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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電池を配列して成る電池群と、
　前記電池群を構成する複数の電池のうちの所定個数の電池の電極端子が配列された複数
の端子部と、
　複数の電圧検出端子を備え、前記端子部に嵌合することにより前記端子部の電極端子と
前記電圧検出端子とが一括して電気的に接続する、前記端子部に対応して設けられた複数
個のコネクタと、
　前記コネクタのそれぞれに接続された複数本のケーブルと、
　前記複数個のコネクタのうちの所定個数のコネクタを保持する複数のコネクタ保持部と
、前記コネクタ保持部とは分割して形成された前記複数本のケーブルが配索される配索部
とを有する保持部材と、を備え、
　前記コネクタ保持部と前記配索部とが相対的に移動自在に連結することにより、前記コ
ネクタ同士の間隔を調整可能としたコネクタモジュールと、を有してなる組電池。
【請求項２】
　前記コネクタ保持部および前記配索部は、前記ケーブルに接続される事によって分離し
ないように連結されている請求項１に記載の組電池。
【請求項３】
　前記コネクタ保持部および前記配索部は、前記ケーブルを軸にして互いに回動しないよ
うに連結されている請求項１または２に記載の組電池。
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【請求項４】
　１つの前記コネクタ保持部に複数の前記コネクタが保持され、当該複数のコネクタのう
ちの少なくとも１つは前記コネクタ保持部に対して可動自在に保持されている、請求項１
～３のうちのいずれか１つに記載の組電池。
【請求項５】
　前記コネクタ保持部は、前記コネクタの外面との間に隙間を形成するとともに前記コネ
クタの向きを規制する貫通孔を備える差し込み部を有している請求項４に記載の組電池。
【請求項６】
　１つの前記コネクタ保持部に複数の前記コネクタが保持され、当該複数のコネクタのう
ちの１つは前記コネクタ保持部に固定され、残余の前記コネクタは前記コネクタ保持部に
対して可動自在に保持されている、請求項１～５のうちのいずれか１つに記載の組電池。
【請求項７】
　前記保持部材は、複数の前記ケーブルを少なくとも２つに分けることによって前記コネ
クタの少なくとも一部を露出させる空間部を形成するための少なくとも１つの突起を有し
ている請求項１～６のうちのいずれか１つに記載の組電池。
【請求項８】
　前記電池群は、前記端子部および電気的に接続された複数個の前記電池を備える電池モ
ジュールを複数個配列し、前記電池モジュール同士をバスバを介して電気的に接続するこ
とにより形成されている請求項１～７のうちのいずれか１つに記載の組電池。
【請求項９】
　前記電池モジュールは、冷却風が流れる冷却風流路を隔てて配列され、
　前記コネクタモジュールは、前記保持部材が前記冷却風流路を塞がない位置に配置され
て前記電池群に対して取り付けられている請求項８に記載の組電池。
【請求項１０】
　前記コネクタモジュールは、前記保持部材が前記バスバを覆う位置に配置されて前記電
池群に対して取り付けられている請求項８または９に記載の組電池。
【請求項１１】
　複数の電池を配列して成る電池群を有する組電池に用いられ、
　前記電池群を構成する複数の電池のうちの所定個数の電池の電極端子が配列された複数
の端子部に対応して設けられるとともに、複数の電圧検出端子を備え、前記端子部に嵌合
することにより前記端子部の電極端子と前記電圧検出端子とが一括して電気的に接続する
複数個のコネクタと、
　前記コネクタのそれぞれに接続された複数本のケーブルと、
　前記複数個のコネクタのうちの所定個数のコネクタを保持する複数のコネクタ保持部と
、前記コネクタ保持部とは分割して形成された前記複数本のケーブルが配索される配索部
とを有する保持部材と、を備え、
　前記コネクタ保持部と前記配索部とが相対的に移動自在に連結することにより、前記コ
ネクタ同士の間隔を調整可能とした組電池用コネクタモジュール。
【請求項１２】
　前記コネクタ保持部および前記配索部は、前記ケーブルに接続される事によって分離し
ないように連結されている請求項１１に記載の組電池用コネクタモジュール。
【請求項１３】
　前記コネクタ保持部および前記配索部は、前記ケーブルを軸にして互いに回動しないよ
うに連結されている請求項１１または１２に記載の組電池用コネクタモジュール。
【請求項１４】
　１つの前記コネクタ保持部に複数の前記コネクタが保持され、当該複数のコネクタのう
ちの少なくとも１つは前記コネクタ保持部に対して可動自在に保持されている、請求項１
１～１３のうちのいずれか１つに記載の組電池用コネクタモジュール。
【請求項１５】
　前記コネクタ保持部は、前記コネクタの外面との間に隙間を形成するとともに前記コネ
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クタの向きを規制する貫通孔を備える差し込み部を有している請求項１４に記載の組電池
用コネクタモジュール。
【請求項１６】
　前記保持部材は、複数の前記ケーブルを少なくとも２つに分けることによって前記コネ
クタの少なくとも一部を露出させる空間部を形成するための少なくとも１つの突起を有し
ている請求項１１～１５のうちのいずれか１つに記載の組電池用コネクタモジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、組電池、および組電池用コネクタモジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　単電池（以下、電池と言う）を、複数個、電気的に直列および／または並列に接続した
電池群を形成することによって、高出力および高容量の組電池とすることが一般的に行わ
れている。
【０００３】
　このような組電池においては、組電池としての信頼性を向上させるため、一般的に、そ
れぞれの電池の電圧を検出し、検出した各電池の電圧に基づいて、各電池の残容量を検出
したり、充放電の制御を行ったりするコントローラが設けられている。
【０００４】
　電池の電極（タブ）またはタブに電気的に接続された端子（以下、総称して「電極端子
」と言う）とコントローラとを、電池ごとに、電圧検出線を介して接続したのでは、組電
池を組み立てる際の作業性が悪い。
【０００５】
　そこで、電池群に、電圧を検出するための複数個の電極端子を含む複数個の端子部を設
け、端子部のそれぞれに接続されるとともに端子部に含まれる電極端子に一括して電気的
に接続可能な複数個のコネクタを介して、電極端子のそれぞれとコントローラとを電気的
に接続するようにした組電池が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００６－３２２２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、電池の数が多くなると、電極端子の数が増加し、端子部の数も増加する
。このため、多数のコネクタのそれぞれに対応した端子部を探す手間や、コネクタに接続
されたケーブルを配索する手間が増え、組電池の組立作業性が悪くなる。また、コネクタ
を、接続すべき端子部以外の他の端子部に誤って接続する虞も生じ得る。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、コネクタを接続する際の作業性を向上させ、ひいては組電池
の組立作業性の向上を図り得る組電池、および組電池用コネクタモジュールを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための請求項１に記載の発明は、複数の電池を配列して成る電池群
と、前記電池群を構成する複数の電池のうちの所定個数の電池の電極端子が配列された複
数の端子部と、複数の電圧検出端子を備え、前記端子部に嵌合することにより前記端子部
の電極端子と前記電圧検出端子とが一括して電気的に接続する、前記端子部に対応して設
けられた複数個のコネクタと、前記コネクタのそれぞれに接続された複数本のケーブルと
、前記複数個のコネクタのうちの所定個数のコネクタを保持する複数のコネクタ保持部と
、前記コネクタ保持部とは分割して形成された前記複数本のケーブルが配索される配索部
とを有する保持部材と、を備え、前記コネクタ保持部と前記配索部とが相対的に移動自在
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に連結することにより、前記コネクタ同士の間隔を調整可能としたコネクタモジュールと
、を有してなる組電池である。
【０００９】
　上記目的を達成するための請求項１１に記載の発明は、複数の電池を配列して成る電池
群を有する組電池に用いられ、前記電池群を構成する複数の電池のうちの所定個数の電池
の電極端子が配列された複数の端子部に対応して設けられるとともに、複数の電圧検出端
子を備え、前記端子部に嵌合することにより前記端子部の電極端子と前記電圧検出端子と
が一括して電気的に接続する複数個のコネクタと、前記コネクタのそれぞれに接続された
複数本のケーブルと、前記複数個のコネクタのうちの所定個数のコネクタを保持する複数
のコネクタ保持部と、前記コネクタ保持部とは分割して形成された前記複数本のケーブル
が配索される配索部とを有する保持部材と、を備え、前記コネクタ保持部と前記配索部と
が相対的に移動自在に連結することにより、前記コネクタ同士の間隔を調整可能とした組
電池用コネクタモジュールである。
【発明の効果】
【００１０】
　複数個のコネクタのそれぞれが保持部材に保持されて、対応する端子部に接続可能とな
っているので、コネクタのそれぞれに対応した端子部を探す手間を省くことができる。こ
のため、コネクタを接続する際の作業性が向上し、ひいては組電池の組立作業性の向上を
図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態を、図面を参照しつつ説明する。
【００１２】
　図１は本発明の実施形態に係る組電池１０を前面側から見て示す斜視図、図２はコネク
タモジュールの前面側の保持部材１１０を取り外した状態を示す斜視図、図３はコネクタ
モジュールを示す斜視図、図４は組電池１０を組み立てる際の単位ユニットである電池モ
ジュール４０を示す斜視図、図５は図４に示される電池モジュールを反転させ分解して示
す斜視図、図６は電池を示す斜視図である。図７は図３の取り外された保持部材１１０の
前面を拡大して示す斜視図、図８は図７の保持部材１１０の背面を示す斜視図、図９は組
電池１０の前面側の部分拡大図、図１０は図９のＸ－Ｘ線に沿う断面の部分拡大図、図１
１は保持部材１１０のコネクタ保持部１２０と配索部１３０とを示す斜視図、図１２はコ
ネクタ保持部１２０と配索部１３０との連結部分を背面から示す斜視図、図１３はコネク
タ保持部１２０と配索部１３０との連結部分を前面から示す斜視図である。
【００１３】
　なお、図１０において右側に位置する面を各部材における前面、左側に位置する面を各
部材における背面とする。
【００１４】
　図１，図５および図６を参照して、組電池１０は、複数の電池６２を配列して成る電池
群２０と、電池群２０を構成する複数の電池６２のうちの所定個数の電池６２の電極端子
に一括して電気的に接続可能な複数の電圧検出端子を備えた複数個のコネクタ１５１，１
５２を保持する保持部材１１０を備え、保持部材１１０を電池群２０に対して取り付ける
ことによって、コネクタ１５１，１５２のそれぞれを対応する電池６２の電極端子に接続
可能なコネクタモジュール１００と、を有する。
【００１５】
　更に、組電池１０は、組電池１０を組み立てる際の単位ユニットをなす電池モジュール
４０の充放電を制御するコントローラ９０と、サイドプレート３０と、電池群２０が載置
されるロアプレート６０と電池群２０をロアプレート６０との間で挟圧して保持するアッ
パープレート７０と、を有する。
【００１６】
　電池群２０は、複数個の端子６５，６６を含む端子部４１，４２および電気的に接続さ
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れた複数個の電池６２を備える電池モジュール４０を複数個配列し、電池モジュール同士
をバスバ３３を介して電気的に接続することにより形成されている。
【００１７】
　本実施形態では、１０個の扁平型の電池モジュール４０が、電池モジュール４０の厚み
方向に２段、厚み方向に直交する方向に５列配列された構成を有する。尚、上記コネクタ
１５１，１５２は、コネクタ１５１が上段の５つの電池モジュール４０それぞれに対応し
て設けられたコネクタを表わし、コネクタ１５２が下段の５つの電池モジュール４０それ
ぞれに対応して設けられたコネクタを表わす。
【００１８】
　電池モジュール４０は空冷式であるため、電池モジュール４０は、冷却風が流れる冷却
風流路２１を隔てて、配列されている。
【００１９】
　冷却風を流して各電池モジュール４０を冷却することにより、電池温度を下げ、充電効
率などの特性が低下することを抑制する。
【００２０】
　上記のように構成された電池群２０は、板状のロアプレート６０とアッパープレート７
０とに挟まれ、厚み方向から加圧されて保持される。厚み方向からの加圧は、通しボルト
８０が、電池モジュール４０の角に設けられた通し穴５１，５２、および通し穴５１，５
２に対応してアッパープレート７０に設けられた穴（図示せず）に挿通され、ロアプレー
ト６０に設けられたネジ穴（不図示）に締結されることにより行われる。
【００２１】
　電池群２０の前面には、サイドプレート３０が取付けられている。更に、このサイドプ
レート３０の前面側には、保持部材１１０が取付けられている。また、電池群２０の背面
には、保持部材１１０が取付けられている。
【００２２】
　図２を参照して、サイドプレート３０は、コネクタ１５１，１５２が挿通される窓部３
２と、導電性の板材であるバスバ３３と、複数のバスバ３３を一体的に保持する板状のバ
スバ保持プレート３１とを有する。
【００２３】
　窓部３２は、コネクタ１５１，１５２の外形と略等しい形状の開口であり、電池群２０
の端子部４１，４２に臨む位置に形成されている。
【００２４】
　バスバ保持プレート３１は、バスバ３３を、２つの電池モジュール４０の隣接する出力
端子４３，４４に臨む位置で保持している。
【００２５】
　バスバ３３は、ボルト孔３４を有する。このボルト孔３４に挿通されたボルト３８が、
出力端子４３，４４のねじ穴４７，４８に締結されることにより、バスバ３３は、出力端
子４３，４４に接続される。
【００２６】
　電池群２０の下段に位置するバスバ３３は、絶縁性のカバー部材３５で覆われている。
カバー部材３５は、サイドプレート３０前面に取付けられる基部３６と、基部３６に対し
て回動可能に接続されバスバ３３を覆う１対の被覆部３７とを有している。１対の被覆部
３７は、翼のように回動することによりバスバ３３を被覆状態と露出状態に変更すること
ができる。
【００２７】
　バスバ３３が露出した状態であると、組電池１０の組立後に、露出したバスバ３３同士
に導電性の異物が接触し、電池モジュール４０同士の短絡が発生する虞がある。しかし、
カバー部材３５を設けることにより、下段の電池モジュール４０同士の短絡の発生を防止
することができる。
【００２８】
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　図３を参照して、複数の電池６２を配列して成る電池群２０を有する組電池１０に用い
られる組電池用コネクタモジュール１００は、電池群２０を構成する複数の電池６２のう
ち所定個数の電池６２の電極端子に一括して電気的に接続可能な複数の電圧検出端子を備
えた複数個のコネクタ１５１，１５２を保持する保持部材１１０を備え、保持部材１１０
を電池群２０に対して取り付けることによってコネクタ１５１，１５２のそれぞれを対応
する所定個数の電池６２の電極端子に接続することができる。
【００２９】
　本実施形態において、コネクタモジュール１００は、それぞれ各電池モジュール４０に
対応して２個ずつ設けられた複数のコネクタ１５１，１５２およびコネクタ１５１，１５
２のそれぞれに接続された複数のケーブル１５３（電線）と、電池群２０の前面（図１に
おいて手前側）と背面（図１において奥側）にそれぞれ設けられた保持部材１１０とを一
体化して構成されている。
【００３０】
　コネクタモジュール１００は、複数個のコネクタ１５１，１５２のそれぞれが保持部材
１１０に保持されて、対応する端子部４１，４２に接続可能となっているので、コネクタ
１５１，１５２のそれぞれに対応した端子部４１，４２を探す手間を省くことができる。
このため、コネクタ１５１，１５２を接続する際の作業性が向上し、ひいては組電池１０
の組立作業性の向上を図ることができる。
【００３１】
　また、コネクタモジュール１００は、コネクタ１５１同士，および１５２同士の間隔を
調整するための調整手段をさらに備えている。調整手段の詳細については後述する。
【００３２】
　図４を参照して、電池モジュール４０は、正負の出力端子４３，４４が、ケース４９の
前面側の周壁５０から外部に突出している。なお、ケース４９は、扁平な箱形の形状を有
する。正負の出力端子４３，４４は、導電性の接続面４５，４６を有する。接続面４５，
４６は、電池モジュール４０の外部とケース４９内の複数の電池６２とを電気的に接続す
る。接続面４５，４６には、ねじ穴４７，４８が、形成されている。また、電池モジュー
ル４０は、コネクタ１５１，１５２が挿入される端子部４１，４２を、前面と背面とに有
する。
【００３３】
　図５を参照して、電池モジュール４０は、複数枚（図示例では８枚）の電池６２を含む
セルユニット５７が、これを保護するケース４９内に収納されている。
【００３４】
　ケース４９は、開口部５５が形成された箱形状をなすロアケース５４と、開口部５５を
閉じる蓋体をなすアッパーケース５３と、を含んでいる。ロアケース５４およびアッパー
ケース５３は、比較的薄肉の鋼板またはアルミ板から形成され、プレス加工によって所定
形状が付与されており、通しボルトを挿通するための通し穴５１，５２を有する。
【００３５】
　セルユニット５７は、積層されるとともに直列に接続された８枚の電池６２と、電池６
２の積層体の前面および背面に着脱自在に取付けられる絶縁カバー５８，５９と、電池６
２のタブ（電極）６３，６４を挟持するための複数のスペーサ６０，６１と、電池モジュ
ール４０としての正負の出力端子４３，４４と、を含んでいる。
【００３６】
　絶縁カバー５８，５９の中央位置には、電圧を検出するための複数個の端子６５，６６
を含む端子部４１，４２が、形成されている。
【００３７】
　図６を参照して、電池６２は、例えば、扁平なリチウムイオン二次電池であり、正極板
、負極板およびセパレータを順に積層した積層型の発電要素（図示せず）がラミネートフ
ィルムなどの外装材６７によって封止されている。各電池６２は、発電要素に一端が電気
的に接続されるとともに板状をなすタブ（電極）６３，６４が外装材６７から外部に導出
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されている。タブ６３，６４は、電池６２の長手方向の両側（前面側および背面側）に延
びている。タブ６３，６４には、金属板から形成される端子６５，６６が、接合されてい
る。端子６５，６６は、タブ６３，６４よりも大きい板厚を有する。このため、コネクタ
１５１，１５２の抜き差しによるタブ６３，６４の変形を防ぐことができる。
【００３８】
　端子６５，６６は各電池６２のタブ６３，６４に設けられており、端子部４１，４２内
において、電池積層方向に沿う同一線上に複数個（本実施形態においては電池６２の積層
個数と同数）配列されている。従って、一つのコネクタ１５１，１５２を一つの端子部４
１，４２に差し込むことにより、複数の端子６５，６６を一括してコントローラ９０に電
気的に接続することができる。
【００３９】
　端子６５，６６とコントローラ９０との電気的な接続は、電池６２ごとに行うものであ
っても、２つの電池６２をまとめて行うものであってもよい。電池６２ごとに接続した場
合、各電池６２の電圧を検出することができ、２つの電池６２をまとめて接続した場合、
直列に接続された２つの電池６２の電圧を検出することができる。
【００４０】
　図７を参照して、電池群２０の前面に取付けられる保持部材１１０は、コネクタ１５１
，１５２を各１個ずつ、合計２個のコネクタを保持する５つのコネクタ保持部１２０と、
複数本のケーブル１５３が配索されてケーブルを保持する、各保持部材１１０間に設けら
れた４つの配索部１３０とを有する。コネクタ保持部１２０および配索部１３０は、分割
して形成される。
【００４１】
　保持部材１１０は、コネクタ保持部１２０と配索部１３０とが、交互に配置され直線状
をなす。コネクタ保持部１２０と配索部１３０とは、複数本のケーブル１５３に接続され
ることにより、ケーブル１５３によって分離しないように連結されている。
【００４２】
　コネクタ保持部１２０は、コネクタ１５１，１５２が挿通される貫通孔を備える差し込
み部１２１を有している。差し込み部１２１の貫通孔は、コネクタ１５１，１５２を、電
池群２０の上下方向に並んだ端子部４１，４２に臨むように形成されている。コネクタ１
５１，１５２に接続されたケーブル１５３は、コネクタ保持部１２０の前面側から引き出
される。各コネクタ１５１，１５２から引き出されたケーブル１５３は、コネクタ保持部
１２０の前面および配索部１３０の前面に配索される。
【００４３】
　このように、複数のコネクタ１５１，１５２が所定の位置で保持されており、またケー
ブル１５３が配索部１３０に予め配索されているため、コネクタ１５１，１５２ごとに接
続先の端子部４１，４２を探す作業および複数のケーブル１５３を配索する手間を省くこ
とができる。従って、組電池の組立作業性の向上を図ることができる。
【００４４】
　コネクタ保持部１２０の周縁には、コネクタ保持部１２０の前面に対して垂直に壁１２
２が、形成されている。この壁１２２により、ケーブル１５３は、コネクタ保持部１２０
の前面からはみ出すことなく配索されている。
【００４５】
　また、コネクタ保持部１２０の前面には、この面に対して垂直に１対の突起１２３が形
成されている。突起１２３は、配索された複数のケーブル１５３を２つに分け、２つに分
かれた複数本のケーブル１５３の間にコネクタ１５１，１５２を直接押圧するための空間
部１２４を形成する。
【００４６】
　組電池１０の組み立て時、圧力ゲージのプローブによりコネクタ１５１，１５２を一定
の力で押圧し、端子部４１，４２へコネクタ１５１，１５２が確実に挿入されているかど
うかを確認する必要がある。上述のように、保持部材１１０は、空間部１２４を有してい
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るため、プローブによりコネクタ１５１，１５２を押圧する度に複数のケーブル１５３を
分けて空間部１２４を形成する必要がなく、作業効率を向上させることができる。
【００４７】
　本実施形態では、突起１２３が対にして設けられたが、コネクタ１５１，１５２の少な
くとも一部を露出させれば、突起１２３は一つであってもよいし、２つより多くてもよい
。
【００４８】
　配索部１３０の長辺に沿う周縁には、案内板１３１，１３２が、形成されている。ケー
ブル１５３は、案内板１３１，１３２により配索部１３０の前面をはみ出すことなく配索
されている。
【００４９】
　配索部１３０の上側の長辺に沿って形成された案内板１３１は、ケーブル引出し部１３
３を有する。ケーブル引出し部１３３は、この案内板１３１の一部を切り欠いて形成され
ている。複数のケーブル１５３は、まとめられてケーブル引出し部１３３より引き出され
、コントローラ９０側のコネクタに接続されている。
【００５０】
　配索部１３０の上側に形成された案内板１３１には、保持部材１１０を上段に配列され
た電池モジュール４０の上面に係止するフック１３４が、２つ備えられている。フック１
３４は、案内板１３１の上面に備えられ、配索部１３０の前面から背面に向かう方向に伸
びている。フック１３４の先端には、電池モジュール４０の上面に係止する爪が、形成さ
れている。
【００５１】
　保持部材１１０が電池群２０に取付けられるとき、保持部材１１０は、フック１３４が
電池モジュール４０の上面に係止することにより、支持される。このため、保持部材１１
０を、例えば手で支持する必要がなく、作業性を向上させることができる。
【００５２】
　図８を参照して、配索部１３０は、バスバ３３を覆うバスバ被覆部１３５を有する。バ
スバ被覆部１３５は、バスバ３３に臨む位置に形成されており、バスバ３３の形状に沿っ
て背面から前面へ向かう方向に配索部１３０が突出した構造を有する。また、配索部１３
０は、ボルト３８の頭を覆うボルト被覆部１４０を有する。ボルト被覆部１４０は、バス
バ３３を締結しているボルト３８の頭に臨む位置に形成されており、ボルト３８の頭の形
状に沿ってバスバ被覆部１３５が更に背面から前面へ向かう方向に突出した構造を有する
。
【００５３】
　このような構造とすることで、保持部材１１０は、配索部１３０を電池群２０の前面に
近接させて、電池群２０に取付けられる。このため組電池１０の側面のスペースを有効に
利用することができる。
【００５４】
　配索部１３０には、サイドプレート３０に対して配索部１３０を固定するための固定部
１３６が形成されている。固定部１３６は、配索部１３０の下端から下方に延びサイドプ
レート側に折れ曲がったＬ字状の板状の部材である。固定部１３６は、先端に穴１３７を
有する。
【００５５】
　以上、電池群２０の前面に取付けられる保持部材１１０を説明した。電池群２０の背面
側に取付けられる保持部材１１０は、前面側の保持部材１１０と同様の構成を有する。た
だし、出力端子４３，４４が、電池群２０の背面側にはないため、背面側の保持部材１１
０は、配索部１３０がバスバ被覆部１３５およびボルト被覆部１４０を有さず、平面状に
形成されている。
【００５６】
　図９を参照して、配索部１３０は、サイドプレート３０に形成された通気孔２２を塞が
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ず、バスバ３３を覆う位置に配置されている。
【００５７】
　このため、配索部１３０は、組電池１０の組立後において、バスバ３３同士への導電性
の異物の接触を防ぎ、上段の電池モジュール４０同士の短絡の発生を防止することができ
る。
【００５８】
　図１０を参照して、配索部１３０の長辺に沿う周縁に形成された案内板１３１，１３２
は、各々、通し穴１３８を有する。通し穴１３８は、配索部１３０の前面側および背面側
に延びる矩形の形状を有し、配索部１３０の前後の空間に連通している。
【００５９】
　この通し穴１３８には、バンド１４１が通されている。配索部１３０は、このバンド１
４１が配索部１３０の背面側から前面側に渡されて、配索部１３０およびケーブル１５３
を挟み、バンド１４１の両端が下側の案内板１３２の下で結合されることにより、ケーブ
ル１５３を配索部１３０の前面に保持している。
【００６０】
　案内板１３１，１３２およびバンド１４１は、組電池１０の前面および背面でのケーブ
ル１５３の散乱を防止する。このため、ケーブル１５３による通気孔２２の閉塞が防止さ
れ、冷却風の通りが、良好となる。
【００６１】
　冷却風が通る通気孔２２の周囲には、突出部３８が形成されている。突出部３８は、冷
却風と接する面に突部３９を備える。配索部１３０は、固定部１３６の先端の穴１３７が
、突部３９に嵌め合わされ、サイドプレート３０に取り付けられている。
【００６２】
　図１１を参照して、コネクタモジュール１００は、コネクタ１５１同士および，１５２
同士の間隔を調整するための調整手段をさらに備えている。
【００６３】
　調整手段は、コネクタ保持部１２０と配索部１３０とを相対的に移動自在に連結するこ
とによって構成されている。具体的には、調整手段は、配索部１３０の左右の端部に形成
された切込み１３９と、コネクタ保持部１２０の差し込み部１２１の背面に形成された凸
部１２５との嵌め合いから構成される。
【００６４】
　切込み１３９は、凸部１２５の外形よりも大きな形状を有している。このため、複数の
コネクタ保持部１２０と複数の配索部１３０とが、ケーブル１５３により連結された状態
であっても、コネクタ保持部１２０は、配索部１３０に対して上下左右の方向に位置を調
整することができる。
【００６５】
　本実施形態では、１つのコネクタ保持部１２０が、２つのコネクタ１５１，１５２を一
体に保持している。このため、それぞれ１つのコネクタ１５１，１５２を、それぞれ１つ
のコネクタ保持部１２０で保持する場合に比べ、本実施形態は、部品点数を減らすことが
できる。
【００６６】
　しかし、コネクタ１５１，１５２と端子部４１，４２との嵌め合いにおいては、コネク
タ１５１とコネクタ１５２との間隔の寸法精度よりも高い寸法精度が要求され、本実施形
態のように１つのコネクタ保持部１２０が、２つのコネクタを一体に保持している場合、
コネクタ１５１とコネクタ１５２との間隔を調整する調整手段が必要とされる。
【００６７】
　そこで、コネクタ同士の間隔を調整するための調整手段が、コネクタ１５１，１５２の
うちのいずれかのコネクタをコネクタ保持部１２０に対して可動自在に保持することによ
って構成されている。より詳細には、１個のコネクタ保持部１２０に保持された２個のコ
ネクタ１５１，１５２のうちの１個がコネクタ保持部１２０に固定され、残余のコネクタ
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であるコネクタ１５１，１５２のうちの一方のコネクタをコネクタ保持部１２０に対して
可動自在に保持することによって、コネクタ同士の間隔を調整している。
【００６８】
　コネクタ１５１，１５２のうちの一方のコネクタをコネクタ保持部１２０に対して可動
自在に保持するために、差し込み部１２１は、コネクタ１５１，１５２のうちの一方のコ
ネクタの外面との間に隙間を形成するとともにコネクタ１５１，１５２の向きを規制する
貫通孔１２７を備えている。
【００６９】
　このように、コネクタ保持部１２０は、コネクタ１５１，１５２のうちの一方のコネク
タが、コネクタ保持部１２０に対して可動自在に保持されているため、２つのコネクタ１
５１，１５２を一体に保持しつつ、コネクタ１５１，１５２を端子部４１，４２の位置に
調整することができる。
【００７０】
　また、図１２を参照して、コネクタ保持部１２０は、複数の貫通孔を有する差し込み部
１２１の一部が配索部１３０に重ね合わされるとともに、前述のように差し込み部１２１
の背面に形成された凸部１２５が切り込み１３９に嵌め合わされている。このため、コネ
クタ保持部１２０および配索部１３０は、ケーブル１５３を軸にして互いに回動せず、ケ
ーブル１５３に過剰なテンションがかかることを防ぐことができる。
【００７１】
　さらに、図１３を参照して、コネクタ保持部１２０は、差し込み部１２１の一部が、案
内板１３１，１３２の角に形成された切欠き１４２に嵌めあわされ、コネクタ保持部１２
０と配索部１３０とは前後方向に外れないように連結されている。
【００７２】
　したがって、保持部材１１０を電池群２０へ取り付ける等の工程において、コネクタ保
持部１２０と配索部１３０とが外れる虞がない。
【００７３】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的概念から逸脱
することなく、種々様々な変更あるいは修正を実施することができるものである。
【００７４】
　例えば、配索部１３０とコネクタ保持部１２０とが分割されず一体に形成されてもよい
。この場合、コネクタ１５１，１５２同士の間隔が調整できるように、コネクタ保持部１
２０に形成された全ての貫通孔は、コネクタ１５１，１５２の外面との間に隙間を有する
ように形成される。また、本実施形態においては８個の電池６２で構成されたセルユニッ
ト５７をケース４９内に収納して電池モジュール４０を形成しているが、セルユニット５
７を構成する電池６２の数は適宜変更可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の実施形態に係る組電池を前面側から見て示す斜視図である。
【図２】コネクタモジュールの前面側の保持部材を取り外した状態を示す斜視図である。
【図３】コネクタモジュールを示す斜視図である。
【図４】組電池を組み立てる際の単位ユニットである電池モジュールを示す斜視図である
。
【図５】図４に示される電池モジュールを反転させ分解して示す斜視図である。
【図６】電池を示す斜視図である。
【図７】図３の取り外された保持部材の前面を拡大して示す斜視図である。
【図８】図７の保持部材１１０の背面を示す斜視図である。
【図９】組電池１０の前面側の部分拡大図である。
【図１０】図９のＸ－Ｘ線に沿う断面の部分拡大図である。
【図１１】保持部材のコネクタ保持部と配索部とを示す斜視図である。
【図１２】コネクタ保持部と配索部との連結部分を背面から示す斜視図である。
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【図１３】コネクタ保持部と配索部との連結部分を前面から示す斜視図である。
【符号の説明】
【００７６】
　　１０　　組電池、
　　２０　　電池群、
　　２１　　冷却風流路、
　　３０　　サイドプレート、
　　３１　　バスバ保持プレート、
　　３２　　窓部、
　　３３　　バスバ、
　　３４　　ボルト孔、
　　３５　　カバー部材、
　　３６　　基部、
　　３７　　被覆部、
　　３８　　ボルト、
　　４０　　電池モジュール、
　　４１，４２　　端子部、
　　４３，４４　　出力端子、
　　６５，６６　　端子、
　　１００　　コネクタモジュール、
　　１１０　　保持部材、
　　１２０　　コネクタ保持部、
　　１３０　　配索部、
　　１５１，１５２　　コネクタ、
　　１５３　　ケーブル。
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】
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