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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の線状導体と、それぞれが離間し且つ同一平面上に配置された状態の前記線状導体
を覆う絶縁体と、を有するフラットケーブルと、
　電池モジュールを構成する同一方向に重ね合わされた複数の電池セルの内の前記同一方
向に連なる少なくとも２つの電池セルに設けた電極端子であり、前記同一方向に並んでい
る電極端子同士を電気的に接続するための複数のバスバーと、
　前記線状導体と前記バスバーの組み合わせ毎に設け、接続部材本体と、前記接続部材本
体に連結され、圧接溝が形成された圧接刃部と、を有する接続部材と、
　を備え、
　前記絶縁体は、それぞれの前記線状導体を互いに絶縁させ得るよう内部に収容する連結
部を有し、
　前記接続部材は、前記接続部材本体を前記連結部に接触させることなく、前記圧接溝へ
の圧入に伴い前記絶縁体の前記連結部から露出した前記線状導体に当該圧接溝の内縁を接
触させ、且つ、前記接続部材本体を前記バスバーに電気的に接続させることを特徴とする
電線接続構造。
【請求項２】
　前記接続部材は、前記接続部材本体の一部を前記バスバーに溶接することにより当該バ
スバーに電気的に接続させることを特徴とする請求項１に記載の電線接続構造。
【請求項３】
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　前記接続部材は、前記バスバーから延設させることを特徴とする請求項１に記載の電線
接続構造。
【請求項４】
　前記バスバー及び前記接続部材は、金属平板を打ち抜いて形成され、
　前記接続部材は、前記圧接刃部を圧入する方向が平板状の前記バスバーに対して垂直と
なるよう、前記接続部材本体が折り曲げられていることを特徴とする請求項３に記載の電
線接続構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電線接続構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電池配線モジュールとしては、特許文献１に記載されている高電圧検出モジュール装置
、特許文献２に記載されている電池モジュールが知られている。
【０００３】
　特許文献１には、電池パック本体に組み合わされる絶縁枠体に、複数のバスバー及びフ
ラットケーブルが配設され、フラットケーブルの各導体線間に所定状に切り込みを入れ、
根元を残して切り離した導体線を所定のバスバーに溶接する高電圧検出モジュール装置が
記載されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、隣り合う単電池の電極端子間を電気的に接続する複数のバスバ
ーと、単電池の電圧を測定するためのＦＦＣ（フレキシブルフラットケーブル）と、を備
え、ＦＦＣの露出した導体と各バスバーとを溶接により接続する電池モジュールが記載さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１１４０２５号公報
【特許文献２】特開２０１１－２１０７１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１、２のいずれも、フラットケーブルの各導体をバスバーに接続するにあたっ
ては、その接続の前にフラットケーブルを加工することが必要になる。特許文献１では、
フラットケーブルの各導体線間に所定状に切り込みを入れ、根元を残して各導体線を切り
離し、根元部分で折り曲げる必要がある。特許文献２では、ＦＦＣの絶縁樹脂をレーザー
により剥離して各バスバーに対応する導体を露出させる必要がある。
【０００７】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、事前のフラットケ
ーブルの加工を必要とすることなく、フラットケーブルの各導体をバスバーに接続するこ
とができる電線接続構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前述した目的を達成するために、本発明に係る電線接続構造は、複数の線状導体、及び
、それぞれが離間し且つ同一平面上に配置された状態の前記線状導体を覆う絶縁体を有す
るフラットケーブルと、電池モジュールを構成する同一方向に重ね合わされた複数の電池
セルの内の前記同一方向に連なる少なくとも２つの電池セルに設けた電極端子であり、前
記同一方向に並んでいる電極端子同士を電気的に接続するための複数のバスバーと、前記
線状導体と前記バスバーの組み合わせ毎に設け、接続部材本体、及び、前記接続部材本体



(3) JP 6190894 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

に連結され、圧接溝が形成された圧接刃部を有する接続部材と、を備え、前記絶縁体は、
それぞれの前記線状導体を互いに絶縁させ得るよう内部に収容する連結部を有し、前記接
続部材は、前記接続部材本体を前記連結部に接触させることなく、前記圧接溝への圧入に
伴い前記絶縁体の前記連結部から露出した前記線状導体に当該圧接溝の内縁を接触させ、
且つ、前記接続部材本体を前記バスバーに電気的に接続させることを特徴としている。
【０００９】
　ここで、前記接続部材は、前記接続部材本体の一部を前記バスバーに溶接することによ
り当該バスバーに電気的に接続させることが望ましい。
【００１０】
　また、前記接続部材は、前記バスバーから延設させることが望ましい。
【００１１】
　また、前記バスバー及び前記接続部材は、金属平板を打ち抜いて形成され、前記接続部
材は、前記圧接刃部を圧入する方向が平板状の前記バスバーに対して垂直となるよう、前
記接続部材本体が折り曲げられていることが望ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の電線接続構造によれば、フラットケーブルに事前の加工を施す必要がなくなる
。よって、この電線接続構造は、電池配線モジュールを製造するための工程を減らすこと
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の電線接続構造が適用された電池配線モジュールの一実施形態を
示す斜視図である。
【図２】図２は、本発明の電線接続構造が適用された電池配線モジュールの一実施形態を
示す平面図である。
【図３】図３は、図１及び図２に示す電池配線モジュールが電池モジュールに組み付けら
れた電池パックを示す斜視図である。
【図４】図４は、図１及び図２に示す電池配線モジュールが電池モジュールに組み付けら
れた電池パックを示す平面図である。
【図５Ａ】図５Ａは、本発明の電線接続構造に用いられる接続部材の一形態を説明する斜
視図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、本発明の電線接続構造に用いられる接続部材の一形態を説明する側
面図である。
【図６】図６は、図２のＶＩ－ＶＩ線の断面図である。
【図７Ａ】図７Ａは、本発明の電線接続構造に用いられる接続部材の別形態を説明する斜
視図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本発明の電線接続構造に用いられる接続部材の別形態を説明する側
面図である。
【図８Ａ】図８Ａは、図７Ａ及び図７Ｂに示す接続部材を形成する過程を説明する接続部
材の平面図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、図７Ａ及び図７Ｂに示す接続部材を形成する過程を説明する接続部
材の平面図である。
【図８Ｃ】図８Ｃは、図７Ａ及び図７Ｂに示す接続部材を形成する過程を説明する接続部
材の平面図である。
【図８Ｄ】図８Ｄは、図７Ａ及び図７Ｂに示す接続部材を形成する過程を説明する接続部
材の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明に係る電線接続構造の実施形態の１つを図面に基づいて詳細に説明する
。尚、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。
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【００１５】
　図１は、本発明の電線接続構造が適用された電池配線モジュールの一実施形態を示す斜
視図である。図２は、本発明の電線接続構造が適用された電池配線モジュールの一実施形
態を示す平面図である。図３は、図１及び図２に示す電池配線モジュールが電池モジュー
ルに組み付けられた電池パックを示す斜視図である。図４は、図１及び図２に示す電池配
線モジュールが電池モジュールに組み付けられた電池パックを示す平面図である。図５Ａ
及び図５Ｂは、各々本発明の電線接続構造に用いられる接続部材の一形態を説明する斜視
図及び側面図である。図６は、図２のＶＩ－ＶＩ線の断面図である。図７Ａ及び図７Ｂは
、各々本発明の電線接続構造に用いられる接続部材の別形態を説明する斜視図及び側面図
である。図８Ａから図８Ｄは、図７Ａ及び図７Ｂに示す接続部材を形成する過程を説明す
る図であって、それぞれ一過程における接続部材の平面図である。
【００１６】
　図１から図８Ｄを参照して、本実施形態の電線接続構造について詳細に説明する。本実
施形態の電線接続構造は、図１及び図２に示す電池配線モジュール１０に適用される。そ
の電池配線モジュール１０は、１２個の電池セル２１ａ、２１ｂ、・・・、２１ｌにより
構成されている電池モジュール２０（図３及び図４）に装着される。その電池モジュール
２０とは、それぞれの電池セル２１ａ、２１ｂ、・・・、２１ｌにおける何れか一方の電
極端子２２ａ、２２ｂ、・・・、２２ｌが一列に並べられ、且つ、他方の電極端子２２ａ
、２２ｂ、・・・、２２ｌが一列に並べられるように、それぞれの電池セル２１ａ、２１
ｂ、・・・、２１ｌを同一方向に重ね合わせたものである。例えば、この電池モジュール
２０としては、それぞれの電極端子２２ａ、２２ｂ、・・・、２２ｌの列において、正極
端子と負極端子とを交互に配置したものや、同極のものを並べて配置したものなどが知ら
れている。電池パック１においては、その複数の電池セル２１ａ、２１ｂ、・・・、２１
ｌが直列や並列に接続されるように、所定の複数の電池セル２１ａ、２１ｂ、・・・、２
１ｌが有する同列の電極端子２２ａ、２２ｂ、・・・、２２ｌ同士をバスバー１２ａなど
の接続部材（第１接続部材）で接続する。第１接続部材は、同一方向に重ね合わされた複
数の電池セル２１ａ、２１ｂ、・・・、２１ｌの内の当該同一方向に連なる少なくとも２
つの電池セルに設けた電極端子２２ａ、２２ｂ、・・・、２２ｌであり、その同一方向に
並んでいる電極端子同士を電気的に接続するものである。更に、電池パック１においては
、電池モジュール２０としての両端に配置される正極端子２２ａと負極端子２２ｌとに対
して、各々バスバー１２ｂなどの接続部材（第２接続部材）が接続されている。この例示
の電池配線モジュール１０は、隣り合う電池セル２１ａ、２１ｂ、・・・、２１ｌにおけ
る正極端子と負極端子とを電気的に接続するバスバー１２ａを備える。電池配線モジュー
ル１０は、電池モジュール２０に組み付けることにより、電池セル２１ａ、２１ｂ、・・
・２１ｌを直列に接続する。電池パック１は、電池配線モジュール１０及び電池モジュー
ル２０を備える。
【００１７】
　電池配線モジュール１０は、図１及び図２に示すように、フラットケーブル１１、バス
バー１２、接続部材１３、コネクタ１４によって構成される。この電池配線モジュール１
０は、図３及び図４に示すように、電池モジュール２０において一方の側に並ぶ電極端子
２２ａ、２２ｂ、・・・、２２ｌ、及び、電池モジュール２０において他方の側に並ぶ電
極端子２２ａ、２２ｂ、・・・、２２ｌに、それぞれ組み付けられる。
【００１８】
　フラットケーブル１１は、帯状のケーブルであり、図６に示すように、複数の線状導体
１１１と、それぞれが平行に且つ同一平面上に配置された状態の該線状導体１１１を覆う
絶縁体１１２と、を有する。線状導体１１１は、導電性の金属材料によって構成される。
線状導体１１１それぞれは、互いに異なるバスバー１２に接続され、バスバー１２に発生
する電圧を検出するための電線（電圧検出線）として機能する。つまり、電池配線モジュ
ール１０においては、１つの線状導体１１１と１つのバスバー１２とによる電気的な接続
関係を持つ組み合わせが各々設定されている。本明細書では、線状導体１１１を電圧検出
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線１１１と称することがある。
【００１９】
　また、絶縁体１１２は、絶縁性の高い各種の絶縁材料によって構成される。絶縁体１１
２は、同一平面上に平行に配置された電圧検出線１１１を内部に収容するように形成され
る。これにより、それぞれの電圧検出線１１１は、互いに絶縁された状態が維持される。
絶縁体１１２のうち、電圧検出線１１１を内部に収容する部材のことを連結部１１２ａと
称する。この連結部１１２ａには、図１及び図６に示すように、複数のバスバー１２の一
端が埋没している。これにより、複数のバスバー１２は、連結部１１２ａに保持されるこ
とになる。他方、絶縁体１１２においては、バスバー１２を挟んで連結部１１２ａの向か
い側に、複数のバスバー１２の他端が埋没した固定部１１２ｂが形成される。複数のバス
バー１２は、固定部１１２ｂにも保持されることになる。複数のバスバー１２それぞれは
、連結部１１２ａ及び固定部１１２ｂによって一端及び他端が保持されることにより、絶
縁体１１２からの脱落が抑制される。
【００２０】
　バスバー１２は、平板状の部材である。バスバー１２は、導電性の金属材料によって構
成される。バスバー１２は、全体として矩形状であって、その板厚方向に貫通孔１２１が
形成される。バスバー１２には、形状の異なる２種類のバスバー１２ａ、１２ｂがある。
　　　
【００２１】
　そのうちの一つのバスバー１２ａは、２つの貫通孔１２１が、矩形状のバスバー１２ａ
の長手方向に沿って並設されたものである。この２つの貫通孔１２１には、隣り合う電池
セル２１ａ、２１ｂ、・・・、２１ｌにおける電極端子２２ａ、２２ｂ、・・・、２２ｌ
の内の正極端子及び負極端子が１つずつ挿通される。例えば、或るバスバー１２ａにおい
ては、電池セル２１ｂにおける負極端子２２ｂが一方の貫通孔１２１に挿通され、電池セ
ル２１ｃにおける正極端子２２ｃが他方の貫通孔１２１に挿通される（図４）。
【００２２】
　もう一つのバスバー１２ｂは、１つの貫通孔１２１が、矩形状のバスバー１２ｂの中央
付近に設けられたものである。このバスバー１２ｂについては、図３及び図４に示すよう
に、電池モジュール２０の一方の最外側に位置する電池セル２１ａの正極端子２２ａを貫
通孔１２１に挿通させるものと、電池モジュール２０の他方の最外側に位置する電池セル
２１ｌの負極端子２２ｌを貫通孔１２１に挿通させるものと、が用意されている。
【００２３】
　電池配線モジュール１０としては、図３及び図４に示すように、６個のバスバー１２ａ
が、貫通孔１２１が一列に並ぶように配置されたもの（図４の図中下側に位置する電池配
線モジュール１０）と、５個のバスバー１２ａ及び２個のバスバー１２ｂが、貫通孔１２
１が一列に、且つ５個のバスバー１２ａの両側に２個のバスバー１２ｂが位置するように
配置されたもの（図４の図中上側に位置する電池配線モジュール１０）と、が用意される
。この２つの電池配線モジュール１０は、電池モジュール２０に組み付けられた状態にお
いて、図３及び図４に示すように、バスバー１２ａが互い違いに配置される。こうして、
この電池パック１においては、隣り合う電池セル２１ａ、２１ｂ、・・・、２１ｌにおけ
る電極端子２２ａ、２２ｂ、・・・、２２ｌの内の隣り合う正極端子及び負極端子が電気
的に接続されるので、電池セル２１ａ、２１ｂ、・・・、２１ｌを直列接続する構成が実
現される。
【００２４】
　バスバー１２ａ及びバスバー１２ｂそれぞれは、図１から図４に示すように、一端が絶
縁体１１２の連結部１１２ａに埋没して連結部１１２ａに保持され、他端が絶縁体１１２
の固定部１１２ｂに埋没して固定部１１２ｂに保持される。このとき、隣り合う２つのバ
スバー１２ａ間及び隣り合うバスバー１２ａとバスバー１２ｂとの間には、矩形の貫通孔
１２２が形成されている。このため、その間は、隣り合う２つのバスバー１２ａ間及び隣
り合うバスバー１２ａとバスバー１２ｂとの間は、離間している。このように絶縁体１１
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２に保持されるバスバー１２ａ及びバスバー１２ｂは、フラットケーブル１１と一体に扱
われる。この結果、この電池配線モジュール１０は、バスバー１２ａ及びバスバー１２ｂ
を個々に電極端子２２ａ、２２ｂ、・・・、２２ｌに取り付ける必要が無くなるため、電
池モジュール２０に組み付ける作業の効率が向上する。
【００２５】
　また、バスバー１２ａ及びバスバー１２ｂは、図６に示すように、電圧検出線１１１が
配置された平面と同一の平面上に配置される。このため、フラットケーブル１１、バスバ
ー１２ａ及びバスバー１２ｂは、全体として帯状に形成される。
【００２６】
　接続部材１３は、１本の電圧検出線１１１と、１つのバスバー１２ａと、を電気的に接
続するための部材である。つまり、接続部材１３は、線状導体１１１とバスバー１２ａの
組み合わせ毎に設ける。接続部材１３は、導電性の金属材料によって構成され、図５及び
図６に示すように、接続部材本体１３１と、接続部材本体１３１に連結された圧接刃部１
３２と、を有している。
【００２７】
　接続部材本体１３１は、例えば各電圧検出線１１１の並列方向に延在させた棒形状のも
のであり、その各電圧検出線１１１の内の少なくとも１本に対向させている。この接続部
材本体１３１の一端は、所定の電圧検出線１１１に対向させて配置されており、この電圧
検出線１１１に向けて延在させた圧接刃部１３２に連結されている。接続部材本体１３１
の他端は、所定のバスバー１２ａ側に配置されており、このバスバー１２ａに向けて屈曲
させている。以下、接続部材本体１３１の他端を溶接部１３３と称する。接続部材本体１
３１の長手方向の長さは、接続部材１３が接続すべき電圧検出線１１１とバスバー１２ａ
の間隔におうじて適宜設計される。
【００２８】
　圧接刃部１３２には、フラットケーブル１１の連結部１１２ａに食い込むことによって
、該連結部１１２ａを切り裂く圧接刃１３２ａが形成されている。圧接刃１３２ａは、Ｕ
字状に形成され、そのＵ字に沿って刃が形成されている。圧接刃部１３２には、圧接刃１
３２ａにおける互いに向かい合う刃の間に圧接溝１３２ｂが形成されている。接続部材１
３においては、図６に示すように、フラットケーブル１１の電圧検出線１１１が圧接溝１
３２ｂに進入するように圧接刃部１３２を連結部１１２ａに圧入することによって、電圧
検出線１１１を囲む連結部１１２ａを切り裂き、電圧検出線１１１を露出させる。圧接刃
部１３２の連結部１１２ａへの圧入は、図６に示すように、電圧検出線１１１が圧接溝１
３２ｂの最深部に到達したときに、それ以上の圧入が規制される。連結部１１２ａから露
出した電圧検出線１１１は、圧接溝１３２ｂを形成する圧接刃１３２ａ（特に、圧接溝１
３２ｂの最深部）に接触する。このようにして、連結部１１２ａに圧入された圧接刃部１
３２は、電圧検出線１１１との導通が図られる。
【００２９】
　コネクタ１４は、フラットケーブル１１の長手方向の一端側に設けられる。コネクタ１
４は、内部に複数の端子を保持しており、各端子がフラットケーブル１１の電圧検出線１
１１のいずれか１本に接続されている。このコネクタ１４は、電池パック１に備わる電圧
監視ユニット（図示せず。）に接続される。これにより、電圧監視ユニットは、各電圧検
出線１１１を介して入力される電池セル２１ａ、２１ｂ、・・・、２１ｌ間の電圧値に基
づき、電池モジュール２０の異常の有無を判別することができる。
【００３０】
　上述した電池配線モジュール１０を電池モジュール２０に装着するにあたっては、電池
セル２１ａ、２１ｂ、・・・、２１ｌの間から上方に延びる仕切り部２３に矩形の貫通孔
１２２が差し込まれるように位置合わせしながら電池配線モジュール１０を電池モジュー
ル２０に対して近づける。そして、この組み付けに際しては、各バスバー１２の貫通孔１
２１に電極端子２２ａ、２２ｂ、・・・、２２ｌを挿通し、ナットで電極端子２２ａ、２
２ｂ、・・・、２２ｌをネジ止めする。こうして、電池配線モジュール１０は、電池モジ
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ュール２０に装着される。
【００３１】
　接続部材本体１３１の説明に戻る。接続部材本体１３１の他端に位置する溶接部１３３
は、バスバー１２ａに向けて屈曲させている。言い換えれば、溶接部１３３は、図５Ａ及
び図５Ｂに示すように、接続部材本体１３１から圧接刃部１３２が延在する方向と同じ又
はそれに相当する向きに屈曲している。このように屈曲した溶接部１３３は、圧接刃部１
３２を連結部１１２ａに圧入したとき、図１から図４に示すように、バスバー１２ａの２
つの貫通孔１２１の間等でバスバー１２ａに当接する。この位置において、溶接部１３３
は、バスバー１２ａに溶接される。このように接続部材本体１３１の一部である溶接部１
３３が溶接されることにより、接続部材本体１３１は、バスバー１２ａに電気的に接続さ
れる。
【００３２】
　ここで、接続部材本体１３１の他端を屈曲した理由について説明する。接続部材本体１
３１の他端を屈曲したのは、図６に示すように、電圧検出線１１１及びバスバー１２ａよ
りも厚みのある連結部１１２ａに接続部材本体１３１が接触しないように、連結部１１２
ａを迂回するためである。仮に、接続部材本体１３１が連結部１１２ａに接触するように
接続部材１３が連結部１１２ａに取り付けられたとする。この場合には、連結部１１２ａ
が接続部材本体１３１を押し返すことにより、圧接刃部１３２を連結部１１２ａへ圧入す
る方向とは反対の向きの外力が接続部材本体１３１に作用する。このため、接続部材１３
は、連結部１１２ａから外れてしまう虞がある。他方、本実施形態の接続部材本体１３１
のように他端が屈曲していれば、接続部材本体１３１は、連結部１１２ａに接触しない。
このため、本実施形態では、接続部材１３が連結部１１２ａから外れてしまう事態を抑制
できる。
【００３３】
　ここまでは、別体として設けた接続部材１３によって、１本の電圧検出線１１１と、１
つのバスバー１２ａと、を電気的に接続する構造について説明した。この構造は、接続部
材１３を配置することができる、または溶接部１３３を溶接することができる程度の大き
さが確保されたバスバー１２ａに対しては有用である。他方、例えばバスバー１２ｂのよ
うに比較的小さいものに関しては、接続部材１３をバスバー１２ｂに取り付けることが困
難なことが起こり得る。そこで、以降では、接続部材１３Ｂをバスバー１２ｂに一体化し
た構造について説明する。
【００３４】
　図７Ａ及び図７Ｂに示すように、接続部材１３Ｂは、バスバー１２ｂから延設されてい
る。この接続部材１３Ｂは、圧接刃部１３２を圧入する方向Ｄ（図８Ｂ～図８Ｄ）が平板
状のバスバー１２ｂに対して垂直となるよう、接続部材本体１３１の所定の部位を折り曲
げることによって形成される。接続部材１３Ｂを含むバスバー１２ｂを製造する製造方法
について、以下説明する。
【００３５】
　まず、図８Ａに示すように、平板状の金属平板５０を用意する。
【００３６】
　続いて、図８Ｂに示すように、金属平板５０を打ち抜く。打ち抜かれた金属平板５０に
は、貫通孔１２１が形成されたバスバー本体部５１、後の接続部材本体１３１となる棒状
部５２、後の圧接刃部１３２となる刃体部５３、及び、バスバー本体部５１と棒状部５２
とを連結する延伸部５４が形成される。バスバー本体部５１、棒状部５２、刃体部５３、
及び延伸部５４は、同一平面上に形成されている。
【００３７】
　続いて、図８Ｃに示すように、棒状部５２を捻じるようにして、棒状部５２の長手方向
を軸にして刃体部５３を９０度回転する。このように回転すると、刃体部５３がバスバー
本体部５１に対して起立することになる。このとき圧接刃部１３２を圧入する方向Ｄは、
平板状のバスバー１２ｂ（バスバー本体部５１）に対して垂直であって、バスバー１２ｂ



(8) JP 6190894 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

（バスバー本体部５１）の上方（図８Ｃ中の手前向き）になる。
【００３８】
　続いて、図８Ｄに示すように、延伸部５４を支点として、刃体部５３がバスバー本体部
５１から延在する方向（バスバー本体部５１の平面と平行な仮想平面に沿う方向）に向か
って棒状部５２を折り曲げる。このように折り曲げると、圧接刃部１３２を圧入する方向
Ｄは、図８Ｃのときとは反転し、平板状のバスバー１２ｂに対して垂直であって、バスバ
ー１２ｂの下方（図８Ｄ中の奥向き）になる。
【００３９】
　このようにして、棒状部５２及び刃体部５３により形成された接続部材１３Ｂを有する
バスバー１２ｂが製造される。接続部材１３Ｂを有するバスバー１２ｂによれば、接続部
材１３Ｂとバスバー１２ｂとを溶接する必要がなくなる。このようなバスバー１２ｂは、
上述したバスバー１２ａのように別体の接続部材１３を取り付けることが困難な状況にお
いて特に有用である。
【００４０】
　尚、平板状の金属平板５０からバスバー１２ｂを形成するにあたって、棒状部５２を捻
じり且つ折り曲げる手法は、図８Ａから図８Ｄを参照して説明した手法に限られない。こ
のバスバー１２ｂにおいては、圧接刃部１３２を圧入する方向Ｄが平板状のバスバー本体
部５１に対して垂直となるよう、棒状部５２が折り曲げられればよい。
【００４１】
　以上、本実施形態の電線接続構造は、フラットケーブル１１の電圧検出線１１１とバス
バー１２とを接続するにあたって、接続部材１３、１３Ｂに備わる圧接刃部１３２を連結
部１１２ａに圧入する構成である。このため、従来のように、フラットケーブルに事前の
加工を施す必要が無くなる。よって、この電線接続構造は、電池配線モジュールを製造す
るための工程を減らすことができる。
【００４２】
　また、本実施形態の電線接続構造は、接続部材本体１３１の一部（特に溶接部１３３）
がバスバー１２に溶接される構造である。これにより、この電線接続構造は、接続部材本
体１３１をバスバー１２に対して強固に且つ簡易に固定することができる。
【００４３】
　また、本実施形態の電線接続構造は、接続部材１３Ｂがバスバー１２ｂから延設された
構成である。特に、バスバー１２ｂ及び接続部材１３Ｂは、金属平板５０を打ち抜いて形
成される。この構成であれば、比較的簡易な手法であるプレス成形によって接続部材付き
のバスバーを製造することができる。また、この構成であれば、接続部材１３Ｂとバスバ
ー１２ｂとを溶接する必要が無くなる。このようなバスバー１２ｂは、バスバー１２に対
して別体の接続部材１３を取り付けることが困難な状況において特に有用である。
【００４４】
　尚、本実施形態の電線接続構造を説明するにあたっては、フラットケーブル１１の絶縁
体１１２にバスバー１２が保持される構造を一形態として挙げた。本実施形態の電線接続
構造は、この保持構造への適用のみに限られるものではない。この電線接続構造は、フラ
ットケーブルにバスバーが保持されていない、言い換えればフラットケーブルとバスバー
が離間した構造の電池配線モジュールに対しても適用することができる。
【００４５】
　また、本実施形態の電線接続構造を説明するにあたっては、各バスバー１２の貫通孔１
２１に電極端子２２ａ、２２ｂ、・・・、２２ｌを挿通し、ナットで電極端子２２ａ、２
２ｂ、・・・、２２ｌをネジ止めする構造を一形態として挙げた。本実施形態の電線接続
構造は、貫通孔１２１に電極端子２２ａ、２２ｂ、・・・、２２ｌを挿入する構造への適
用のみに限られるものではない。各バスバー１２と電極端子２２ａ、２２ｂ、・・・、２
２ｌとを電気的に接続するにあたっては、各バスバー１２と電極端子２２ａ、２２ｂ、・
・・、２２ｌを溶接することにより、各バスバー１２と電極端子２２ａ、２２ｂ、・・・
、２２ｌとを電気的に接続してもよい。
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【符号の説明】
【００４６】
　１０　電池配線モジュール
　１１　フラットケーブル
　１１１　線状導体（電線、電圧検出線）
　１１２　絶縁体
　１１２ａ　連結部
　１１２ｂ　固定部
　１２　バスバー
　１２ａ、１２ｂ　バスバー
　１３、１３Ｂ　接続部材
　１３１　接続部材本体
　１３２　圧接刃部
　１３２ａ　圧接刃
　１３２ｂ　圧接溝
　１３３　溶接部
　２０　電池モジュール
　２１ａ、２１ｂ、・・・、２１ｌ　電池セル
　２２ａ、２２ｂ、・・・、２２ｌ　電極端子
　５０　金属平板
　５１　バスバー本体部
　５２　棒状部
　５３　刃体部
　５４　延伸部
　Ｄ　方向
【図１】 【図２】
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【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６】
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【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図８Ｃ】

【図８Ｄ】
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