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(57)【要約】
【課題】累積公差が大きい電池集合体に取り付けるのに
好適なバスバモジュールを提供する。
【解決手段】電池集合体の隣接する電池の電極同士を接
続するバスバ６、端子７、端子７に接続された電線８、
これらを収容したプレート１１、を有するバスバモジュ
ール１は、各バスバ６と各端子７とを収容し矢印Ｘに沿
って並べられた複数の第１収容部１２、電線８を収容し
矢印Ｘに沿って並べられた複数の第２収容部１４、電線
８と端子７との接続部分を収容する第３収容部２１、隣
接する第１収容部１２同士を連結した第１ヒンジ１３、
隣接する第２収容部１４同士を連結した第２ヒンジ１５
、互いの間に第２ヒンジ１５を位置付ける位置に対をな
して配置され電線８を固定する複数対の固定部１８、を
有している。各電線８は最大に引き伸ばされたプレート
１１の一端から各第３収容部２１まで届く長さに形成さ
れている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端に正の電極、他端に負の電極が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の互いに隣接する前記電池の電極同士を接続することでこれら
複数の電池を直列に接続する複数のバスバと、前記各バスバに接続されて前記電池の電圧
を検出する複数の端子と、前記各端子に接続された複数の電線と、前記複数のバスバと前
記複数の端子と前記複数の電線とを収容した合成樹脂製のプレートと、を有するバスバモ
ジュールであって、
　前記プレートが、
　前記各バスバと各バスバに接続された前記端子とを収容し、前記複数の電池の重なり方
向に沿って並べられた複数の第１収容部と、
　前記複数の第１収容部の並び方向と平行な直線上に複数並べられることで前記各端子に
接続された前記複数の電線を収容可能な樋形状の電線収容部を構成する複数の第２収容部
と、
　互いに対向する前記第１収容部と前記第２収容部同士を連結し、前記電線と前記端子と
の接続部分を収容する複数の第３収容部と、
　互いに隣接する前記第１収容部間の間隔を変更させることで前記バスバと前記電極との
位置ずれを調整する複数の第１ピッチ調整手段と、
　互いに隣接する前記第２収容部間の間隔を変更させる複数の第２ピッチ調整手段と、
　前記電線収容部に前記複数の第１収容部の並び方向に沿って間隔をあけて配置されると
ともに互いの間に前記第２ピッチ調整手段を位置付ける位置に対をなして配置され、前記
複数の電線を固定する複数対の固定部と、を有し、そして、
　前記複数の電線各々の長さが、公差範囲内の最大寸法に形成された前記電池集合体の各
電極に接続可能な位置に各バスバが位置付けられた状態の前記プレートの一端から各電線
の前記接続部分を収容する前記第３収容部まで届く長さに形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２】
　前記複数の第１収容部の並び方向に沿って最大に引き伸ばされた前記プレートの前記電
線収容部に前記複数の電線が収容され、そして、各電線の前記接続部分が所定の前記第３
収容部に収容されて組み立てられていることを特徴とする請求項１に記載のバスバモジュ
ール。
【請求項３】
　前記第１ピッチ調整手段が、互いに隣接する前記第１収容部同士を連結した弾性変形自
在な第１ヒンジで構成され、かつ、前記第２ピッチ調整手段が、互いに隣接する前記第２
収容部同士を連結した弾性変形自在な第２ヒンジで構成され、そして、
　前記複数の第１ヒンジ及び前記複数の第２ヒンジが非変形の状態で、前記プレートの前
記複数の第１収容部の並び方向の一端に位置する前記バスバから前記プレートの前記複数
の第１収容部の並び方向の他端に位置する前記バスバまでの間隔が、公差範囲内の最大寸
法に形成された前記電池集合体の前記複数の電池の重なり方向の一端に位置する前記電極
から前記電池集合体の前記複数の電池の重なり方向の他端に位置する前記電極までの間隔
よりも大きくなるように、前記プレートが形成されていることを特徴とする請求項１に記
載のバスバモジュール。
【請求項４】
　前記第１ピッチ調整手段が１つの前記第１収容部おきに配置され、前記第２ピッチ調整
手段が１つの前記第２収容部おきに配置さ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項に記載のバスバモジュール。
【請求項５】
　一端に正の電極、他端に負の電極が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の互いに隣接する前記電池の電極同士を接続することでこれら
複数の電池を直列に接続する複数のバスバと、前記各バスバに接続されて前記電池の電圧
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を検出する複数の端子と、前記各端子に接続された複数の電線と、前記複数のバスバと前
記複数の端子と前記複数の電線とを収容した合成樹脂製のプレートと、を有し、
　前記プレートが、前記各バスバと各バスバに接続された前記端子とを収容し、前記複数
の電池の重なり方向に沿って並べられた複数の第１収容部と、前記複数の第１収容部の並
び方向と平行な直線上に複数並べられることで前記各端子に接続された前記複数の電線を
収容可能な樋形状の電線収容部を構成する複数の第２収容部と、互いに対向する前記第１
収容部と前記第２収容部同士を連結し、前記電線と前記端子との接続部分を収容する複数
の第３収容部と、互いに隣接する前記第１収容部間の間隔を変更させることで前記バスバ
と前記電極との位置ずれを調整する複数の第１ピッチ調整手段と、互いに隣接する前記第
２収容部間の間隔を変更させる複数の第２ピッチ調整手段と、前記電線収容部に前記複数
の第１収容部１２の並び方向に沿って間隔をあけて配置されるとともに互いの間に前記第
２ピッチ調整手段を位置付ける位置に対をなして配置され、前記複数の電線を固定する複
数対の固定部と、を有し、
　前記複数の電線各々の長さが、公差範囲内の最大寸法に形成された前記電池集合体の各
電極に接続可能な位置に各バスバが位置付けられた状態の前記プレートの一端から各電線
の前記接続部分を収容する前記第３収容部まで届く長さに形成されているバスバモジュー
ルの組み立て方法であって、
　前記プレートを前記複数の第１収容部の並び方向に沿って最大に引き伸ばすプレート引
き伸ばし工程と、
　引き伸ばされた前記プレートの前記電線収容部に前記複数の電線を収容し、そして、各
電線の前記接続部分を所定の前記第３収容部に収容する収容工程と、
　を順次有することを特徴とするバスバモジュールの組み立て方法。
【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バス
バモジュール、及び、バスバモジュールの組み立て方法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、特許文献１に
示すような電源装置が搭載されている。この電源装置は、一端に正の電極、他端に負の電
極が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バスバモジュールと、で構成されている。また、図１１は
、特許文献１に示された従来のバスバモジュールの分解図である。
【０００３】
　図１１に示すバスバモジュール１００は、前記電池集合体の互いに隣接する前記電池の
電極同士を接続することでこれら複数の電池を直列に接続する複数のバスバ１０５，１０
５’と、各バスバ１０５，１０５’に接続されて前記電池の電圧を検出する複数の端子１
２８と、各端子１２８に接続された複数の電線１３２と、図示しないアース線と、これら
を収容した合成樹脂製のプレート１１６と、を有している。また、図１１中の１３４は、
バスバ１０５’に接続される端子であり、１３５は、前記端子１３４に接続された電源線
である。
【０００４】
　上記プレート１１６は、複数のバスバ１０５，１０５’と各バスバ１０５，１０５’に
接続された端子１２８と端子１３４とを収容し、前記複数の電池の重なり方向に沿って並
べられた複数の第１収容部１１６Ａ，１１６Ｂ，１１６Ｃと、これら第１収容部１１６Ａ
，１１６Ｂ，１１６Ｃの外郭を構成する板状の基板部１２５各々の縁部から延設された、
複数の電線１３２を内側に位置付ける複数の電線収容部１４１と、各電線収容部１４１の
開口部を塞ぐ複数の蓋部１４３と、基板部１２５各々の縁部から延設された、電源線１３
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５及び前記アース線を内側に位置付ける複数の収容溝１４０と、各基板部１２５にヒンジ
を介して設けられた複数のカバー１２７と、各バスバ１０５，１０５’と各電極との僅か
な位置ずれを調整するためのピッチ調整手段１０７と、を有している。
【０００５】
　上記ピッチ調整手段１０７は、第１収容部１１６Ａと第１収容部１１６Ｂとの間と、第
１収容部１１６Ｂと第１収容部１１６Ｃとの間の２箇所に設けられている。このピッチ調
整手段１０７は、互いに隣接する基板部１２５間に設けられかつ該基板部１２５の一方の
縁部側の一端部が開口したスリット１０８と、スリット１０８の他端部に設けられた逃が
し孔１０９と、基板部１２５の逃がし孔１０９よりも他方の縁部側に位置する部分である
可撓部１１０と、で構成されている。このようなピッチ調整手段１０７は、可撓部１１０
が弾性変形することでスリット１０８の幅を変化させて各バスバ１０５，１０５’と各電
極との僅かな位置ずれを調整する。
【０００６】
　また、上記バスバ１０５，１０５’は、金属板に円柱状の前記電極が通される穴１０６
，１０６Ｓが設けられた構成である。また、上記端子１２８は、上記バスバ１０５，１０
５’に重ねられかつ前記穴１０６，１０６Ｓを通された前記電極が通される穴が設けられ
た板状の電極接続部１３１と、電線１３２と接続される電線接続部１２９と、を有する構
成である。
【０００７】
　前述した構成のバスバモジュール１００は、前記電池集合体の前記電極が設けられた面
に重ねられてこの電池集合体に取り付けられる。この際、前記電池集合体にプラスの公差
寸法ずれが生じている場合は、ピッチ調整手段１０７が第１収容部１１６Ａと第１収容部
１１６Ｂとの間と、第１収容部１１６Ｂと第１収容部１１６Ｃとの間を拡げることで各バ
スバ１０５，１０５’と各電極との僅かな位置ずれを調整する。また、前記電池集合体に
マイナスの公差寸法ずれが生じている場合は、ピッチ調整手段１０７が第１収容部１１６
Ａと第１収容部１１６Ｂとの間と、第１収容部１１６Ｂと第１収容部１１６Ｃとの間を縮
めることで各バスバ１０５，１０５’と各電極との僅かな位置ずれを調整する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０００－１４９９０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、現在の電池集合体は、高電圧化に伴い、電池の重なり方向の数が多くな
る事により、累積公差（各電池ごとの公差が累積して生じる公差）が従来品に比べて大き
くなっていることから、この現在の電池集合体に前述した従来のバスバモジュール１００
を取り付けようとした場合、以下に示す問題があった。
【００１０】
　即ち、従来のバスバモジュール１００は、各バスバ１０５，１０５’と各電極との僅か
な位置ずれを調整するピッチ調整手段１０７が設けられてはいたが、電池集合体にプラス
の累積公差が生じてプレート１１６が引き伸ばされる場合に備えて端子１２８に接続され
た電線１３２に予め余長、即ちたるみ、を持たせておく必要があり、「プレート１１６が
引き伸ばされても電線１３２につっぱりが生じないようにするための対策」として、「端
子１２８に接続された電線１３２に予め余長、即ちたるみ、を持たせておく」ことは想到
し得るが、電線１３２に余長を持たせた状態にしてプレート１１６に収容する作業は煩雑
であるという問題があった。また、プレート１１６に収容された電線１３２が全体的にた
るんだ状態であると、この電線１３２がばたついたり過度に屈曲されたり他部品に引っ掛
かったりするおそれがあるので、電線１３２を単純にたるませた状態としておくのは好ま
しくない。さらに、電池集合体は、マイナスの累積公差が生じる場合、即ちプレート１１
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６を縮めなければならない場合、もあり、その場合は、前述した電線１３２のたるみ量が
さらに大きくなるので、「電線１３２がばたついたり過度に屈曲されたり他部品に引っ掛
かったりする」ことを防止する手段を設けることがさらに重要になる。
【００１１】
　そこで、本発明は、上記のような問題点に着目し、電池集合体に取り付けるのに好適な
バスバモジュール、及び、前記バスバモジュールを容易に組み立てるための組み立て方法
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】
【００１２】
　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、一端に正の電極、他端に負の
電極が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の互
いに隣接する前記電池の電極同士を接続することでこれら複数の電池を直列に接続する複
数のバスバと、前記各バスバに接続されて前記電池の電圧を検出する複数の端子と、前記
各端子に接続された複数の電線と、前記複数のバスバと前記複数の端子と前記複数の電線
とを収容した合成樹脂製のプレートと、を有するバスバモジュールであって、前記プレー
トが、前記各バスバと各バスバに接続された前記端子とを収容し、前記複数の電池の重な
り方向に沿って並べられた複数の第１収容部と、前記複数の第１収容部の並び方向と平行
な直線上に複数並べられることで前記各端子に接続された前記複数の電線を収容可能な樋
形状の電線収容部を構成する複数の第２収容部と、互いに対向する前記第１収容部と前記
第２収容部同士を連結し、前記電線と前記端子との接続部分を収容する複数の第３収容部
と、互いに隣接する前記第１収容部間の間隔を変更させることで前記バスバと前記電極と
の位置ずれを調整する複数の第１ピッチ調整手段と、互いに隣接する前記第２収容部間の
間隔を変更させる複数の第２ピッチ調整手段と、前記電線収容部に前記複数の第１収容部
の並び方向に沿って間隔をあけて配置されるとともに互いの間に前記第２ピッチ調整手段
を位置付ける位置に対をなして配置され、前記複数の電線を固定する複数対の固定部と、
を有し、そして、前記複数の電線各々の長さが、公差範囲内の最大寸法に形成された前記
電池集合体の各電極に接続可能な位置に各バスバが位置付けられた状態の前記プレートの
一端から各電線の前記接続部分を収容する前記第３収容部まで届く長さに形成されている
ことを特徴とするバスバモジュールである。
【００１３】
　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、前記複数の第１収
容部の並び方向に沿って最大に引き伸ばされた前記プレートの前記電線収容部に前記複数
の電線が収容され、そして、各電線の前記接続部分が所定の前記第３収容部に収容されて
組み立てられていることを特徴とするものである。
【００１４】
　請求項３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、前記第１ピッチ調
整手段が、互いに隣接する前記第１収容部同士を連結した弾性変形自在な第１ヒンジで構
成され、かつ、前記第２ピッチ調整手段が、互いに隣接する前記第２収容部同士を連結し
た弾性変形自在な第２ヒンジで構成され、そして、前記複数の第１ヒンジ及び前記複数の
第２ヒンジが非変形の状態で、前記プレートの前記複数の第１収容部の並び方向の一端に
位置する前記バスバから前記プレートの前記複数の第１収容部の並び方向の他端に位置す
る前記バスバまでの間隔が、公差範囲内の最大寸法に形成された前記電池集合体の前記複
数の電池の重なり方向の一端に位置する前記電極から前記電池集合体の前記複数の電池の
重なり方向の他端に位置する前記電極までの間隔よりも大きくなるように、前記プレート
が形成されていることを特徴とするものである。
【００１５】
　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、前記第１ピッチ調整手段が１つの前記第１収容部おきに配置され、前記第２ピッ
チ調整手段が１つの前記第２収容部おきに配置されていることを特徴とするものである。
【００１６】
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　請求項５に記載された発明は、一端に正の電極、他端に負の電極が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の互いに隣接する前記電池の電
極同士を接続することでこれら複数の電池を直列に接続する複数のバスバと、前記各バス
バに接続されて前記電池の電圧を検出する複数の端子と、前記各端子に接続された複数の
電線と、前記複数のバスバと前記複数の端子と前記複数の電線とを収容した合成樹脂製の
プレートと、を有し、前記プレートが、前記各バスバと各バスバに接続された前記端子と
を収容し、前記複数の電池の重なり方向に沿って並べられた複数の第１収容部と、前記複
数の第１収容部の並び方向と平行な直線上に複数並べられることで前記各端子に接続され
た前記複数の電線を収容可能な樋形状の電線収容部を構成する複数の第２収容部と、互い
に対向する前記第１収容部と前記第２収容部同士を連結し、前記電線と前記端子との接続
部分を収容する複数の第３収容部と、互いに隣接する前記第１収容部間の間隔を変更させ
ることで前記バスバと前記電極との位置ずれを調整する複数の第１ピッチ調整手段と、互
いに隣接する前記第２収容部間の間隔を変更させる複数の第２ピッチ調整手段と、前記電
線収容部に前記複数の第１収容部の並び方向に沿って間隔をあけて配置されるとともに互
いの間に前記第２ピッチ調整手段を位置付ける位置に対をなして配置され、前記複数の電
線を固定する複数対の固定部と、を有し、前記複数の電線各々の長さが、公差範囲内の最
大寸法に形成された前記電池集合体の各電極に接続可能な位置に各バスバが位置付けられ
た状態の前記プレートの一端から各電線の前記接続部分を収容する前記第３収容部まで届
く長さに形成されているバスバモジュールの組み立て方法であって、前記プレートを前記
複数の第１収容部の並び方向に沿って最大に引き伸ばすプレート引き伸ばし工程と、引き
伸ばされた前記プレートの前記電線収容部に前記複数の電線を収容し、そして、各電線の
前記接続部分を所定の前記第３収容部に収容する収容工程と、を順次有することを特徴と
するバスバモジュールの組み立て方法である。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１に記載された発明によれば、前記プレートが、前記各バスバと各バスバに接続
された前記端子とを収容し、前記複数の電池の重なり方向に沿って並べられた複数の第１
収容部と、前記複数の第１収容部の並び方向と平行な直線上に複数並べられることで前記
各端子に接続された前記複数の電線を収容可能な樋形状の電線収容部を構成する複数の第
２収容部と、互いに対向する前記第１収容部と前記第２収容部同士を連結し、前記電線と
前記端子との接続部分を収容する複数の第３収容部と、互いに隣接する前記第１収容部間
の間隔を変更させることで前記バスバと前記電極との位置ずれを調整する複数の第１ピッ
チ調整手段と、互いに隣接する前記第２収容部間の間隔を変更させる複数の第２ピッチ調
整手段と、前記電線収容部に前記複数の第１収容部の並び方向に沿って間隔をあけて配置
されるとともに互いの間に前記第２ピッチ調整手段を位置付ける位置に対をなして配置さ
れ、前記複数の電線を固定する複数対の固定部と、を有し、そして、前記複数の電線各々
の長さが、公差範囲内の最大寸法に形成された前記電池集合体の各電極に接続可能な位置
に各バスバが位置付けられた状態の前記プレートの一端から各電線の前記接続部分を収容
する前記第３収容部まで届く長さに形成されているので、本バスバモジュールがプラスの
累積公差が生じた前記電池集合体に取り付けられる場合には前記電線につっぱりが生じる
ことを防止でき、これと同時に該電線がばたついたり過度に屈曲されたり他部品に引っ掛
かったりすることを防止できる。よって、累積公差が大きい電池集合体に取り付けるのに
好適なバスバモジュールを提供することができる。
【００１８】
　請求項２に記載された発明によれば、前記複数の第１収容部の並び方向に沿って最大に
引き伸ばされた前記プレートの前記電線収容部に前記複数の電線が収容され、そして、各
電線の前記接続部分が所定の前記第３収容部に収容されて組み立てられているので、この
ような容易な組み立て作業によって、対をなす前記固定部間に前記電線の余長が均等に確
保されたバスバモジュールを提供することができる。
【００１９】
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　請求項３に記載された発明によれば、前記第１ピッチ調整手段が、互いに隣接する前記
第１収容部同士を連結した弾性変形自在な第１ヒンジで構成され、かつ、前記第２ピッチ
調整手段が、互いに隣接する前記第２収容部同士を連結した弾性変形自在な第２ヒンジで
構成され、そして、前記複数の第１ヒンジ及び前記複数の第２ヒンジが非変形の状態で、
前記プレートの前記複数の第１収容部の並び方向の一端に位置する前記バスバから前記プ
レートの前記複数の第１収容部の並び方向の他端に位置する前記バスバまでの間隔が、公
差範囲内の最大寸法に形成された前記電池集合体の前記複数の電池の重なり方向の一端に
位置する前記電極から前記電池集合体の前記複数の電池の重なり方向の他端に位置する前
記電極までの間隔よりも大きくなるように、前記プレートが形成されているので、外力が
加えられていない状態、即ち引き伸ばされていない状態、の前記電線収容部に、前記電線
をまっすぐに伸ばした状態で収容する容易な組み立て作業によって組み立てることができ
るバスバモジュールを提供することができる。
【００２０】
　請求項４に記載された発明によれば、前記第１ピッチ調整手段が１つの前記第１収容部
おきに配置され、前記第２ピッチ調整手段が１つの前記第２収容部おきに配置されている
ので、前記電池集合体の累積公差による各バスバと各電極との位置ずれを調整する「調整
代」が従来品よりも大きくなる。よって、累積公差が大きい電池集合体に取り付けるのに
さらに好適なバスバモジュールを提供することができる。
【００２１】
　請求項５に記載された発明によれば、前記プレートを前記複数の第１収容部の並び方向
に沿って最大に引き伸ばすプレート引き伸ばし工程と、引き伸ばされた前記プレートの前
記電線収容部に前記複数の電線を収容し、そして、各電線の前記接続部分を所定の前記第
３収容部に収容する収容工程と、を順次有するので、対をなす前記固定部間に前記電線の
余長が確保された、累積公差が大きい電池集合体に取り付けるのに好適なバスバモジュー
ルを容易に組み立てることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るバスバモジュールとこのバスバモジュールが取り
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を構成する電池の概略図である。
【図３】図１に示されたバスバモジュールの一部を示す平面図であり、第１ピッチ調整手
段及び第２ピッチ調整手段が非変形の状態の前記バスバモジュールを示す平面図である。
【図４】図３に示されたプレートを図３中の矢印Ａ方向から見た平面図である。
【図５】図３中のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図６】図１に示されたバスバモジュールの一部を示す平面図であり、第１ピッチ調整手
段及び第２ピッチ調整手段が最大に引き伸ばされた状態の前記バスバモジュールを示す平
面図である。
【図７】図１に示されたバスバモジュールの一部を示す平面図であり、第１ピッチ調整手
段及び第２ピッチ調整手段が縮められた状態の前記バスバモジュールを示す平面図である
。
【図８】図１に示されたバスバモジュールを図１に示された電池集合体に取り付ける取付
方法を説明する説明図であり、（ａ）はバスバモジュールの一端が電池集合体の一端に重
ねられた状態を示す図であり、（ｂ）はバスバモジュールの他端側の部分までが電池集合
体の他端側の部分まで重ねられた状態を示す図であり、（ｃ）はバスバモジュールの全体
が電池集合体に重ねられて前記バスバモジュールが前記電池集合体に取り付けられた状態
を示す図である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係るバスバモジュールの一部を示す平面図であり、第
１ピッチ調整手段及び第２ピッチ調整手段が非変形の状態の前記バスバモジュールを示す
平面図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係るバスバモジュールの一部を示す平面図であり、
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第１ピッチ調整手段及び第２ピッチ調整手段が縮められた状態の前記バスバモジュールを
示す平面図である。
【図１１】従来のバスバモジュールの分解図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施形態に係るバスバモジュール、及び、バスバモジュールの組み立て
方法を、図１ないし図８を参照して説明する。図１は本発明の第１の実施形態に係るバス
バモジュールとこのバスバモジュール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は図１に示された電池集合体を構成する電池の概略図である
。図３は図１に示されたバスバモジュールの一部を示す平面図であり、第１ピッチ調整手
段及び第２ピッチ調整手段が非変形の状態の前記バスバモジュールを示す平面図である。
図４は図３に示されたプレートを図３中の矢印Ａ方向から見た平面図である。図５は図３
中のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。図６は図１に示されたバスバモジュールの一部を示
す平面図であり、第１ピッチ調整手段及び第２ピッチ調整手段が最大に引き伸ばされた状
態の前記バスバモジュールを示す平面図である。図７は図１に示されたバスバモジュール
の一部を示す平面図であり、第１ピッチ調整手段及び第２ピッチ調整手段が縮められた状
態の前記バスバモジュールを示す平面図である。図８は図１に示されたバスバモジュール
を図１に示された電池集合体に取り付ける取付方法を説明する説明図であり、（ａ）はバ
スバモジュールの一端が電池集合体の一端に重ねられた状態を示す図であり、（ｂ）はバ
スバモジュールの他端側の部分までが電池集合体の他端側の部分まで重ねられた状態を示
す図であり、（ｃ）はバスバモジュールの全体が電池集合体に重ねられて前記バスバモジ
ュールが前記電池集合体に取り付けられた状態を示す図である。
【００２４】
　図１に示すバスバモジュール１は、同図に示す電池集合体２に取り付けられて電源装置
８０を構成する。また、この電源装置８０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。
【００２５】
　上記電池集合体２は、複数の電池３と、これら複数の電池３を互いに重ねて固定する部
材と、を有している。また、各電池３は、図２に示すように、方体状の電池本体３０と、
この電池本体３０の上面の一端及び他端からそれぞれ突出した一対の電極３１，３２と、
を有している。また、一対の電極３１，３２のうちの電極３１は正極であり、電極３２は
負極である。これら電極３１，３２は、それぞれ、導電性の金属により円柱状に形成され
ている。さらに、複数の電池３は、互いに隣り合う電池３同士の正の電極３１と負の電極
３２とが互いに隣り合うように、交互に逆向きに重ね合わされている。また、図１中の矢
印Ｘは、複数の電池３の重なり方向、及び、電池集合体２の長手方向を示し、矢印Ｚは、
電池集合体２の幅方向を示し、矢印Ｙは、電池集合体２の高さ方向を示している。
【００２６】
　上記バスバモジュール１は、主に前述した複数の電池３を直列接続するものであり、図
１に示すように、電池集合体２の互いに隣接する電池３の電極３１，３２同士を接続する
ことでこれら複数の電池３を直列に接続する複数のバスバ６と、各電池３の電圧を検出す
るために各バスバ６に接続された複数の端子７と、各端子７に接続された複数の電線８と
、複数の電池３のうち所定の電池３の温度を測定するセンサであるサーミスタと、各サー
ミスタに接続された複数の電線と、各端子７または各サーミスタに一端が接続された複数
の電線８の他端が接続されたコネクタと、これらを収容した合成樹脂製のプレート１１と
、を有している。前記コネクタは、相手方のコネクタとコネクタ接続することで、端子７
やサーミスタを図示しない電圧検出回路や温度測定回路に接続する。
【００２７】
　上記バスバ６は、導電性の金属板にプレス加工が施されるなどして得られるものであり
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、板状の金属板に、互いに隣り合う電池３の互いに隣り合う電極３１，３２が通される一
対の穴６１が設けられた構成である。また、バスバ６は、穴６１に通された電極３１，３
２にナットが螺合されることで電池３に固定される。
【００２８】
　上記端子７は、導電性の金属板にプレス加工が施されるなどして得られるものであり、
図３などに示すように、バスバ６に重ねられて該バスバ６と電気的に接続するバスバ接続
部７１と、電線８の一端に取り付けられる電線取付部７３及び電線接続部７２と、を有し
ている。前記バスバ接続部７１は、板状の金属板に電極３１，３２が通される穴７１ａが
設けられた構成である。前記電線取付部７３は、電線８の一端をかしめる一対のかしめ片
で構成されている。前記電線接続部７２は、電線８の一端において露出した芯線を圧着し
て該芯線と電気的に接続する一対の圧着片で構成されている。また、バスバ接続部７１と
電線接続部７２と電線取付部７３とは、直線上に順に並べられた配置となっている。また
、前記電線８は、導電性の芯線と該芯線を被覆した絶縁被覆とを有する周知の被覆電線で
あり、前記一端において、絶縁被覆が皮剥きされて芯線が露出している。
【００２９】
　上記プレート１１は、図１に示すように、全体としての平面形状が、電池集合体２の上
面とほぼ等しい略長方形に形成されている。このプレート１１は、図１、図３、図６、図
７に示すように、各サーミスタと各サーミスタに接続された電線とを収容し、複数の電池
３の重なり方向、即ち矢印Ｘ、に沿って並べられたサーミスタ収容部２７と、各バスバ６
と各バスバ６に接続された端子７とを収容し、複数の電池３の重なり方向、即ち矢印Ｘ、
に沿って並べられた複数の第１収容部１２と、複数の第１収容部１２の並び方向と平行な
直線上に複数並べられることで各端子７に接続された複数の電線８を収容可能な樋形状の
電線収容部２０を構成する複数の第２収容部１４と、この第２収容部１４にヒンジ１７を
介して連結され、第２収容部１４の開口部を開閉する複数の蓋部１６と、互いに間隔をあ
けて対向する第１収容部１２と第２収容部１４同士を連結し、電線８と端子７との接続部
分を収容する複数の第３収容部２１と、互いに隣接する第１収容部１２間の間隔を変更さ
せることでバスバ６と電極３１，３２との位置ずれを調整する複数の第１ヒンジ１３（請
求項中の第１ピッチ調整手段に相当する。）と、互いに隣接する第２収容部１４間の間隔
を変更させる複数の第２ヒンジ１５（請求項中の第２ピッチ調整手段に相当する。）と、
電線収容部２０に複数の第１収容部１２の並び方向に沿って間隔をあけて配置されるとと
もに互いの間に第２ヒンジ１５を位置付ける位置に対をなして配置され、複数の電線８を
固定する複数対の固定部１８と、を一体に有している。また、図３、図６、図７は、前記
蓋部１６が前記第２収容部１４の開口部を開放している状態を示している。
【００３０】
　上記サーミスタ収容部２７は、プレート１１の幅方向の中央、即ち矢印Ｚ方向の中央、
に配置され、かつ、プレート１１の長手方向、即ち矢印Ｘ方向、の一端から他端にわたっ
て配置されている。
【００３１】
　上記複数の第１収容部１２は、プレート１１の長手方向に沿って、即ち矢印Ｘに沿って
、並べられている。また、互いに隣接する第１収容部１２同士は、間隔をあけている。ま
た、これら複数の第１収容部１２が並べられた列は、プレート１１の幅方向に沿って、即
ち矢印Ｚに沿って、互いに間隔をあけて二列設けられている。また、複数の第１収容部１
２は、前述した各列の間に上記サーミスタ収容部２７を位置付ける位置に配置されている
。また、各第１収容部１２は、図３などに示すように、バスバ６を表面上に位置付ける底
壁１２ａと、この底壁１２ａの外縁から立設した周壁１２ｂと、によって箱形に形成され
ている。また、前記底壁１２ａには、バスバ６の穴６１と重なる穴が設けられており、該
穴を通された電極３１，３２がバスバ６の穴６１、そして、端子７の穴７１ａを通される
。
【００３２】
　上記複数の第２収容部１４は、プレート１１の長手方向に沿って、即ち矢印Ｘに沿って
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、並べられている。また、互いに隣接する第２収容部１４同士は、間隔をあけている。ま
た、これら複数の第２収容部１４が並べられた列、即ち電線収容部２０、は、プレート１
１の幅方向に沿って、即ち矢印Ｚに沿って、互いに間隔をあけて二列設けられている。ま
た、複数の第２収容部１４は、前述した各列、即ち電線収容部２０、の間に上記複数の第
１収容部１２が並べられた列を位置付ける位置に配置されている。また、各第２収容部１
４は、図３などに示すように、複数の電線８を表面上に位置付ける底壁１４ａと、この底
壁１４ａの矢印Ｚ方向の両端部から立設した側壁１４ｂと、によって樋形に形成されてい
る。また、各第２収容部１４は、側壁１４ｂの底壁１４ａから離れた上端部から底壁１４
ａと相対する方向に突出した上壁１４ｃを有している。この上壁１４ｃは、底壁１４ａと
の間に電線８を位置付けて該電線８が第２収容部１４から飛び出すことを防止する。
【００３３】
　上記第３収容部２１は、図３などに示すように、プレート１１の幅方向に沿って、即ち
矢印Ｚに沿って、互いに対向する第１収容部１２の底壁１２ａと第２収容部１４の底壁１
４ａとを連結した底壁２１ａと、底壁２１ａの外縁から立設しかつプレート１１の幅方向
に沿って互いに対向する第１収容部１２の周壁１２ｂと第２収容部１４の側壁１４ｂとを
連結した一対の連結壁２１ｂと、によって樋形に形成されている。前記底壁２１ａは、表
面上に電線８と端子７との接続部分を位置付ける。前記「接続部分」とは、端子７の電線
取付部７３及び電線接続部７２と、これら電線取付部７３及び電線接続部７２が取り付け
られる電線８の一端と、を意味する。また、電線収容部２０に収容された電線８の一端は
、略９０度曲げられて第３収容部２１に収容される。
【００３４】
　上記第１ヒンジ１３は、図３及び図５などに示すように、互いに隣接する第１収容部１
２の周壁１２ｂ同士を連結しており、弾性変形自在に形成されている。また、第１ヒンジ
１３は、断面Ｃ字形状に形成されており、Ｃ字形状の両端部が互いに近付く方向、または
、Ｃ字形状の両端部が互いに離れる方向に弾性変形すること、即ち伸縮するように弾性変
形することで、互いに隣接する第１収容部１２間の間隔を変更させる。また、このような
第１ヒンジ１３は、１つの第１収容部１２おきに配置されている。また、図３中のＶ１、
図６中のＶ２、図７中のＶ３は、それぞれ、互いに隣接する第１収容部１２間の間隔を表
している。
【００３５】
　上記第２ヒンジ１５は、図３及び図４などに示すように、互いに隣接する第２収容部１
４同士を連結しており、弾性変形自在に形成されている。また、第２ヒンジ１５は、断面
Ｃ字形状に形成されており、Ｃ字形状の両端部が互いに近付く方向、または、Ｃ字形状の
両端部が互いに離れる方向に弾性変形すること、即ち伸縮するように弾性変形することで
、互いに隣接する第２収容部１４間の間隔を変更させる。また、第２ヒンジ１５は、複数
の電線８の配索経路上の障害物となることを避けるために、第２収容部１４の矢印Ｚ方向
の両端部それぞれに対をなして配置されている。また、このような第２ヒンジ１５は、１
つの第２収容部１４おきに配置されている。また、図３中のＷ１、図６中のＷ２、図７中
のＷ３は、それぞれ、互いに隣接する第２収容部１４間の間隔を表している。
【００３６】
　上記固定部１８は、底壁１４ａから円柱状に突出した２つの突出物で構成されている。
この２つの突出物は、プレート１１の幅方向に沿って、即ち矢印Ｚに沿って、互いに間隔
をあけて配置されており、互いの間に複数の電線８を挟むことでこれら複数の電線８を固
定する。
【００３７】
　また、前記複数の電線８は、図１などに示すように、前記コネクタに接続された各他端
がプレート１１の矢印Ｘ方向の一端に位置付けられ、当該プレート１１の一端から電線収
容部２０内をプレート１１の他端側に向かって配索されている。そして、各端子７の電線
取付部７３及び電線接続部７２に取り付けられた各電線８の一端、即ち接続部分、が当該
電線取付部７３及び電線接続部７２が収容された第３収容部２１内に収容されている。さ
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らに、このようにして配索された複数の電線８は、電線収容部２０内において、前述した
固定部１８によって固定されている。
【００３８】
　さらに、上述した複数の電線８は、それぞれ、公差範囲内の最大寸法に形成された電池
集合体２の各電極３１，３２に接続可能な位置に各バスバ６が位置付けられた状態のプレ
ート１１の前記一端から各電線８の前記接続部分を収容する第３収容部２１まで届く長さ
に形成されている。
【００３９】
　即ち、プレート１１は、電池３の重なり方向である複数の第１収容部１２の並び方向に
沿って最大に引き伸ばされた状態で、図６に示すように、互いに隣接する第１収容部１２
間の間隔がＶ２であり、互いに隣接する第２収容部１４間の間隔がＷ２となっており、こ
の状態でのプレート１１の前記一端に位置するバスバ６の穴６１からプレート１１の前記
他端に位置するバスバ６の穴６１までの間隔が、公差範囲内の最大寸法に形成された電池
集合体２の矢印Ｘ方向の一端に位置する電極３１，３２から電池集合体２の矢印Ｘ方向の
他端に位置する電極３１，３２までの間隔よりも大きくなるように形成されている。
【００４０】
　そして、本発明では、このようにプレート１１が最大に引き伸ばされた状態で、複数の
電線８がつっぱりを生じない程度にまっすぐに伸ばされた状態で固定部１８に固定されて
プレート１１に収容されている。このため、公差範囲内の最大寸法に形成された電池集合
体２に取り付けられる際のプレート１１は、図６に示す最大に引き伸ばされた状態よりも
緩んだ状態、即ち引き伸ばし量が小さい状態、となるので、本バスバモジュール１が公差
範囲内の最大寸法に形成された電池集合体２に取り付けられる場合でも、電線８につっぱ
りが生じることがない。即ち、図６に示す状態よりも電線８が引っ張られることがない。
【００４１】
　また、本発明では、図３に示すプレート１１が引き伸ばされていない状態、即ち第１ヒ
ンジ１３や第２ヒンジ１５などが非変形の状態、では、互いに隣接する第１収容部１２間
の間隔が、図６に示すＶ２よりも小さいＶ１となり、互いに隣接する第２収容部１４間の
間隔が、図６に示すＷ２よりも小さいＷ１となる分、対をなす固定部１８間において複数
の電線８に余長、即ちたるみ、が生じる。しかしながら、本発明では、各固定部１８にお
いてこれら複数の電線８が固定されているので、一箇所に大きな余長、即ちたるみ、が集
中することがなく、そのために、当該電線８がばたついたり過度に屈曲されたり他部品に
引っ掛かったりするおそれがない。
【００４２】
　また、本発明では、図７に示すプレート１１が縮められた状態、即ち第１ヒンジ１３や
第２ヒンジ１５などが縮められた状態、では、互いに隣接する第１収容部１２間の間隔が
、図３に示すＶ１よりも小さいＶ３となり、互いに隣接する第２収容部１４間の間隔が、
図３に示すＷ１よりも小さいＷ３となる分、対をなす固定部１８間において複数の電線８
にさらなる余長、即ちたるみ、が生じる。しかしながら、本発明では、前述したように、
各固定部１８においてこれら複数の電線８が固定されているので、一箇所に大きな余長、
即ちたるみ、が集中することがなく、そのために、当該電線８がばたついたり過度に屈曲
されたり他部品に引っ掛かったりするおそれがない。
【００４３】
　即ち、本発明のバスバモジュール１は、プレート１１が引き伸ばされても電線８につっ
ぱりが生じないようにするための余長を複数個所で確保しつつ、当該電線８を複数個所で
固定しているので、累積公差が大きい（±１０ｍｍ～１５ｍｍ）電池集合体２に取り付け
るのに好適となる。
【００４４】
　また、各サーミスタに接続された複数の電線の収容構造についての詳細な説明は省略す
るが、この電線についても、前述した電線８と同様に、電池集合体２の寸法に応じて伸縮
するプレート１１に対応したつっぱりを生じないための余長が確保され、かつ、固定部１
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８と同様の電線固定手段が設けられた収容構造となっている。
【００４５】
　続いて、上記構成のバスバモジュール１の組み立て方法について説明する。バスバモジ
ュール１を組み立てる際は、プレート１１、バスバ６、端子７、などを別々に製造してお
き、次に、各第１収容部１２に各バスバ６を嵌め込む（バスバ６をプレート１１にインサ
ート成形するようにしても良い。）。次に、プレート１１を複数の第１収容部１２の並び
方向に沿って、即ち矢印Ｘ方向に沿って、最大に引き伸ばし、この状態を維持する（請求
項中の「プレート引き伸ばし工程」に相当する。）。次に、複数の電線８をまっすぐに伸
ばした状態で固定部１８を構成する２つの前記突出物間に押し込むことで、引き伸ばされ
たプレート１１の電線収容部２０に複数の電線８を収容し、各電線８と各端子７との前記
接続部分を所定の第３収容部２１に収容するとともに（請求項中の「収容工程」に相当す
る。）、各電線８に接続された各端子７のバスバ接続部７１を各バスバ６の上に重ねるよ
うにして各第１収容部１２に嵌め込む。また、これと同様にして複数の電線と各電線に接
続された各サーミスタをサーミスタ収容部２７に収容する。そして、引き伸ばされたプレ
ート１１に加えた引っ張り力を解除して、該プレート１１を引き伸ばされていない状態に
弾性復帰させる。こうしてバスバモジュール１が組み立てられる。
【００４６】
　さらに、前述した手順で組み立てられたバスバモジュール１は、図８に示す方法で電池
集合体２の上面に取り付けられる。即ち、図８（ａ）に示すように、最初にバスバモジュ
ール１の矢印Ｘ方向の一端が電池集合体２の矢印Ｘ方向の一端に重ねられて、この電池集
合体２の一端に位置する電極３１，３２がバスバ６の穴６１及び端子７の穴７１ａを通さ
れる。そこから図８（ｂ）に示すように、矢印Ｘ方向の他端側に向かって徐々にバスバモ
ジュール１が電池集合体２に重ねられる。この際、電池集合体２にプラスの累積公差が生
じている場合は、バスバモジュール１が引き伸ばされながら、電池集合体２の電極３１，
３２のピッチに合わせられる。また、電池集合体２にマイナスの累積公差が生じている場
合は、バスバモジュール１が縮められながら、電池集合体２の電極３１，３２のピッチに
合わせられる。こうして、図８（ｃ）に示すように、バスバモジュール１の全体が電池集
合体２に重ねられてこのバスバモジュール１が電池集合体２に取り付けられる。その後、
各穴６１，７１ａに通された各電極３１，３２にナットが螺合されることで各電極３１，
３２と各バスバ６とが固定されて、前記電源装置が組み立てられる。
【００４７】
　このように、本発明では、引き伸ばされたプレート１１の電線収容部２０に複数の電線
８を収容するようにしてバスバモジュール１を組み立てるので、複数の電線８をまっすぐ
に伸ばした状態で単純に固定部１８を構成する２つの前記突出物間に押し込むことで、複
数の電線８と各固定部１８との位置合わせ等を考慮することなく、即ち複数の電線８を余
長確保のために曲げる作業を行うことなく、プレート１１が引き伸ばされていない状態で
対をなす各固定部１８間に電線８の余長が均等に確保されたバスバモジュールを１を容易
に組み立てることができる。
【００４８】
　また、上記バスバモジュール１は、プレート１１が引き伸ばされていない状態で対をな
す各固定部１８間に電線８の余長が均等に確保されているので、電池集合体２に取り付け
られる際にプレート１１が引き伸ばされた場合にも、電線８が部分的に引っ張られること
がない。
【００４９】
　また、上記バスバモジュール１は、第１ヒンジ１３が１つの第１収容部１２おきに配置
され、第２ヒンジ１５が１つの第２収容部１４おきに配置されているので、電池集合体２
の累積公差による各バスバ６と各電極３１，３２との位置ずれを調整する「調整代」が従
来品よりも大きくなる。よって、累積公差が大きい電池集合体２に取り付けるのにさらに
好適となる。
【００５０】
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　また、本実施形態に示すバスバモジュール１は、複数の電線８が収容された第２収容部
１４の開口部を覆う蓋部１６を有しているが、本発明では、複数の電線８を固定する、即
ち複数の電線８が第２収容部１４から飛び出すことを防止する、固定部１８を有している
ので、蓋部１６を省略した構成とすることもできる。その場合は、前記バスバモジュール
の軽量化及び簡素化を図ることができ、また、前記プレートの可撓性向上、即ち前記バス
バモジュールの電池集合体２への取り付け易さの向上、を図ることができる。
【００５１】
（第２の実施形態）
　続いて、本発明の第２の実施形態に係るバスバモジュール、及び、バスバモジュールの
組み立て方法を、図９及び図１０を参照して説明する。図９は本発明の第２の実施形態に
係るバスバモジュールの一部を示す平面図であり、第１ピッチ調整手段及び第２ピッチ調
整手段が非変形の状態の前記バスバモジュールを示す平面図である。図１０は本発明の第
２の実施形態に係るバスバモジュールの一部を示す平面図であり、第１ピッチ調整手段及
び第２ピッチ調整手段が縮められた状態の前記バスバモジュールを示す平面図である。ま
た、図９及び図１０において、前述した第１の実施形態と同一構成部分には同一符号を付
して説明を省略する。
【００５２】
　本実施形態のバスバモジュール１’は、弾性変形自在の第１ヒンジ１３’（請求項中の
第１ピッチ調整手段に相当する。）が、互いに隣接する第１収容部１２同士を連結してお
り、かつ、弾性変形自在の第２ヒンジ１５’（請求項中の第２ピッチ調整手段に相当する
。）が、互いに隣接する第２収容部１４同士を連結したプレート１１’を有している。
【００５３】
　上記プレート１１’は、図９に示すプレート１１’が引き伸ばされていない状態、即ち
第１ヒンジ１３’や第２ヒンジ１５’などが非変形の状態、で、互いに隣接する第１収容
部１２間の間隔がＶ２であり、互いに隣接する第２収容部１４間の間隔がＷ２となってお
り、この状態でのプレート１１’の矢印Ｘ方向の一端に位置するバスバ６の穴６１からプ
レート１１’の矢印Ｘ方向の他端に位置するバスバ６の穴６１までの間隔が、公差範囲内
の最大寸法に形成された電池集合体２の矢印Ｘ方向の一端に位置する電極３１，３２から
電池集合体２の矢印Ｘ方向の他端に位置する電極３１，３２までの間隔よりも大きくなる
ように形成されている。
【００５４】
　そして、本発明では、このようにプレート１１’が引き伸ばされていない状態で、複数
の電線８がつっぱりを生じない程度にまっすぐに伸ばされた状態で固定部１８に固定され
てプレート１１’に収容されている。このため、公差範囲内の最大寸法に形成された電池
集合体２に取り付けられる際のプレート１１’は、図９に示す、引き伸ばされていない状
態よりも縮められた状態となるので、本バスバモジュール１’が公差範囲内の最大寸法に
形成された電池集合体２に取り付けられる場合でも、電線８につっぱりが生じることがな
い。即ち、図９に示す状態よりも電線８が引っ張られることがない。
【００５５】
　また、本発明では、図１０に示すプレート１１’が縮められた状態、即ち第１ヒンジ１
３’や第２ヒンジ１５’などが縮められた状態、では、互いに隣接する第１収容部１２間
の間隔が、図９に示すＶ２よりも小さいＶ１となり、互いに隣接する第２収容部１４間の
間隔が、図９に示すＷ２よりも小さいＷ１となる分、対をなす固定部１８間において複数
の電線８に余長、即ちたるみ、が生じる。しかしながら、本発明では、各固定部１８にお
いてこれら複数の電線８が固定されているので、一箇所に大きな余長、即ちたるみ、が集
中することがなく、そのために、当該電線８がばたついたり過度に屈曲されたり他部品に
引っ掛かったりするおそれがない。
【００５６】
　また、上記構成のバスバモジュール１’を組み立てる際は、外力が加えられていない状
態、即ち引き伸ばされていない状態、のプレート１１’の電線収容部２０に、複数の電線
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８をまっすぐに伸ばした状態で収容して組み立てる。この際、複数の電線８をまっすぐに
伸ばした状態で固定部１８を構成する２つの前記突出物間に押し込むことで電線収容部２
０に収容する。
【００５７】
　このように、本発明では、プレート１１’が引き伸ばされていない状態、即ち第１ヒン
ジ１３’や第２ヒンジ１５’などが非変形の状態、でのプレート１１’の矢印Ｘ方向の一
端に位置するバスバ６の穴６１からプレート１１’の矢印Ｘ方向の他端に位置するバスバ
６の穴６１までの間隔が、公差範囲内の最大寸法に形成された電池集合体２の矢印Ｘ方向
の一端に位置する電極３１，３２から電池集合体２の矢印Ｘ方向の他端に位置する電極３
１，３２までの間隔よりも大きくなるように形成されているので、外力が加えられていな
い状態、即ち引き伸ばされていない状態、のプレート１１’の電線収容部２０に、複数の
電線８をまっすぐに伸ばした状態で収容する容易な組み立て作業によってバスバモジュー
ル１’を組み立てることができる。
【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】
　１，１’　バスバモジュール
　２　電池集合体
　３　電池
　６　バスバ
　７　端子
　８　電線
　１１，１１’　プレート
　１２　第１収容部
　１３，１３’　第１ヒンジ（第１ピッチ調整手段）
　１４　第２収容部
　１５，１５’　第２ヒンジ（第２ピッチ調整手段）
　１８　固定部
　２０　電線収容部
　２１　第３収容部
　３１，３２　電極
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