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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　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。
【請求項２】
　互いに隣り合う前記電池の電極同士を電気接続することで前記複数の電池を直列に電気
接続する複数のバスバをさらに有し、そして、
　前記各バスバが、前記各端子とそれぞれ重ねられて前記端子収容部に収容される
ことを特徴とする請求項１に記載の電池集合体取付体。
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【請求項３】
　前記カバーの前記電池集合体の一端側に位置する端部に、当該カバーの縁から前記電池
集合体の他端側に凹に形成されるとともに前記電池集合体の一端側から他端側に向かうに
したがって徐々に幅が小さくなるように形成された切り欠きが設けられ、そして、
　前記カバーが前記電線収容部の開口部内をスライドされる際に、前記切り欠きの内面に
前記複数の電線が当接してこれら複数の電線が前記電線収容部の幅方向の中央部に寄せら
れる
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の電池集合体取付体。
【請求項４】
　前記電線収容部が、底壁と、該底壁の幅方向の両端部からそれぞれ立設した一対の側壁
と、これら一対の側壁間に位置する前記開口部とにより前記樋状に形成されており、そし
て、
　前記電線収容部に、前記底壁の幅方向の中央部から前記開口部に向かって立設するとと
もに前記底壁の長手方向に沿って板状に延びた内壁と、前記一対の側壁の前記底壁から離
れた端部からそれぞれ延びて前記底壁と対向し、前記内壁上に位置付けられた前記カバー
を押さえて前記内壁との間に前記カバーを取り付ける複数の押さえ部と、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３のうち１項に記載の電池集合体取付体。
【請求項５】
　前記内壁が、前記底壁の長手方向に沿って間隔をあけて複数設けられ、そして、
　前記各内壁の前記底壁から離れた端部に、前記電池集合体の他端側から一端側に向かう
にしたがって徐々に前記底壁から離れる方向に傾斜したテーパ部が設けられている
ことを特徴とする請求項４に記載の電池集合体取付体。
【請求項６】
　前記押さえ部が、前記底壁の長手方向に沿って間隔をあけて複数設けられ、
　前記カバーの前記電池集合体の一端側に位置する端部に、当該カバーの幅方向の両端部
から前記底壁側にそれぞれ立設した一対のリブが設けられ、そして、
　前記一対のリブの前記底壁の長手方向に沿った長さが、互いに隣り合う前記押さえ部間
の間隔よりも大きく形成されている
ことを特徴とする請求項４または請求項５に記載の電池集合体取付体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハイブリッド自動車や電気自動車などに用いられる電源装置を構成する電池
集合体取付体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、電動モータを用いて走行する電気自動車や、エンジンと電動モータとを併用し
て走行するハイブリッド自動車などには、前記電動モータの駆動源として上記電源装置が
搭載されている。この電源装置は、例えば、一端に正極をなす電極、他端に負極をなす電
極がそれぞれ設けられた複数の電池が交互に逆向きに重ね合わされて構成された電池集合
体と、この電池集合体に取り付けられる電池集合体取付体と、を有している（特許文献１
を参照。）。また、図１２は従来の電池集合体取付体を示す平面図であり、図１３は図１
２に示された電池集合体取付体の斜視図である。
【０００３】
　図１２及び図１３に示す電池集合体取付体２０２は、前記電池集合体の互いに隣り合う
電池の正極をなす電極と負極をなす電極とを電気接続することで複数の電池を直列に電気
接続する複数のバスバ２０６と、各バスバ２０６に重ねられかつ前記電極に電気接続され
て前記電池の電圧を検出する複数の端子２０４と、各端子２０４に電気接続される複数の
電線２０５と、これらを収容する合成樹脂製のプレート２０７と、を有している。また、
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前記電池は、箱型の筐体の一端から円柱状の正極即ち電極が突出し、前記筐体の他端から
円柱状の負極即ち電極が突出した構成となっている。
【０００４】
　上記バスバ２０６は、金属板により板状に形成されており、互いに隣り合う電池の正極
をなす電極と負極をなす電極とがそれぞれ通される一対のバスバ穴が設けられている。こ
のバスバ２０６は、一対のバスバ穴に互いに隣り合う電池の正極をなす電極と負極をなす
電極とを通して、これら隣り合う電池同士を電気接続する。
【０００５】
　上記端子２０４は、金属板にプレス加工等が施されて得られるものであり、バスバ２０
６に重ねられかつ前記電極に電気接続される電極接続部２４０と、電線２０５に電気接続
される電線接続部２４２と、を一体に有している。電極接続部２４０は、板状に形成され
、前記電極が通される端子穴が設けられている。電線接続部２４２は、電線２０５の芯線
を圧着して該芯線と電気接続する一対の圧着片を有している。また、複数の電線２０５は
、図示しない電圧検出回路に接続されている。
【０００６】
　上記プレート２０７は、互いに重ねられた各端子２０４と各バスバ２０６とを収容する
複数の端子収容部２０８と、互いに隣り合う端子収容部２０８同士を連結した複数のヒン
ジ２８２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、各端子２０４
に電気接続された複数の電線２０５を収容してこれら複数の電線２０５を前記電池集合体
の一端側に配索する電線収容部２０９と、端子収容部２０８の内部と電線収容部２０９の
内部とに連通し、各端子２０４に電気接続された各電線２０５をそれぞれ各端子収容部２
０８から電線収容部２０９に導く複数の電線導出部２１０と、電線収容部２０９の開口部
を覆うカバー２１１と、を有している。
【０００７】
　また、上記端子収容部２０８の底壁には、互いに隣り合う一対の電池の各電極をそれぞ
れ通すことが可能な図示しない一対のプレート穴が設けられている。
【０００８】
　上記カバー２１１は、ヒンジ２１２を介して電線収容部２０９に連結されており、この
ヒンジ２１２を中心に回動して電線収容部２０９の開口部を覆う。また、カバー２１１に
は、電線収容部２０９の外表面に設けられたロック受け部２０９ａに係止してカバー２１
１を電線収容部２０９に固定するロック爪部２１１ａが設けられている。
【０００９】
　前述した構成の電池集合体取付体２０２は、以下のように組み立てられる。まず、バス
バ２０６、端子２０４、プレート２０７などを別々に製造しておく。また、端子２０４の
電線接続部２４２にはあらかじめ電線２０５を接続しておく。次に、図示しないプレート
穴とバスバ穴とが重なるように各端子収容部２０８に各バスバ２０６を収容する。次に、
一対のバスバ穴の一方と端子穴とが重なるように各バスバ２０６上に各端子２０４の電極
接続部２４０を重ねて、各端子収容部２０８及び各電線導出部２１０に各端子２０４を収
容する。次に、各電線接続部２４２に電気接続された各電線２０５をそれぞれ電線収容部
２０９に収容し、全ての電線２０５を電線収容部２０９に収容した後に、電線収容部２０
９の開口部をカバー２１１で覆う。こうして電池集合体取付体２０２が組み立てられる。
【００１０】
　また、上述した手順で組み立てられた電池集合体取付体２０２は、電池集合体に重ねら
れ、プレート穴とバスバ穴とを通された各電極と、プレート穴とバスバ穴と端子穴とを通
された各電極と、にそれぞれナットが螺合されて電池集合体に取り付けられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００６－２６９１０４号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、現在の電池集合体は、高電圧化に伴って電池の数が従来よりも増加して
いることから、この現在の電池集合体に前述した従来の電池集合体取付体２０２を取り付
ける場合、以下に示す問題があった。即ち、電池集合体の電池数が増加すると、これに伴
って電池集合体取付体２０２の電線２０５の数が増加することから、複数の電線２０５が
収容された電線収容部２０９の開口部をカバー２１１で覆う際に、電線２０５の噛み込み
が発生し易くなってしまうという問題があった。
【００１３】
　そこで、本発明は、上記のような問題点に着目し、組み立て時に電線の噛み込みが発生
することを防止できる電池集合体取付体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】
【００１４】
　上記目的を達成するために請求項１に記載された発明は、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である。
【００１５】
　請求項２に記載された発明は、請求項１に記載された発明において、互いに隣り合う前
記電池の電極同士を電気接続することで前記複数の電池を直列に電気接続する複数のバス
バをさらに有し、そして、前記各バスバが、前記各端子とそれぞれ重ねられて前記端子収
容部に収容されることを特徴とするものである。
【００１６】
　請求項３に記載された発明は、請求項１または請求項２に記載された発明において、前
記カバーの前記電池集合体の一端側に位置する端部に、当該カバーの縁から前記電池集合
体の他端側に凹に形成されるとともに前記電池集合体の一端側から他端側に向かうにした
がって徐々に幅が小さくなるように形成された切り欠きが設けられ、そして、前記カバー
が前記電線収容部の開口部内をスライドされる際に、前記切り欠きの内面に前記複数の電
線が当接してこれら複数の電線が前記電線収容部の幅方向の中央部に寄せられることを特
徴とするものである。
【００１７】
　請求項４に記載された発明は、請求項１ないし請求項３のうち１項に記載された発明に
おいて、前記電線収容部が、底壁と、該底壁の幅方向の両端部からそれぞれ立設した一対
の側壁と、これら一対の側壁間に位置する前記開口部とにより前記樋状に形成されており
、そして、前記電線収容部に、前記底壁の幅方向の中央部から前記開口部に向かって立設
するとともに前記底壁の長手方向に沿って板状に延びた内壁と、前記一対の側壁の前記底
壁から離れた端部からそれぞれ延びて前記底壁と対向し、前記内壁上に位置付けられた前
記カバーを押さえて前記内壁との間に前記カバーを取り付ける複数の押さえ部と、が設け
られていることを特徴とするものである。
【００１８】
　請求項５に記載された発明は、請求項４に記載された発明において、前記内壁が、前記
底壁の長手方向に沿って間隔をあけて複数設けられ、そして、前記各内壁の前記底壁から
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離れた端部に、前記電池集合体の他端側から一端側に向かうにしたがって徐々に前記底壁
から離れる方向に傾斜したテーパ部が設けられていることを特徴とするものである。
【００１９】
　請求項６に記載された発明は、請求項４または請求項５に記載された発明において、前
記押さえ部が、前記底壁の長手方向に沿って間隔をあけて複数設けられ、前記カバーの前
記電池集合体の一端側に位置する端部に、当該カバーの幅方向の両端部から前記底壁側に
それぞれ立設した一対のリブが設けられ、そして、前記一対のリブの前記底壁の長手方向
に沿った長さが、互いに隣り合う前記押さえ部間の間隔よりも大きく形成されていること
を特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２０】
　請求項１に記載された発明によれば、（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、を有しているので、組み立て時に電線の噛み込みが発生することを防止できる電池集
合体取付体を提供することができる。また、従来の電線収容部及びカバーに設けられてい
たロック受け部、ロック爪部等のロック機構が不要となり、電池集合体取付体の小型化、
省スペース化を図ることができる。
【００２１】
　請求項２に記載された発明によれば、互いに隣り合う前記電池の電極同士を電気接続す
ることで前記複数の電池を直列に電気接続する複数のバスバをさらに有し、そして、前記
各バスバが、前記各端子とそれぞれ重ねられて前記端子収容部に収容されるので、本電池
集合体取付体と電池集合体とで構成される電源装置の小型化、省スペース化を図ることが
できる。
【００２２】
　請求項３に記載された発明によれば、前記カバーの前記電池集合体の一端側に位置する
端部に、当該カバーの縁から前記電池集合体の他端側に凹に形成されるとともに前記電池
集合体の一端側から他端側に向かうにしたがって徐々に幅が小さくなるように形成された
切り欠きが設けられ、そして、前記カバーが前記電線収容部の開口部内をスライドされる
際に、前記切り欠きの内面に前記複数の電線が当接してこれら複数の電線が前記電線収容
部の幅方向の中央部に寄せられるので、カバーの取り付けを行うのと同時に電線の電線収
容部外にはみ出した部分を電線収容部内に収容することができ、そのために、組み立て時
に電線の噛み込みが発生することをさらに確実に防止できて容易に組み立てることができ
る電池集合体取付体を提供することができる。
【００２３】
　請求項４に記載された発明によれば、前記電線収容部が、底壁と、該底壁の幅方向の両
端部からそれぞれ立設した一対の側壁と、これら一対の側壁間に位置する前記開口部とに
より前記樋状に形成されており、そして、前記電線収容部に、前記底壁の幅方向の中央部
から前記開口部に向かって立設するとともに前記底壁の長手方向に沿って板状に延びた内
壁と、前記一対の側壁の前記底壁から離れた端部からそれぞれ延びて前記底壁と対向し、
前記内壁上に位置付けられた前記カバーを押さえて前記内壁との間に前記カバーを取り付
ける複数の押さえ部と、が設けられているので、これら内壁と押さえ部とによってカバー
の保持及び変形防止を行うと同時に、内壁の両側に複数の電線を振り分けてこれら電線に
ねじれが生じることを防止することができる。
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【００２４】
　請求項５に記載された発明によれば、前記内壁が、前記底壁の長手方向に沿って間隔を
あけて複数設けられ、そして、前記各内壁の前記底壁から離れた端部に、前記電池集合体
の他端側から一端側に向かうにしたがって徐々に前記底壁から離れる方向に傾斜したテー
パ部が設けられているので、内壁とカバーとの間に電線が噛み込まれることを防止できる
。
【００２５】
　請求項６に記載された発明によれば、前記押さえ部が、前記底壁の長手方向に沿って間
隔をあけて複数設けられ、前記カバーの前記電池集合体の一端側に位置する端部に、当該
カバーの幅方向の両端部から前記底壁側にそれぞれ立設した一対のリブが設けられ、そし
て、前記一対のリブの前記底壁の長手方向に沿った長さが、互いに隣り合う前記押さえ部
間の間隔よりも大きく形成されているので、カバーの端部の強度が向上され、このカバー
を電線収容部に取り付ける際に当該カバーの変形を防止することができ、そのために、カ
バーの組付性を向上させることができる。また、カバーを電線収容部に取り付ける際に当
該カバーが電線収容部の開口部から浮き上がることを防止することができ、そのために、
カバーの組付性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施の形態に係る電池集合体取付体と、この電池集合体取付体が取り
付けられる電池集合体とで構成される電源装置を示す斜視図である。
【図２】図１に示された電池集合体取付体を示す平面図である。
【図３】図１に示された電池集合体取付体を構成するカバーを示す斜視図である。
【図４】図３に示されたカバーの裏側を示す斜視図である。
【図５】図１に示された電池集合体取付体を構成するプレートの構成を説明する説明図で
ある。
【図６】図５中のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図７】図１に示された電池集合体取付体を構成するプレートの構成を説明する説明図で
ある。
【図８】図７中のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図９】図１に示された電池集合体取付体のカバーが電線収容部に取り付けられる様子を
示す斜視図である。
【図１０】図９に示されたカバーが電線収容部の中央部に電線を寄せる様子を説明する説
明図である。
【図１１】図９に示されたカバーが電線収容部の中央部に電線を寄せる様子を説明する説
明図であり、図１０に示されたカバーがさらにスライドされた状態を示す図である。
【図１２】従来の電池集合体取付体を示す平面図である。
【図１３】図１２に示された電池集合体取付体の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の一実施形態に係る電池集合体取付体を、図１ないし図１１を参照して説明する
。
【００２８】
　上記電池集合体取付体２は、図１に示すように、電池集合体３に取り付けられて電源装
置１を構成する。また、この電源装置１は、電動モータを用いて走行する電気自動車や、
エンジンと電動モータとを併用して走行するハイブリッド自動車などに搭載され、前記電
動モータに電力を供給するものである。
【００２９】
　図１に示すように、上記電池集合体３は、複数の電池３０と、これら複数の電池３０を
互いに重ねて固定する固定部材３３と、を有している。また、各電池３０は、方体形状の
電池本体３１と、この電池本体３１の上面の一端及び他端からそれぞれ突出した一対の電
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極３２と、を有している。この一対の電極３２は、それぞれ、導電性の金属により円柱状
に形成されており、その外周面にはネジ溝が設けられている。また、この一対の電極３２
は、一方が正極であり、他方が負極である。さらに、複数の電池３０は、各電極３２が直
線上に二列に並ぶように重ねられている。また、直線上に並べられた複数の電極３２は、
互いに極が異なるもの同士が隣り合っている。即ち、直線上に並べられた複数の電極３２
は正極と負極とが交互に配置されている。
【００３０】
　また、図１中の矢印Ｚは、複数の電池３０の重なり方向、及び、電池集合体３の長手方
向を示しており、矢印Ｘは、電池集合体３の幅方向を示しており、矢印Ｙは、電池集合体
３の高さ方向を示している。また、図１中の符号３ａは、電池集合体３の長手方向の「一
端」を示しており、符号３ｂは、電池集合体３の長手方向の「他端」を示している。
【００３１】
　また、図１中に示す符号１３は、電源線を示している。これら電源線１３は、電池集合
体３の一端３ａに位置する電池３０の電極３２と、電池集合体３の他端３ｂに位置する電
池３０の電極３２と、にそれぞれ電気接続されている。
【００３２】
　上記電池集合体取付体２は、電池集合体３に取り付けられて前述した複数の電池３０を
直列接続し、各電池３０の電圧を検出するものである。この電池集合体取付体２は、図１
及び図２に示すように、互いに隣り合う電池３０の電極３２同士、即ち正極と負極とを電
気接続することで複数の電池３０を直列に電気接続する複数のバスバ６と、各バスバ６に
重ねられかつ各電極３２に電気接続されて各電池３０の電圧を検出する複数の端子４と、
各端子４にそれぞれ電気接続された複数の電線５と、これらを収容した合成樹脂製のプレ
ート７と、前記プレート７と別体で形成された合成樹脂製のカバー１１と、を有している
。
【００３３】
　上記バスバ６は、金属板にプレス加工等が施されて得られるものであり、図２に示すよ
うに、板状の金属板に、互いに隣り合う一対の電池３０の各電極３２が通される一対のバ
スバ穴６０が設けられた構成である。このバスバ６は、一対のバスバ穴６０の一方に、互
いに隣り合う一対の電池３０の一方に設けられた正極をなす電極３２が通され、一対のバ
スバ穴６０の他方に、前記互いに隣り合う一対の電池３０の他方に設けられた負極をなす
電極３２が通されて、これら電極３２同士、即ち前記互いに隣り合う一対の電池３０同士
を電気接続する。また、バスバ６は、バスバ穴６０に通された電極３２にナット１２が螺
合されることで電池３０に固定される。
【００３４】
　上記端子４は、金属板にプレス加工等が施されて得られるものであり、図２に示すよう
に、電極接続部４０と、電線接続部４２と、を一体に有している。前記電極接続部４０は
、板状に形成され、電極３２が通される端子穴４１が１つ設けられた構成である。この電
極接続部４０は、バスバ６の一対のバスバ穴６０の一方を通された電極３２を端子穴４１
に通した状態で前記バスバ６に重ねられて、このバスバ６及び前記電極３２と電気接続さ
れる。また、端子４は、一方のバスバ穴６０及び端子穴４１に通された電極３２にナット
１２が螺合されることで電池３０及びバスバ６に固定される。前記電線接続部４２は、電
線５の芯線を圧着して該芯線と電気接続する一対の圧着片４３を有している。
【００３５】
　上記電線５は、導電性の芯線が絶縁被覆で覆われた周知の被覆電線であり、断面が丸形
の丸電線である。また、各電線５は、一端部が電線接続部４２に電気接続され、そして、
プレート７の後述する電線導出部１０と後述する電線収容部９とによりプレート７の一端
側、即ち電池集合体３の一端３ａ側、に配索されて、他端部が図示しない電圧検出回路に
接続されている。
【００３６】
　上記プレート７は、図１に示すように、電池集合体３の上面と略等しい略長方形に形成
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されており、電池集合体３の上面に重ねられる。このプレート７は、図１及び図２に示す
ように、互いに重ねられた各端子４と各バスバ６とを収容する複数の端子収容部８と、互
いに隣り合う端子収容部８同士を連結した複数のヒンジ８２と、複数の電池３０の重なり
方向、即ち矢印Ｚ、に沿って延びた樋状に形成され、各端子４に電気接続された複数の電
線５を収容してこれら複数の電線５をプレート７の一端側、即ち電池集合体３の一端３ａ
側、に配索する電線収容部９と、各端子収容部８の内部と電線収容部９の内部とに連通し
、各端子４に電気接続された各電線５をそれぞれ各端子収容部８から電線収容部９に導く
複数の電線導出部１０と、を有している。
【００３７】
　上記端子収容部８は、図２に示すように、バスバ６を表面上に位置付ける底壁８０と、
この底壁８０の外縁から立設した周壁８１と、によって、バスバ６を嵌め込むことが可能
な箱型に形成されており、バスバ６とこのバスバ６に重ねられる端子４の電極接続部４０
とを収容する。また、底壁８０には、互いに隣り合う一対の電池３０の各電極３２をそれ
ぞれ通すことが可能な図示しない一対のプレート穴が設けられている。このような複数の
端子収容部８は、複数の電池３０の重なり方向、即ち矢印Ｚ、に沿って並べられている。
また、これら複数の端子収容部８が並べられた列は、図１に示すように、プレート７の幅
方向、即ち矢印Ｘ、に沿って、互いに間隔をあけて二列設けられている。
【００３８】
　上記電線収容部９は、図２、図５ないし図９に示すように、複数の電池３０の重なり方
向、即ち矢印Ｚ、に沿って長方形の板状に延びた底壁９０と、底壁９０の幅方向の両端部
からそれぞれ立設した一対の側壁９１と、これら一対の側壁９１間に位置する開口部９２
とにより樋状に形成されている。また、この電線収容部９には、底壁９０の幅方向の中央
部から開口部９２に向かって、即ち矢印Ｙに沿って、立設するとともに底壁９０の長手方
向に沿って板状に延びた複数の内壁９３と、一対の側壁９１の底壁９０から離れた端部か
らそれぞれ矢印Ｘ方向に板状に延びて底壁９０と対向し、内壁９３上に位置付けられたカ
バー１１を押さえて内壁９３との間にカバー１１を取り付ける複数の押さえ部９４と、が
設けられている。また、電線収容部９は、図１に示すように、プレート７の幅方向、即ち
矢印Ｘ、に沿って、互いに間隔をあけて２つ設けられている。
【００３９】
　上記複数の内壁９３は、底壁９０の長手方向に沿って間隔をあけて設けられている。ま
た、各内壁９３の底壁９０から離れた端部には、図６に示すように、電池集合体３の他端
３ｂ側から一端３ａ側に向かうにしたがって徐々に底壁９０から離れる方向に傾斜したテ
ーパ部９３ａが設けられている。
【００４０】
　上記複数の押さえ部９４は、一方の側壁９１の底壁９０から離れた端部、及び、他方の
側壁９１の底壁９０から離れた端部各々に、底壁９０の長手方向に沿って間隔をあけて設
けられている。
【００４１】
　上記電線導出部１０は、図５などに示すように、各端子収容部８の底壁８０、及び、電
線収容部９の底壁９０と連なった底壁１０ａと、この底壁１０ａの幅方向の両端部からそ
れぞれ立設し、かつ、各端子収容部８の周壁８１、及び、電線収容部９の一方の側壁９１
と連なった一対の側壁１０ｂと、により樋状に形成されている。また、各端子収容部８の
内部と、各電線導出部１０の内部と、電線収容部９の内部とは連通している。このような
電線導出部１０は、各端子４の電線接続部４２を収容するとともにこの電線接続部４２に
電気接続された各電線５を各端子収容部８側から電線収容部９に導く。
【００４２】
　上述したように、本発明の電池集合体取付体２は、各バスバ６が各端子４とそれぞれ重
ねられて端子収容部８に収容される構成であるので、電源装置１の小型化、省スペース化
を図ることができる。
【００４３】
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　上記カバー１１は、図１、図３ないし図８に示すように、電線収容部９の底壁９０と略
等しい略長方形の板状に形成されたカバー本体１１ａと、カバー本体１１ａの電池集合体
３の一端３ａ側に位置する端部に設けられた切り欠き１１ｂと、カバー本体１１ａの電池
集合体３の一端３ａ側に位置する端部に設けられた一対のリブ１１ｄと、カバー本体１１
ａの上面に設けられた補強リブ１１ｅと、を一体に有している。このカバー１１は、電線
収容部９の開口部９２内を電池集合体３の他端３ｂ側から一端３ａ側に向かう方向にスラ
イドされるとともに、カバー本体１１ａが複数の内壁９３と複数の押さえ部９４との間に
位置付けられることで電線収容部９に取り付けられて開口部９２を覆う。
【００４４】
　上記カバー本体１１ａは、カバー１１が電線収容部９に取り付けられた状態で電線収容
部９の底壁９０との間に複数の電線５を位置付けるとともに開口部９２を覆って複数の電
線５を保護する。
【００４５】
　上記切り欠き１１ｂは、電池集合体３の一端３ａ側に位置するカバー本体１１ａの縁か
ら電池集合体３の他端３ｂ側に凹に形成されるとともに電池集合体３の一端３ａ側から他
端３ｂ側に向かうにしたがって徐々に幅が小さくなる略Ｖ字状に形成されている。このよ
うな切り欠き１１ｂは、図７ないし図９に示すように、カバー１１が電線収容部９の開口
部９２内を電池集合体３の他端３ｂ側から一端３ａ側に向かう方向にスライドされて電線
収容部９に取り付けられる際に、当該切り欠き１１ｂの内面１１ｃに電線収容部９内の複
数の電線５を当接させて、これら複数の電線５を電線収容部９の幅方向の中央部に寄せる
。
【００４６】
　上記一対のリブ１１ｄは、カバー本体１１ａの裏面の幅方向の両端部から電線収容部９
の底壁９０側にそれぞれ立設している。これら一対のリブ１１ｄは、カバー１１の端部の
強度を向上させる。このことにより、カバー１１を電線収容部９に取り付ける際に当該カ
バー１１の変形を防止することができ、カバー１１の電線収容部９への組付性を向上させ
ることができる。また、図８に示すように、一対のリブ１１ｄの底壁９０の長手方向に沿
った長さｈ１は、互いに隣り合う押さえ部９４間の間隔ｈ２よりも大きく形成されている
。このことにより、カバー１１を電線収容部９に取り付ける際に当該カバー１１が電線収
容部９の開口部９２から浮き上がることを防止することができ、カバー１１の電線収容部
９への組付性を向上させることができる。
【００４７】
　上記補強リブ１１ｅは、カバー本体１１ａの幅方向の中央部に設けられかつカバー本体
１１ａの長手方向に沿って延びている。この補強リブ１１ｅは、カバー１１の強度を向上
させてカバー１１の変形を防止する。
【００４８】
　続いて、上記構成の電池集合体取付体２の組み立て手順を説明する。まず、バスバ６、
端子４、プレート７、カバー１１などを別々に製造しておく。また、端子４の電線接続部
４２にはあらかじめ電線５を圧着しておく。
【００４９】
　次に、図示しないプレート穴とバスバ穴６０とが重なるようにプレート７の各端子収容
部８に各バスバ６を嵌め込む。即ち収容する。または、あらかじめ各端子収容部８に各バ
スバ６をインサート成形するようにしても良い。
【００５０】
　次に、一対のバスバ穴６０の一方と端子穴４１とが重なるように各バスバ６上に各端子
４の電極接続部４０を重ねて、各端子収容部８及び各電線導出部１０に各端子４を収容す
る。この際、端子４の電線接続部４２が電線導出部１０に収容されることで、この電線接
続部４２に電気接続された電線５が電線収容部９に収容される。
【００５１】
　そして、全ての端子４を端子収容部８及び電線導出部１０に収容した後に、カバー１１
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を電線収容部９に取り付けてこの電線収容部９の開口部９２をカバー１１で覆う。この際
は、まず、カバー１１の切り欠き１１ｂが設けられた側の端部を電池集合体３の他端３ｂ
側に位置する電線収容部９の他端部に位置付け、そして、電池集合体３の他端３ｂ側から
一端３ａ側に向かう方向に沿って、カバー１１を電線収容部９の開口部９２内へスライド
させて、カバー１１を電線収容部９に取り付ける。
【００５２】
　また、カバー１１が電線収容部９の開口部９２内をスライドされることによって、図１
０の一点鎖線で示すように、電線収容部９内の複数の電線５が切り欠き１１ｂの内面１１
ｃに当接し、図９及び図１１に示すように、これら複数の電線５が電線収容部９の幅方向
の中央部に寄せられて、電線５の電線収容部９外にはみ出した部分が電線収容部９内に収
容される。また、カバー１１が電線収容部９の開口部９２内をスライドされることによっ
て、複数の電線５が内壁９３の両側に振り分けられて、これら電線５にねじれが生じるこ
とが防止される。さらに、この内壁９３には前述したようにテーパ部９３ａが設けられて
いるので、内壁９３とカバー１１との間に電線５が噛み込まれることが防止される。また
、電線収容部９の開口部９２内をスライドされるカバー１１は、前述した一対のリブ１１
ｄが設けられているので、電線収容部９の開口部９２から浮き上がることなく円滑にスラ
イドされる。こうして電池集合体取付体２が組み立てられる。
【００５３】
　さらに、上述した手順で組み立てられた電池集合体取付体２は、電池集合体３の上面に
重ねられ、プレート穴とバスバ穴６０とを通された各電極３２と、プレート穴とバスバ穴
６０と端子穴４１とを通された各電極３２と、にそれぞれナット１２が螺合されて電池集
合体３に取り付けられる。
【００５４】
　上述したように、本発明では、電線収容部９の開口部９２内を電池集合体３の他端３ｂ
側から一端３ａ側に向かう方向にスライドされることで電線収容部９に取り付けられて開
口部９２を覆うカバー１１を有しているので、電池集合体取付体２の組み立て時、即ちカ
バー１１の電線収容部９への取り付け時、に電線５の噛み込みが発生することを防止でき
る。また、本発明では、従来の電線収容部及びカバーに設けられていたロック受け部、ロ
ック爪部等のロック機構（図１２及び図１３を参照。）が不要となり、電池集合体取付体
２の小型化、省スペース化を図ることができる。
【００５５】
　さらに、本発明では、カバー１１の端部に、内面１１ｃに電線収容部９内の複数の電線
５を当接させてこれら複数の電線５を電線収容部９の幅方向の中央部に寄せる切り欠き１
１ｂが設けられているので、カバー１１の取り付けを行うのと同時に電線５の電線収容部
９外にはみ出した部分を電線収容部９内に収容することができ、そのために、電池集合体
取付体２の組み立て時、即ちカバー１１の取り付け時、に電線５の噛み込みが発生するこ
とをさらに確実に防止でき、また、電池集合体取付体２を容易に組み立てることができる
。
【００５６】
　また、本発明では、複数の内壁９３と、これら複数の内壁９３との間にカバー１１を取
り付ける複数の押さえ部９４と、が設けられているので、これら内壁９３と押さえ部９４
とによってカバー１１の保持及び変形防止を行うと同時に、内壁９３の両側に複数の電線
５を振り分けてこれら電線５にねじれが生じることを防止することができる。また、この
内壁９３には、テーパ部９３ａが設けられているので、内壁９３とカバー１１との間に電
線５が噛み込まれることを防止できる。
【００５７】
　また、本発明では、カバー１１の端部に一対のリブ１１ｄが設けられているので、当該
カバー１１の端部の強度が向上され、このカバー１１を電線収容部９に取り付ける際に当
該カバー１１の変形を防止することができ、カバー１１の組付性を向上させることができ
る。さらに、本発明では、これら一対のリブ１１ｄの長さｈ１が、互いに隣り合う押さえ
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付ける際に当該カバー１１が電線収容部９の開口部９２から浮き上がることを防止するこ
とができ、カバー１１の組付性を向上させることができる。
【００５８】
　なお、前述した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形
態に限定されるものではない。本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施するこ
とができる。
【符号の説明】
【００５９】
　２　電池集合体取付体
　３　電池集合体
　４　端子
　５　電線
　６　バスバ
　７　プレート
　８　端子収容部
　９　電線収容部
　１０　電線導出部
　１１　カバー
　１１ｂ　切り欠き
　１１ｄ　リブ
　３０　電池
　３２　電極
　９０　底壁
　９１　側壁
　９２　開口部
　９３　内壁
　９３ａ　テーパ部
　９４　押さえ部
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