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(57)【要約】
【課題】作業全体の簡素化及び効率化を図るとともに、
電極端子の損傷を可及的に抑制することを可能にする。
【解決手段】蓄電モジュール１０は、複数の蓄電池１２
が積層される蓄電池群１２Ｍを備えるとともに、積層方
向両端にエンドプレート１８ａ、１８ｂが設けられる。
エンドプレート１８ａには、積層方向端部に配置される
蓄電池１２ｅａの電極端子２２ａと出力ライン３８ａと
を電気的に接続させる端子台４０ａが設けられる。端子
台４０ａは、エンドプレート１８ａに対して固定点４８
ａ、４８ｂにより固定される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の蓄電池が積層される蓄電池群と、
　前記蓄電池群の積層方向両端に設けられ、該蓄電池群を一体に保持する一対のエンドプ
レートと、
　を備える蓄電モジュールであって、
　前記エンドプレートに設けられ、積層方向端部に配置される前記蓄電池の電極端子と出
力ラインとを電気的に接続させる端子台を備え、
　前記端子台は、前記出力ラインが接続されるライン接続部を有するとともに、前記エン
ドプレートに対して複数個の固定点により固定されることを特徴とする蓄電モジュール。
【請求項２】
　請求項１記載の蓄電モジュールにおいて、前記蓄電池及び前記エンドプレートは、矩形
状を有し、
　前記電極端子は、前記蓄電池の１つのセル側面に設けられる一方、前記端子台は、前記
エンドプレートの前記１つのセル側面に連なる１つのプレート側面に設けられるとともに
、
　前記ライン接続部は、前記端子台に複数個である２個の前記固定点の間に位置して設け
られることを特徴とする蓄電モジュール。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の蓄電モジュールにおいて、前記固定点は、ねじ締結、かしめ又は
ピンと孔の嵌合のいずれか、あるいは、これらの組み合わせにより構成されることを特徴
とする蓄電モジュール。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の蓄電モジュールにおいて、前記電極端子と前記端
子台とを電気的に接続するバスバー部を備えるとともに、
　前記バスバー部は、複数の曲げ形状を有することを特徴とする蓄電モジュール。
【請求項５】
　請求項４記載の蓄電モジュールにおいて、前記バスバー部は、前記端子台と分離構成さ
れ、一端が前記電極端子に溶接される一方、他端が前記端子台に接続されるとともに、
　前記バスバー部の厚さは、前記端子台の厚さよりも薄いことを特徴とする蓄電モジュー
ル。
【請求項６】
　請求項４又は５記載の蓄電モジュールにおいて、前記バスバー部は、前記曲げ形状であ
る断面Ｕ字状の湾曲部位を有することを特徴とする蓄電モジュール。
【請求項７】
　請求項１記載の蓄電モジュールにおいて、前記ライン接続部の軸方向は、前記蓄電池の
積層方向と同一方向に設定されることを特徴とする蓄電モジュール。
【請求項８】
　請求項７記載の蓄電モジュールにおいて、前記電極端子が設けられる前記蓄電池の１つ
のセル面に連なる前記エンドプレートの１つのプレート側面には、前記複数個の固定点の
いずれかがプレート側面固定点として設けられる一方、
　前記蓄電池の積層方向に交差するプレート面には、前記複数個の固定点の他のいずれか
がプレート面固定点として設けられ、
　前記プレート側面固定点は、ボルト及びナットによる締結又はかしめにより構成される
とともに、
　前記プレート面固定点は、ピンと孔の嵌合により構成されることを特徴とする蓄電モジ
ュール。
【請求項９】
　請求項８記載の蓄電モジュールにおいて、前記電極端子、前記プレート側面固定点又は
前記プレート面固定点は、それぞれの軸方向の全て又は２つが同一の方向に設定されるこ
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とを特徴とする蓄電モジュール。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の蓄電モジュールにおいて、前記端子台には、回り
止め構造が設けられることを特徴とする蓄電モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の蓄電池が積層される蓄電池群と、前記蓄電池群の積層方向両端に設け
られ、該蓄電池群を一体に保持する一対のエンドプレートと、を備える蓄電モジュールに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、複数の蓄電池（バッテリセル）が積層された蓄電池群（バッテリモジュール
）を備える蓄電モジュールが知られている。この蓄電モジュールは、例えば、ハイブリッ
ド車両やＥＶ等の電動車両に搭載されるため、多数の蓄電池を積層することにより、出力
電圧を高く設定している。
【０００３】
　蓄電モジュールでは、互いに隣接する一方の蓄電池に設けられるマイナスの電極端子と
他方の蓄電池のプラスの電極端子とを、バスバーにより電気的に直列に接続している。そ
して、積層方向端部に配置されている蓄電池の電極端子には、出力ラインが電気的に接続
されている。
【０００４】
　出力ラインは、特に大電流を流すために、接続抵抗を削減させる必要がある。従って、
通常、出力ラインの接続端子は、蓄電池の電極端子に対して強い締め付けトルクで締め付
け保持されている。このため、電極端子には、大きな回転トルクが作用し、前記電極端子
に損傷が発生するおそれがある。
【０００５】
　そこで、例えば、特許文献１に開示されているバッテリシステムが知られている。この
バッテリシステムは、複数の電池セルが積層された電池ブロックを一対のエンドプレート
により積層方向に固定している。
【０００６】
　出力ラインは、電池セルの電極端子に中継バスバーを介して接続されるとともに、前記
出力ラインの接続端子は、止ねじ及びナットを介して前記中継バスバーに接続されている
。エンドプレートには、ナットが非回転状態に固定されており、このナットに止ねじをね
じ込んで、中継バスバーと出力ラインの接続端子とを接続して前記エンドプレートに固定
している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０－８０３５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、上記のバッテリシステムでは、接続作業をする際、電池セルの電極端子が損
傷することを防止するために、先ず、出力ラインの接続端子を中継バスバーに接続してい
る。次いで、電池セルの電極端子を中継バスバーに接続する必要がある。
【０００９】
　一方、取り外し作業をする際、先ず、電池セルの電極端子と中継バスバーとの締結を解
除した後、出力ラインの接続端子と前記中継バスバーとの締結を解除する必要がある。従
って、接続作業及び取り外し作業に制約があり、作業全体が煩雑化するという問題がある
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。
【００１０】
　しかも、メンテナンス時には、中継バスバーの締結を解除しなければならない。これに
より、工数の増加が惹起されるとともに、厳密なトルク管理が必要となり、メンテナンス
作業が効率的に遂行されないという問題がある。
【００１１】
　本発明は、この種の問題を解決するものであり、作業全体の簡素化及び効率化を図るこ
とができるとともに、電極端子の損傷を可及的に抑制することが可能な蓄電モジュールを
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】
　本発明に係る蓄電モジュールは、複数の蓄電池が積層される蓄電池群と、前記蓄電池群
の積層方向両端に設けられ、該蓄電池群を一体に保持する一対のエンドプレートと、を備
えている。この蓄電モジュールでは、エンドプレートに設けられ、積層方向端部に配置さ
れる蓄電池の電極端子と出力ラインとを電気的に接続させる端子台を備えている。そして
、端子台は、出力ラインが接続されるライン接続部を有するとともに、エンドプレートに
対して複数個の固定点により固定されている。
【００１３】
　また、この蓄電モジュールでは、蓄電池及びエンドプレートは、矩形状を有し、電極端
子は、前記蓄電池の１つのセル側面に設けられることが好ましい。その際、端子台は、エ
ンドプレートの１つのセル側面に連なる１つのプレート側面に設けられるとともに、ライ
ン接続部は、前記端子台に複数個である２個の固定点の間に位置して設けられることが好
ましい。
【００１４】
　さらに、この蓄電モジュールでは、固定点は、ねじ締結、かしめ又はピンと孔の嵌合の
いずれか、あるいは、これらの組み合わせにより構成されることが好ましい。
【００１５】
　さらにまた、この蓄電モジュールでは、電極端子と端子台とを電気的に接続するバスバ
ー部を備えるとともに、前記バスバー部は、複数の曲げ形状を有することが好ましい。
【００１６】
　また、この蓄電モジュールでは、バスバー部は、端子台と分離構成され、一端が電極端
子に溶接される一方、他端が前記端子台に接続されるとともに、前記バスバー部の厚さは
、前記端子台の厚さよりも薄いことが好ましい。
【００１７】
　さらに、この蓄電モジュールでは、バスバー部は、曲げ形状である断面Ｕ字状の湾曲部
位を有することが好ましい。
【００１８】
　さらにまた、この蓄電モジュールでは、ライン接続部の軸方向は、蓄電池の積層方向と
同一方向に設定されることが好ましい。
【００１９】
　また、この蓄電モジュールでは、電極端子が設けられる蓄電池の１つのセル面に連なる
エンドプレートの１つのプレート側面には、複数個の固定点のいずれかがプレート側面固
定点として設けられることが好ましい。一方、蓄電池の積層方向に交差するプレート面に
は、複数個の固定点の他のいずれかがプレート面固定点として設けられることが好ましい
。その際、プレート側面固定点は、ボルト及びナットによる締結又はかしめにより構成さ
れるとともに、プレート面固定点は、ピンと孔の嵌合により構成されることが好ましい。
【００２０】
　さらに、この蓄電モジュールでは、電極端子、プレート側面固定点又はプレート面固定
点は、それぞれの軸方向の全て又は２つが同一の方向に設定されることが好ましい。
【００２１】
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　さらにまた、この蓄電モジュールでは、端子台には、回り止め構造が設けられることが
好ましい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、蓄電池の電極端子と出力ラインとを電気的に接続させる端子台は、前
記出力ラインが接続されるライン接続部を有するとともに、エンドプレートに対して複数
個の固定点により固定されている。このため、ライン接続部に出力ラインをナット等によ
り締め付け固定する際に、端子台が回転することがない。
【００２３】
　従って、端子台と出力ラインとの接続を、蓄電池の電極端子と前記端子台との接続の後
に行っても、前記電極端子が損傷することを阻止することができる。これにより、メンテ
ナンス等の作業全体の簡素化及び効率化を容易に図ることが可能になるとともに、電極端
子の損傷を可及的に抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る蓄電モジュールの要部分解斜視説明図である。
【図２】前記蓄電モジュールの要部斜視説明図である。
【図３】前記蓄電モジュールの、図２中、ＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図である。
【図４】前記蓄電モジュールを構成する一方のエンドプレート側の要部分解斜視説明図で
ある。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る蓄電モジュールの要部斜視説明図である。
【図６】前記蓄電モジュールの、図５中、ＶＩ－ＶＩ線断面図である。
【図７】前記蓄電モジュールを構成する一方のエンドプレート側の要部分解斜視説明図で
ある。
【図８】本発明の第３の実施形態に係る蓄電モジュールの要部斜視説明図である。
【図９】前記蓄電モジュールの、図８中、ＩＸ－ＩＸ線断面図である。
【図１０】前記蓄電モジュールを構成する一方のエンドプレート側の要部分解斜視説明図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１に示すように、本発明の第１の実施形態に係る蓄電モジュール１０は、例えば、図
示しないハイブリッド自動車又はＥＶ等の電動車両に搭載される。
【００２６】
　蓄電モジュール１０は、複数の蓄電池（バッテリセル）１２が水平方向（矢印Ａ方向）
に積層される蓄電池群（バッテリモジュール）１２Ｍを備える。蓄電池１２は、矩形状を
有するとともに、立位姿勢に配置された状態で、絶縁性を有するセパレータ（ホルダ）１
４と交互に矢印Ａ方向に積層される。
【００２７】
　蓄電池群１２Ｍの積層方向両端には、断熱機能及び絶縁機能を有するインシュレータプ
レート（又はセパレータ１４でもよい）１６ａ、１６ｂを介装して長方形状（又は正方形
状）のエンドプレート１８ａ、１８ｂが配置される。エンドプレート１８ａ、１８ｂ同士
は、矢印Ｂ方向両端に配置され、矢印Ａ方向に延在する、例えば、一対の連結バンド２０
ａ、２０ｂにより連結され、蓄電池群１２Ｍを一体に保持する。
【００２８】
　蓄電池１２は、例えば、リチウムイオンバッテリからなり、長方形（又は正方形）を有
する。各蓄電池１２の上面（１つのセル側面）には、プラス極（又はマイナス極）の電極
端子２２ａとマイナス極（又はプラス極）の電極端子２２ｂとが設けられる。互いに隣接
する一方の蓄電池１２の電極端子２２ａと他方の蓄電池１２の電極端子２２ｂとは、バス
バー２４により電気的に接続される。
【００２９】
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　インシュレータプレート１６ａ、１６ｂは、略平板状（又はセパレータ１４と同様でも
よい）に構成される。エンドプレート１８ａ、１８ｂは、略平板状に構成されるとともに
、前記エンドプレート１８ａ、１８ｂの矢印Ｂ方向両端縁部には、それぞれ複数のねじ孔
２６が上下に形成される。
【００３０】
　連結バンド２０ａは、横長形状を有する板金（金属プレート）により形成され、必要に
応じて、例えば、軽量化や蓄電池１２の冷却用に冷媒を導入するために開口部２１ａが形
成される。連結バンド２０ａは、蓄電池群１２Ｍの積層方向一端から見た正面視で、断面
形状コ字状を有する。連結バンド２０ａの長手方向（長辺方向）の各端部２８ａ、２８ａ
は、エンドプレート１８ａ、１８ｂの短辺を覆ってプレート面に配置される。
【００３１】
　各端部２８ａには、複数の孔部３０ａが上下に形成される。各孔部３０ａは、エンドプ
レート１８ａ、１８ｂの各ねじ孔２６と同軸上に配置される。ねじ３２ａは、孔部３０ａ
に挿入されてねじ孔２６に螺合することにより、連結バンド２０ａの各端部２８ａとエン
ドプレート１８ａ、１８ｂとが固定される。
【００３２】
　連結バンド２０ａの上下両端には、鉛直方向から水平方向内方に屈曲する上方の折り曲
げ部３４ａ及び下方の折り曲げ部３６ａが設けられる。折り曲げ部３４ａ、３６ａは、蓄
電池群１２Ｍの積層方向に延在し、前記折り曲げ部３６ａが前記蓄電池群１２Ｍの一方の
下側角部を保持する。
【００３３】
　連結バンド２０ｂは、上記の連結バンド２０ａと同様に構成されており、同一の構成要
素には、同一の参照数字に符号ａに代えて符号ｂを付し、その詳細な説明は省略する。
【００３４】
　第１の実施形態では、蓄電モジュール１０は、積層方向一端部に配置される蓄電池１２
ｅａの電極端子２２ａと出力ライン３８ａとを電気的に接続させる端子台（バスバー）４
０ａを備える。蓄電モジュール１０は、積層方向他端部に配置される蓄電池１２ｅｂの電
極端子２２ｂと出力ライン３８ｂとを電気的に接続させる端子台４０ｂを備える。以下、
端子台４０ａについて詳細に説明する一方、端子台４０ｂは、同一の参照符号を付して、
その詳細な説明は省略する。
【００３５】
　図２～図４に示すように、端子台４０ａは、金属製平板部材により構成され、出力ライ
ン３８ａが接続されるライン接続部４２を有する。ライン接続部４２は、例えば、ボルト
４４と前記ボルト４４に螺合するナット４６とを備える。端子台４０ａは、ライン接続部
４２の両側に複数個、例えば、２個の固定点４８ａ、４８ｂを構成する孔部５０ａ、５０
ｂが形成され、前記固定点４８ａ、４８ｂによりエンドプレート１８ａに固定される。端
子台４０ａには、回り止め構造として切り欠き５２が形成され、前記切り欠き５２に他の
部材（図示せず）が配置される。
【００３６】
　電極端子２２ａは、蓄電池１２ｅａの１つのセル側面（上面）に設けられる一方、端子
台４０ａは、エンドプレート１８ａの前記１つのセル側面に連なる１つのプレート側面（
上面）に設けられる。
【００３７】
　図４に示すように、エンドプレート１８ａの上部には、水平方向に屈曲するフランジ部
５４が形成され、前記フランジ部５４には、孔部５６ａ、５６ｂが形成される。孔部５６
ａ、５６ｂは、端子台４０ａの孔部５０ａ、５０ｂと同軸上に且つ小径に設けられる。フ
ランジ部５４に対応して、例えば、樹脂製のケース５８が配置される。
【００３８】
　ケース５８は、板部材により構成されるとともに、一対の略半円筒形状の円弧状部６０
ａ、６０ｂが膨出形成される。ケース５８には、円弧状部６０ａ、６０ｂの中心位置に対
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応して孔部６２ａ、６２ｂが形成される。孔部６２ａ、６２ｂは、孔部５０ａ、５０ｂ及
び孔部５６ａ、５６ｂと同軸上に設けられる。
【００３９】
　円弧状部６０ａ、６０ｂには、円筒形状のカラー部材６４ａ、６４ｂが配置されるとと
もに、前記カラー部材６４ａ、６４ｂの軸方向一端には、小径部６６ａ、６６ｂが形成さ
れる。小径部６６ａ、６６ｂは、孔部５０ａ、５０ｂに嵌合する（図３参照）。
【００４０】
　固定点４８ａ、４８ｂは、小径部６６ａ、６６ｂからフランジ部５４の孔部５６ａ、５
６ｂに挿入されることにより、ケース５８及び端子台４０ａをエンドプレート１８ａに固
定するリベット６８ａ、６８ｂを備える。リベット６８ａ、６８ｂは、それぞれの下上両
端部が大径に構成される。
【００４１】
　蓄電モジュール１０では、図２及び図４に示すように、電極端子２２ａと端子台４０ａ
とを電気的に接続するバスバー部７０を備えるとともに、前記バスバー部７０は、複数の
曲げ形状を有する。
【００４２】
　バスバー部７０は、端子台４０ａと分離構成され、一端には、電極端子２２ａに溶接さ
れるセル側板状部７０ａが設けられる。バスバー部７０の他端には、端子台４０ａに溶接
される出力側板状部７０ｂが設けられる。セル側板状部７０ａと出力側板状部７０ｂとの
間には、曲げ形状である断面Ｕ字状の湾曲部位７０ｃが一体に形成される。バスバー部７
０の厚さは、端子台４０ａの厚さよりも薄く設定される。
【００４３】
　このように構成される蓄電モジュール１０を製造する際には、複数の蓄電池１２が積層
されるとともに、積層方向両端には、インシュレータプレート１６ａ、１６ｂを介装して
エンドプレート１８ａ、１８ｂが配置される。さらに、エンドプレート１８ａ、１８ｂに
は、一対の連結バンド２０ａ、２０ｂの端部２８ａ、２８ｂがねじ３２ａ、３２ｂを介し
て固定される。
【００４４】
　一方、端子台４０ａでは、予め前記端子台４０ａにバスバー部７０の出力側板状部７０
ｂが溶接されている。そして、図２～図４に示すように、ケース５８がエンドプレート１
８ａのフランジ部５４に配置されるとともに、前記ケース５８に端子台４０ａが積層され
る。
【００４５】
　さらに、図３に示すように、カラー部材６４ａ、６４ｂの小径部６６ａ、６６ｂが、端
子台４０ａの孔部５０ａ、５０ｂ及びケース５８の孔部６２ａ、６２ｂに一体に挿入され
る。この状態で、リベット６８ａ、６８ｂが、小径部６６ａ、６６ｂの内径からフランジ
部５４の孔部５６ａ、５６ｂに一体に挿入される。これにより、固定点４８ａ、４８ｂを
介して、ケース５８及び端子台４０ａがエンドプレート１８ａに固定される。
【００４６】
　次いで、バスバー部７０のセル側板状部７０ａが、積層方向一端部に配置される蓄電池
１２ｅａの電極端子２２ａに溶接される（図２参照）。その後、端子台４０ａに設けられ
たライン接続部４２に出力ライン３８ａが接続される。ライン接続部４２は、ボルト４４
及びナット４６を備えており、前記ボルト４４に出力ライン３８ａの接続部が配置され、
該ボルト４４に前記ナット４６が螺合される。
【００４７】
　なお、エンドプレート１８ｂ側では、上記のエンドプレート１８ａ側と同様に、端子台
４０ｂを介して出力ライン３８ｂと蓄電池１２ｅｂの電極端子２２ｂとが電気的に接続さ
れる。
【００４８】
　この場合、第１の実施形態では、蓄電池１２ｅａの電極端子２２ａと出力ライン３８ａ
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とを電気的に接続させる端子台４０ａは、エンドプレート１８ａに対して複数個、例えば
、２個の固定点４８ａ、４８ｂにより固定されている。具体的には、図３に示すように、
リベット６８ａ、６８ｂが、小径部６６ａ、６６ｂの内径からフランジ部５４の孔部５６
ａ、５６ｂに一体に挿入されることにより、ケース５８及び端子台４０ａがエンドプレー
ト１８ａに固定されている。
【００４９】
　このため、ライン接続部４２に出力ライン３８ａをボルト４４及びナット４６により締
め付け固定する際に、締め付けトルクの入力に対して、両端支持されている端子台４０ａ
自体が変形（回転）することを抑制されている。従って、端子台４０ａと出力ライン３８
ａとの接続を、蓄電池１２ｅａの電極端子２２ａと前記端子台４０ａとの接続の後に行っ
ても、前記電極端子２２ａが損傷することを阻止することができる。
【００５０】
　しかも、出力ライン３８ａの取り外し作業及び前記出力ライン３８ａの再接続作業の際
に、蓄電池１２ｅａの電極端子２２ａにアクセスする必要がない。これにより、メンテナ
ンス等の作業全体の簡素化及び効率化を容易に図ることが可能になるとともに、電極端子
２２ａの損傷を可及的に抑制することができるという効果が得られる。さらに、固定点４
８ａ、４８ｂの構成が簡素化されるとともに、蓄電モジュール１０全体の小型軽量化及び
低コスト化が容易に図られる。
【００５１】
　また、第１の実施形態では、バスバー部７０は、複数の曲げ形状、例えば、断面Ｕ字状
の湾曲部位７０ｃを一体に成形している。このため、出力ライン３８ａの締結時には、湾
曲部位７０ｃの弾性作用下に、蓄電池１２ｅａの電極端子２２ａにトルクが入力されるこ
とを有効に低減させることが可能になる。
【００５２】
　しかも、バスバー部７０の厚さは、端子台４０ａの厚さよりも薄く設定されている。従
って、組み付け及びメンテナンス時の締め付けによる電極端子２２ａ及びバスバー部７０
の溶接部位への入力負荷を、一層確実に低減させることができるという利点がある。
【００５３】
　図５は、本発明の第２の実施形態に係る蓄電モジュール８０の要部斜視説明図である。
なお、第１の実施形態に係る蓄電モジュール１０と同一の構成要素には、同一の参照符号
を付して、その詳細な説明は省略する。
【００５４】
　蓄電モジュール８０では、蓄電池１２ｅａの電極端子２２ａと出力ライン３８ａとを電
気的に接続させる端子台（バスバー）８２が、エンドプレート１８ａに固定される。なお
、図示しないが、エンドプレート１８ｂ側にも、同様の端子台が固定される。
【００５５】
　図５～図７に示すように、端子台８２は、樹脂製のケース８４にインサート成形されて
前記ケース８４に一体化される。なお、図７では、説明上、端子台８２とケース８４とが
分離されている。端子台８２は、金属製平板部材により構成され、出力ライン３８ａが接
続されるライン接続部４２を有する。図７に示すように、端子台８２は、略長方形状の長
手方向一端に孔部８６ａを設ける一方、長手方向他端に略半円形状の湾曲切り欠き部８６
ｂを設ける。
【００５６】
　端子台８２の一方の側面には、出力側板状部８８ａ、曲げ形状である断面Ｕ字状の湾曲
部位８８ｂ及びセル側板状部８８ｃが連続して一体に設けられる。セル側板状部８８ｃは
、蓄電池１２ｅａの電極端子２２ａが挿入される孔部８８ｄを有するとともに、ねじ軸を
構成する前記電極端子２２ａにナット８９が螺合する（図５参照）。
【００５７】
　ケース８４は、略直方体形状を有し、長手方向両端（ライン接続部４２の両側）には、
複数個、例えば、２個の固定点９０ａ、９０ｂを構成する孔部９２ａ、９２ｂが形成され
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る。端子台８２は、孔部８６ａが孔部９２ｂを囲繞して配置されるとともに、湾曲切り欠
き部８６ｂが孔部９２ａの一部を周回して配置される。
【００５８】
　図５及び図７に示すように、エンドプレート１８ａの上部には、例えば、金属板を屈曲
成形したブラケット９４が溶接される。ブラケット９４の上部水平面には、孔部９６ａ、
９６ｂが形成される。孔部９６ａ、９６ｂは、ケース８４の孔部９２ａ、９２ｂと同軸上
に設けられる。
【００５９】
　孔部９６ａには、ブラケット９４の裏面側からボルト９８が挿入され、前記ボルト９８
には、ナット１００が螺合する。孔部９６ｂには、ブラケット９４の裏面側からピン１０
２が挿入される。ボルト９８及びピン１０２は、ブラケット９４の裏面に溶接される。
【００６０】
　ケース８４の孔部９２ａ、９２ｂには、円筒形状のカラー部材１０４ａ、１０４ｂが一
体成形により収容される（図６参照）。ボルト９８は、カラー部材１０４ａ内に挿入され
て先端部にナット１００が螺合する一方、ピン１０２は、カラー部材１０４ｂに挿入され
る。このため、端子台８２が一体化されたケース８４は、ブラケット９４を介してエンド
プレート１８ａに固定される。
【００６１】
　このように構成される第２の実施形態では、蓄電池１２ｅａの電極端子２２ａと出力ラ
イン３８ａとを電気的に接続させる端子台８２は、エンドプレート１８ａに対して複数個
、例えば、２個の固定点９０ａ、９０ｂにより固定されている。従って、メンテナンス等
の作業全体の簡素化及び効率化を容易に図ることが可能になるとともに、電極端子２２ａ
の損傷を可及的に抑制することができる等、上記の第１の実施形態と同様の効果が得られ
る。
【００６２】
　図８は、本発明の第３の実施形態に係る蓄電モジュール１１０の要部斜視説明図である
。なお、第２の実施形態に係る蓄電モジュール８０と同一の構成要素には、同一の参照符
号を付して、その詳細な説明は省略する。
【００６３】
　蓄電モジュール１１０では、エンドプレート１８ａに蓄電池１２ｅａの電極端子２２ａ
と出力ライン３８ａとを電気的に接続させる端子台（バスバー）１１２が固定される。な
お、図示しないが、エンドプレート１８ｂ側にも、同様の端子台が固定される。
【００６４】
　図８～図１０に示すように、端子台１１２は、樹脂製のケース１１４にインサート成形
されて前記ケース１１４に一体化される。なお、図１０では、説明上、端子台１１２とケ
ース１１４とが分離されている。端子台１１２は、金属製平板部材により構成され、出力
側板状部８８ａとは反対の側面には、水平方向から下方向に屈曲する取り付け面１１６が
形成される。
【００６５】
　取り付け面１１６は、エンドプレート１８ａのプレート面に平行するとともに、前記取
り付け面１１６にライン接続部４２ａが設けられる。ライン接続部４２ａの軸方向は、取
り付け面１１６に直交する水平方向、すなわち、蓄電池１２の積層方向と同一方向に設定
される。取り付け面１１６の下端には、矩形状の突出部１１８が下方に突出して設けられ
る。
【００６６】
　ケース１１４は、第２の実施形態に係るケース８４と略同様の形状を有する水平本体部
１１４ａと、前記水平本体部１１４ａの一端から鉛直下方向に延在する鉛直本体部１１４
ｂとを一体に有する。鉛直本体部１１４ｂの下部には、端子台１１２の突出部１１８を埋
設する角ピン形状部１２２が形成される。
【００６７】
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　図１０に示すように、ブラケット９４は、上部水平面から下方に屈曲して延在するとと
もに、下端部には、水平方向に屈曲する平板部１２４が設けられる。平板部１２４には、
角孔１２６が形成され、前記角孔１２６に角ピン形状部１２２が挿入されて固定点１２８
が構成される。固定点１２８は、エンドプレート１８ａの蓄電池１２の積層方向に交差す
るプレート面に設けられるプレート面固定点である。
【００６８】
　電極端子２２ａ、固定点９０ａ、９０ｂ（プレート側面固定点）及び固定点１２８（プ
レート面固定点）は、それぞれの軸方向が同一方向に設定される。なお、電極端子２２ａ
、固定点９０ａ、９０ｂ及び固定点１２８のいずれか２つの軸方向が同一の方向に設定さ
れてもよい。
【００６９】
　このように構成される第３の実施形態では、上記の第１及び第２の実施形態と同様の効
果が得られる。さらに、ライン接続部４２ａの軸方向は、蓄電池１２の積層方向と同一方
向に設定されている。従って、出力ライン３８ａの取り外し作業及び前記出力ライン３８
ａの再接続作業の際に、蓄電池１２ｅａの電極端子２２ａ側の面にアクセスする必要がな
い。これにより、蓄電池搭載スペースの削減が可能になる。
【００７０】
　しかも、電極端子２２ａ、固定点９０ａ、９０ｂ及び固定点１２８は、それぞれの軸方
向が同一方向に設定されている。このため、作業方向を同一化することができ、組み付け
作業の集約が可能になる。
【符号の説明】
【００７１】
１０、８０、１１０…蓄電モジュール　１２、１２ｅａ、１２ｅｂ…蓄電池
１２Ｍ…蓄電池群　　　　　　　　　　１４…セパレータ
１８ａ、１８ｂ…エンドプレート　　　２０ａ、２０ｂ…連結バンド
２２ａ、２２ｂ…電極端子　　　　　　
３０ａ、５０ａ、５０ｂ、５６ａ、５６ｂ、６２ａ、６２ｂ、８６ａ、８８ｄ、９２ａ、
９２ｂ、９６ａ、９６ｂ…孔部
３８ａ、３８ｂ…出力ライン
４０ａ、４０ｂ、８２、１１２…端子台
４２、４２ａ…ライン接続部　　　　　４４、９８…ボルト
４６、８９、１００…ナット
４８ａ、４８ｂ、９０ａ、９０ｂ、１２８…固定点
５２…切り欠き　　　　　　　　　　　５８、８４、１１４…ケース
６４ａ、６４ｂ、１０４ａ、１０４ｂ…カラー部材
６８ａ、６８ｂ…リベット　　　　　　７０…バスバー部
７０ｃ、８８ｂ…湾曲部位　　　　　　９４…ブラケット
１０２…ピン　　　　　　　　　　　　１２２…ピン形状部
１２６…角孔　　　　　　　　　　　　１２８…固定点
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