよい。
【００４９】
　図４は、図３の線Ｂ－Ｂを矢印から見た断面図である。図４（ａ）に示すように、電線
配索部９－５は、電線５－５を１本収容し、突起部１６により電線５－５を電線配索部９
－５内に保持している。この場合、図４（ｂ）に示すように、電池スタック１０の異常時
に排煙弁から排出される高温ガスにより、電線（検出線）５－５の絶縁体が溶損し、導線
６４が剥き出しになる（露出する）ことがある。しかし、電線配索部９－５に配索されて
いる導線６４が剥き出しになっても、電線配索部９－５に収容される電線５－５は１本で
あるので、電線（検出線）５－５がショートして検出性能に影響を与えることはない。
【００５０】
　図５は、図４（ｂ）を上から見た図である。図５に示すように、電線（検出線）５－５
の絶縁体が溶損し、電線配索部９－５内で導線６４が露出しても、電線（導線）５－５の
ショートを防止することができる。同様に、電線配索部９－３に収容される電線５－４は
１本であるので、電池スタック１０の異常時に排煙弁から排出される高温ガスにより、電
線（検出線）５－４の絶縁体が溶損し、電線配索部９－３内で導線６５が露出しても、電
線（検出線）５－４のショートを防止することができる。
【００５１】
　以上、本発明にかかる実施の形態について説明したが、本発明はこれらに限定されるも
のではなく、請求項に記載された範囲内において変更・変形することが可能である。
【００５２】
　図６は、図３の他の配索例を示した図である。図３では、電線５－３は、電線配索部７
－３から電線配索部１１－３に配索され、第１の電線収容部（外側電線収容部）７１に導
かれるが、図６に示すように、電線５－３は、電線配索部７－３から電線配索部９－３を
経由して電線配索部１１－４に配索され、第２の電線収容部（外側電線収容部）７２に導
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この結果、第２の電線収容部７２に全ての電線５を配索／集約することができ、取出部に
おいて全ての電線５を集約する必要がなくなるので、電線束の取り回しを容易にすること
ができる。
【００５３】
　また、本実施の形態では、電線５を収容する電線配索部９は、第１群及び第２群の収容
部２１，２２と略垂直に、収容部２の短手方向に延伸しているが、短手方向と所定の角度
をなして、長手方向及び短手方向に対して斜め方向に延伸してもよい。また、電線配索部
９を斜め方向に延伸させるために、連結部８は、第１群の収容部２１と第２群の収容部２
２とを、長手方向及び短手方向に対して斜め方向に連結してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明のバスバーモジュール用電線配索構造は、取出部における電線束の取り回しを容
易にし、電池スタック異常時に排煙弁から排出される高温ガスにより検出線の絶縁体が溶
損した場合にも、検出線のショートを防止することができるという効果を有し、収容部を
連結する連結部に設けられたバスバーモジュール用電線配索構造等として有用である。
【符号の説明】
【００５５】
１　バスバーモジュール
２　収容部
３　バスバー
４　端子
６　ナット
７　電線配索部（内側電線収容部）
８　連結部
９，１１　電線配索部
１０　電池スタック
１２，１３　ヒンジ
１４－１６　突起部
２１　第１群の収容部
２２　第２群の収容部
７１，７２　電線収容部（外側電線収容部）
７３，７４　取出部
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