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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のサブバッテリーモジュールがそれぞれ垂直または水平に摺動装着され、前記複数
のサブバッテリーモジュールの外周面と結合するように組立式構造に形成されたバッテリ
ーモジュールケースであって、
　各サブバッテリーモジュールは、少なくとも一つのバッテリーセルと、それぞれのバッ
テリーセルから一方向に延在した複数の電極タブと、前記少なくとも一つのバッテリーセ
ルの前記複数の電極タブが形成された面以外の面を被覆する複数のアルミニウムラミネー
トシートで形成されたパウチ型ケースと、を含み、
　前記外周面は前記複数の電極タブが形成された面を含み、
　前記複数の電極タブが存在する面が同一方向となるように少なくとも二つの前記サブバ
ッテリーモジュールが積層されて並行に配置されており、
　前記サブバッテリーモジュールの前記複数の電極タブが形成された面に結合する上部ハ
ウジングと、
　各サブバッテリーモジュールが垂直または水平に摺動装着されるようにガイドする隔壁
部が内側面に複数形成され、前記サブバッテリーモジュールの前記複数の電極タブが存在
する面の対向面およびこれに隣接した一つの外周面に結合する下部ハウジングと、
　前記サブバッテリーモジュールの面のうち前記上部ハウジングおよび前記下部ハウジン
グに結合されていない他の外周面であって前記下部ハウジングに結合される前記一つの外
周面の対向面に結合する側面ハウジングと、を備え、
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　前記上部ハウジング、前記下部ハウジングおよび前記側面ハウジングが互いに結合して
いることを特徴とする、バッテリーモジュールケース。
【請求項２】
　前記上部ハウジングおよび前記側面ハウジングの内側面には、各サブバッテリーモジュ
ールが装着されて固定される隔壁部が形成されていることを特徴とする、請求項１に記載
のバッテリーモジュールケース。
【請求項３】
　前記下部ハウジングの前記側面ハウジングが結合する部分に第１挿入溝が形成され、前
記側面ハウジングには前記第１挿入溝に対応する第１突出部が形成されて挿入結合し、
　前記下部ハウジングおよび前記側面ハウジングの上側端部には第２挿入溝が形成され、
前記上部ハウジングには前記第２挿入溝に対応する第２突出部が形成されて挿入結合する
ことを特徴とする、請求項２に記載のバッテリーモジュールケース。
【請求項４】
　前記上部ハウジングの長さ方向に関する両側端部に第１中空部が形成され、前記下部ハ
ウジングおよび前記側面ハウジングの長さ方向に関する両側端部の前記第１中空部に対応
する位置に、内周面にねじ山が形成された第２中空部が形成され、
　前記第１中空部および前記第２中空部にボルトが挿入されて前記上部ハウジング、前記
下部ハウジングおよび前記側面ハウジングが互いに結合されていることを特徴とする、請
求項２に記載のバッテリーモジュールケース。
【請求項５】
　前記バッテリーモジュールケースの外側面には、所定領域が中空となっている空気流動
部が形成されていることを特徴とする、請求項３または４に記載のバッテリーモジュール
ケース。
【請求項６】
　前記バッテリーモジュールケースの内側面には、各サブバッテリーモジュールが装着さ
れて固定される前記複数の隔壁部の間の空間に、互いに所定間隔離隔した少なくとも一つ
の緩衝部材が設けられていることを特徴とする、請求項５に記載のバッテリーモジュール
ケース。
【請求項７】
　幅方向に関する一側面と他側面が開放されて形成されていることを特徴とする、請求項
６に記載のバッテリーモジュールケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バッテリーモジュールケースに関し、より詳細には、上面、下面、側面分離
型の組立式構造に形成することで必要なだけの数量でパウチ型二次電池をモジュール化し
て活用度を向上させ、組立が簡単で、かつ放熱効果を高めながらも外部から加えられる衝
撃を最小化することができるバッテリーモジュールケースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、一次電池とは異なり、充電および放電が可能な二次電池は、デジタルカメラ、携
帯電話、ノートパソコン、ハイブリッドカーなどの先端分野に使用するための研究が活発
に行われている。二次電池としては、ニッケル－カドミウム電池、ニッケル‐メタルハイ
ドライド電池、ニッケル‐水素電池、リチウム二次電池が挙げられる。
【０００３】
　このうち、リチウム二次電池は、作動電圧が３．６Ｖ以上であり、携帯用電子機器の電
源として使用されるか、数個を直列連結して高出力のハイブリッドカーに使用される。ま
た、リチウム二次電池は、ニッケル‐カドミウム電池やニッケル‐メタルハイドライド電
池より作動電圧が３倍高く、単位重量当たりエネルギー密度の特性にも優れており、使用
が急速に増加している。
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【０００４】
　前記リチウム二次電池は多様な形態に製造できるが、代表的な形状としては、リチウム
イオン電池に主に使用される円筒型（cylinder type）および角型（prismatic type）が
挙げられる。近年、脚光を浴びているリチウムポリマー電池は柔軟性のあるパウチ型（po
uched type）に製造され、比較的自由な形状を有する。また、リチウムポリマー電池は、
安全性に優れており、軽量であるため携帯用電子機器のスリム化および軽量化に有利であ
ると言える。
【０００５】
　図１は従来のパウチ型リチウム二次電池１の構造を示す図であり、従来のパウチ型リチ
ウム二次電池１は、電池部２と、前記電池部２が収容される空間を提供するケース３と、
を含んでいる。
【０００６】
　一方、ハイブリッドカーなどの高出力のリチウム電池が要求される場合には、図１に示
されたパウチを数十個から数百個積層し、これを直列連結または並列連結して高電圧を得
る。
【０００７】
　上述したように、多数のパウチ型リチウム二次電池を使用して中大型バッテリーモジュ
ールを構成する場合、一般的に、これらの機械的締結および電気的接続のために多くの部
材が必要であるため、このような部材を組み立てる過程は非常に複雑である。さらに、機
械的締結および電気的接続のための多数の部材の結合、溶接、はんだ付けなどを行うため
の空間が要求され、そのため、システム全体の大きさが増加する。このような大きさの増
加は、中大型バッテリーモジュールが装着される装置またはデバイスの空間における限界
の面において好ましくない。
【０００８】
　したがって、車両などの限定された内部空間に効率的に装着するためには、多数のパウ
チ型リチウム二次電池をより堅固で安定的に積層できるよりコンパクトな構造の中大型バ
ッテリーモジュールケースが要求される。
【０００９】
　また、中大型バッテリーモジュールを構成するパウチ型リチウム二次電池の一部に欠陥
が発生した場合、これを取り替えるための分解および組立の過程に多くの時間と工程が要
求されるため、簡単な構造で容易に組立および分解が可能なバッテリーモジュールケース
に対する必要性が高まっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上述したような問題点を解決するために導き出されたものであり、本発明の
目的は、必要なだけの数量でパウチ型二次電池をモジュール化して活用度を向上するため
のバッテリーモジュールケースを提供することにある。
【００１１】
　また、本発明の目的は、組立が簡単で、かつ放熱効果を高めながらも外部から加えられ
る衝撃を最小化するためのバッテリーモジュールケースを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記のような課題を果たすための本発明のバッテリーモジュールケースは、サブバッテ
リーモジュールがそれぞれ垂直または水平に摺動装着され、前記サブバッテリーモジュー
ルの外周面と結合するように組立式構造に形成され、サブバッテリーモジュールそれぞれ
は、少なくとも一つのバッテリーセルと、それぞれのバッテリーセルから一方向に延在し
た複数の電極タブと、前記バッテリーセルの電極タブが形成された面以外の面を被覆する
アルミニウムラミネートシートで形成されたパウチ型ケースと、を含み、前記外周面は電
極タブが形成された面を含み、前記電極タブが存在する面が同一方向に少なくとも二つが
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積層されて並行に配置されており、前記サブバッテリーモジュールの前記複数の電極タブ
が形成された面に結合する上部ハウジングと、各サブバッテリーモジュールが垂直または
水平に摺動装着されるようにガイドする隔壁部が内側面に複数形成され、前記サブバッテ
リーモジュールの前記複数の電極タブが存在する面の対向面およびこれに隣接した一つの
外周面に結合する下部ハウジングと、前記サブバッテリーモジュールの面のうち前記上部
ハウジングおよび前記下部ハウジングに結合されていない他の外周面であって前記下部ハ
ウジングに結合される前記一つの外周面の対向面に結合する側面ハウジングと、を備え、
前記上部ハウジング、前記下部ハウジングおよび前記側面ハウジングが互いに結合してい
ることを特徴とする。
【００１４】
　また、前記バッテリーモジュールケースは、前記上部ハウジングおよび側面ハウジング
の内側面に前記サブバッテリーモジュールそれぞれが装着されて固定される隔壁部が形成
されることを特徴とする。
【００１５】
　また、前記バッテリーモジュールケースは、前記下部ハウジングの前記側面ハウジング
が結合する部分に第１挿入溝が形成され、前記側面ハウジングには前記第１挿入溝に対応
する第１突出部が形成されて挿入結合し、前記下部ハウジングおよび前記側面ハウジング
の上側端部には第２挿入溝が形成され、前記上部ハウジングには前記第２挿入溝に対応す
る第２突出部が形成されて挿入結合することを特徴とする。
【００１６】
　また、前記バッテリーモジュールケースは、前記上部ハウジングの長さ方向に関する両
側端部に第１中空部が形成され、前記下部ハウジングおよび前記側面ハウジングの長さ方
向に関する両側端部の前記第１中空部に対応する位置に、内周面にねじ山が形成された第
２中空部が形成され、前記第１中空部および第２中空部にボルトが挿入されて前記上部ハ
ウジング、前記下部ハウジングおよび前記側面ハウジングが互いに結合されていることを
特徴とする。
【００１７】
　また、前記バッテリーモジュールケースの外側面には、所定領域が中空となっている空
気流動部が形成されることを特徴とする。
【００１８】
　また、前記バッテリーモジュールケースの内側面には、前記サブバッテリーモジュール
それぞれが装着されて固定される隔壁部の間の空間に緩衝部材が所定間隔離隔して少なく
とも一つ設けられることを特徴とする。
【００１９】
　また、前記バッテリーモジュールケースは、幅方向に関する一側面と他側面が開放され
て形成されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明のバッテリーモジュールケースは、パウチ型二次電池が少なくとも二つ積層され
て並行に配置されるにあたり、電極タブが存在する面が同一方向に配置され、前記パウチ
型二次電池それぞれが垂直または水平に摺動装着され、前記パウチ型二次電池の電極タブ
が存在する面を含む外周面と結合するように形成されることで、必要なだけの数量でパウ
チ型二次電池を容易にモジュール化することができ、活用度を向上させることができると
いう利点がある。
【００２１】
　また、本発明のバッテリーモジュールケースは、上面、下面、側面分離型の組立式構造
に形成され、内側に緩衝部材が設けられることで、組立が簡単で、かつ放熱効果を高めな
がらも外部から加えられる衝撃を最小化することができるという利点がある。
【００２２】
　また、本発明のバッテリーモジュールケースは、アルミニウムラミネートシートで形成
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されたケースで包まれたパウチ型二次電池の外周面を被覆するように形成されることで、
剛性を補完することができ、かつ最小限の空間のみを占めるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】従来のパウチ型リチウム二次電池を示す平面図である。
【図２】本発明のサブバッテリーモジュールを示す分解斜視図である。
【図３】本発明のバッテリーモジュールケースを示す部分分解斜視図である。
【図４】本発明のバッテリーモジュールケースを示す斜視図である。
【図５】本発明の他のバッテリーモジュールケースを示す部分分解斜視図である。
【図６】本発明の他のバッテリーモジュールケースを示す分解斜視図である。
【図７】本発明のバッテリーモジュールケースとサブバッテリーモジュールが組み立てら
れた斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、上述したような特徴を有する本発明のバッテリーモジュールケース１０を添付図
面を参照して詳細に説明する。
【００２５】
　図１は従来のパウチ型リチウム二次電池を示す平面図である。
【００２６】
　図２は本発明のサブバッテリーモジュールを示す分解斜視図である。
【００２７】
　図３は本発明のバッテリーモジュールケースを示す部分分解斜視図である。
【００２８】
　図４は本発明のバッテリーモジュールケースを示す斜視図である。
【００２９】
　図５は本発明の他のバッテリーモジュールケースを示す部分分解斜視図である。
【００３０】
　図６は本発明の他のバッテリーモジュールケースを示す分解斜視図である。
【００３１】
　図７は本発明のバッテリーモジュールケースとサブバッテリーモジュールが組み立てら
れた斜視図である。
【００３２】
　本発明のバッテリーモジュールケース１０は、サブバッテリーモジュールがそれぞれ垂
直または水平に摺動装着され、前記サブバッテリーモジュールの外周面と結合するように
組立式構造に形成され、サブバッテリーモジュールそれぞれは、少なくとも一つのバッテ
リーセル２１と、それぞれのバッテリーセル２１から一方向に延在した電極タブ２２と、
前記バッテリーセル２１の電極タブ２２が存在する面以外の他の面を被覆するアルミニウ
ムラミネートシートで形成されたパウチ型ケース２３と、を含み、前記外周面は電極タブ
が形成された面を含み、前記電極タブが存在する面が同一方向に少なくとも二つが積層さ
れて並行に配置される。
【００３３】
　この際、前記サブバッテリーモジュール２０の電極タブ２２は、隣り合うサブバッテリ
ーモジュール２０の電極タブ２２と溶接されることができる。
【００３４】
　本発明のバッテリーモジュールケース１０は、前記サブバッテリーモジュール２０それ
ぞれが垂直または水平に摺動装着され、前記サブバッテリーモジュール２０の電極タブ２
２が存在する面を含む外周面と結合するが、上面、下面、側面分離型の組立式構造を有す
ることができる。
【００３５】
　この場合、図３から図７に示されたように、前記バッテリーモジュールケース１０は、
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大きく、上部ハウジング１００と、下部ハウジング２００と、側面ハウジング３００と、
からなることができる。
【００３６】
　この際、前記下部ハウジング２００は、前記サブバッテリーモジュール２０それぞれが
垂直または水平方向に摺動装着されるようにガイドする隔壁部１１０が内側面に複数形成
されて前記サブバッテリーモジュール２０の電極タブ２２が存在する面の対向面および隣
接した一つの外周面、すなわち図２に示されたサブバッテリーモジュール２０の下面と左
側面に結合する。
【００３７】
　前記下部ハウジング２００は、略「Ｌ」状に形成され、前記サブバッテリーモジュール
２０が垂直方向または水平方向に摺動装着されるように内側面に前記隔壁部１１０が複数
形成される。
【００３８】
　前記側面ハウジング３００は、前記下部ハウジング２００の一端部に結合するものであ
り、図２に示されたサブバッテリーモジュール２０の右側面に結合し、前記下部ハウジン
グ２００と組み立てられて略反時計方向に９０度回転した「匚」状をなす。
【００３９】
　前記上部ハウジング１００は、前記サブバッテリーモジュール２０の電極タブ２２が形
成された面、すなわち図２に示されたサブバッテリーモジュール２０の上面に結合し、前
記下部ハウジング２００および側面ハウジング３００の上端部に組み立てられて前記バッ
テリーモジュールケース１０が略「□」状をなすように形成される。
【００４０】
　これにより、前記バッテリーモジュールケース１０は、図３から図７のように、幅方向
に関する一側面と他側面が開放されて形成されることができる。
【００４１】
　前記側面ハウジング３００および上部ハウジング１００は、前記下部ハウジング２００
に形成される隔壁部１１０と同様に、前記上部ハウジング１００および側面ハウジング３
００の内側面に前記サブバッテリーモジュール２０それぞれが装着されて固定される隔壁
部１１０が形成されることができる。
【００４２】
　これにより、前記下部ハウジング２００の内側面に形成された隔壁部１１０に沿って水
平方向または垂直方向に摺動装着される複数のサブバッテリーモジュール２０は、前記下
部ハウジング２００と結合していない他の外周面に結合する上部ハウジング１００および
側面ハウジング３００に形成される隔壁部１１０によって互いに所定間隔を維持して並行
に積層されることができ、前記バッテリーモジュールケース１０に安定して固定されるこ
とができる。
【００４３】
　図５から図６に示されたように、前記バッテリーモジュールケース１０は、前記下部ハ
ウジング２００の前記側面ハウジング３００が結合する部分に第１挿入溝２１０が形成さ
れ、前記側面ハウジング３００には前記第１挿入溝２１０に対応する第１突出部３１０が
形成されて互いに挿入結合し、前記下部ハウジング２００および前記側面ハウジング３０
０の上側端部には第２挿入溝２２０が形成され、前記上部ハウジング１００には前記第２
挿入溝２２０に対応する第２突出部１２０が形成されて互いに挿入結合されて固定される
ことができる。
【００４４】
　これにより、前記バッテリーモジュールケース１０は別の締結部材なしに互いに結合し
て固定されることができる。
【００４５】
　他の実施例において、図３から図４に示されたように、前記バッテリーモジュールケー
ス１０は、前記上部ハウジング１００の長さ方向に関する両側端部に形成される第１中空
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部１３０と、前記下部ハウジング２００および前記側面ハウジング３００の長さ方向に関
する両側端部の前記第１中空部１３０に対応する位置に形成され、内周面にねじ山２３１
が形成された第２中空部２３０と、を含んで形成されることができる。
【００４６】
　この際、前記バッテリーモジュールケース１０において、前記第１中空部１３０および
第２中空部２３０にボルト４００が挿入されて前記上部ハウジング１００、前記下部ハウ
ジング２００および前記側面ハウジング３００が互いに結合されている。
【００４７】
　前記バッテリーモジュールケース１０を構成する上部ハウジング１００と、下部ハウジ
ング２００および側面ハウジング３００との結合方法は上述した結合方法に限定されず、
より効率的なものに変更実施することができる。
【００４８】
　一方、前記バッテリーモジュールケース１０は、内側に装着されてパッケージ化される
サブバッテリーモジュール２０の放熱のために、前記バッテリーモジュールケース１０の
外側面に外部空気が流動するように所定領域が中空となっている空気流動部５００が形成
されることが好ましい。
【００４９】
　前記空気流動部は所定距離離隔して複数形成されることができ、その形状は特定形状に
限定されない。
【００５０】
　前記バッテリーモジュールケース１０は、前記サブバッテリーモジュール２０それぞれ
が装着されて固定される隔壁部１１０の間の空間に緩衝部材６００が所定間隔離隔して少
なくとも一つ設けられることができる。
【００５１】
　図３および図５に示されたように、前記緩衝部材６００は、前記バッテリーモジュール
ケース１０の内側面に形成される隔壁部１１０の間の空間に突起状に所定間隔で複数設け
られることができ、軟質のプラスチックまたはゴムの材質からなり、外部からの衝撃を吸
収することで前記サブバッテリーモジュール２０を保護するように形成される。
【００５２】
　また、前記緩衝部材６００は、前記サブバッテリーモジュール２０の外周面が装着され
て固定される隔壁部１１０の間の空間に設けられて前記サブバッテリーモジュール２０の
外周面と前記バッテリーモジュールケース１０の内側面との間に空気が流動可能な所定空
間が形成されるようにすることで、放熱効果を向上させることができる。
【００５３】
　この際、前記隔壁部１１０には、前記緩衝部材６００によって前記サブバッテリーモジ
ュール２０の外周面と前記バッテリーモジュールケース１０の内側面との間に形成される
空き空間と連通するように所定領域が中空となって形成される空気流動孔１１１がさらに
形成されることができる。
【００５４】
　これにより、前記バッテリーモジュールケース１０は、パウチ型二次電池であるサブバ
ッテリーモジュール２０が少なくとも二つ積層されて並行に配置されるにあたり、前記電
極タブ２２が存在する面が同一方向に配置され、前記サブバッテリーモジュール２０それ
ぞれが垂直または水平に摺動装着され、前記サブバッテリーモジュール２０の電極タブ２
２が存在する面を含む外周面と結合するように形成されることで、必要なだけの数量でパ
ウチ型二次電池を容易にモジュール化することができ、活用度を向上させることができる
という利点がある。
【００５５】
　また、前記バッテリーモジュールケース１０は、上面、下面、側面分離型の組立式構造
に形成され、内側に緩衝部材６００が設けられることで、組立が簡単で、かつ放熱効果を
高めながらも外部から加えられる衝撃を最小化することができるという利点がある。
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【００５６】
　また、前記バッテリーモジュールケース１０は、アルミニウムラミネートシートで形成
されたケースで包まれたパウチ型二次電池の外周面を被覆するように形成されることで、
剛性を補完することができ、かつ最小限の空間のみを占めるという利点がある。
【００５７】
　また、前記バッテリーモジュールケース１０は、上部ハウジング１００と、下部ハウジ
ング２００と、側面ハウジング３００と、からなる組立式構造を有しており、前記サブバ
ッテリーモジュール２０を前記下部ハウジング２００に水平方向と垂直方向に摺動装着で
きるように形成することにより、狭い空間での組立と分解が可能であるという利点がある
。
【００５８】
　特に、前記バッテリーモジュールケース１０は、前記サブバッテリーモジュール２０の
一部に欠陥が発生した場合、これを取り替えるために前記バッテリーモジュールケース１
０を分解し、また組み立てなければならないが、前記バッテリーモジュールケース１０は
、上部ハウジング１００と、下部ハウジング２００と、側面ハウジング３００のように三
つの部分に分解することができ、水平方向と垂直方向にそれぞれ摺動装着可能であるため
、狭い空間でも容易に組立および分解することができるという利点がある。
【００５９】
　本発明は、前記実施例に限定されず、適用範囲が多様であることは言うまでもなく、請
求範囲で請求する本発明の要旨から外れることなく当該本発明が属する分野において通常
の知識を有する者であれば誰でも多様な変形実施が可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００６０】
１０　バッテリーモジュールケース
２０　サブバッテリーモジュール
２１　バッテリーセル
２２　電極タブ
２３　パウチ型ケース
１００　上部ハウジング
１１０　隔壁部
１１１　空気流動孔
１２０　第２突出部
１３０　第１中空部
２００　下部ハウジング
２１０　第１挿入溝
２２０　第２挿入溝
２３０　第２中空部
２３１　ねじ山
３００　側面ハウジング
３１０　第１突出部
４００　ボルト
５００　空気流動部
６００　緩衝部材



(9) JP 5779657 B2 2015.9.16

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(10) JP 5779657 B2 2015.9.16

【図７】



(11) JP 5779657 B2 2015.9.16

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０１Ｍ  10/6562   (2014.01)           Ｈ０１Ｍ   10/6562   　　　　        　　　　　

(72)発明者  イ　ウォンジュン
            大韓民国　３０５－７５５　テジョン　ユソング　オウンドン（３３／３）　９９　ハンビットエ
            ーピィーティー　１０７－１２０１
(72)発明者  イム　ドンジュ
            大韓民国　４３１－７６２　キョンギド　アニャンシ　トンアング　ピサン２ドン　４０８　ロッ
            テナキョンデエーピィーティー　１６－１７０２

    審査官  松本　陶子

(56)参考文献  特開２００６－２６０９７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００５／００３１９４６（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００４－２３５１１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００９－５２９２１６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０７３５１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２７３１４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１０－５３６１２７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｍ　　　２／１０　　　　
              Ｈ０１Ｍ　　１０／６１３　　　
              Ｈ０１Ｍ　　１０／６２５　　　
              Ｈ０１Ｍ　　１０／６４７　　　
              Ｈ０１Ｍ　　１０／６５５６　　
              Ｈ０１Ｍ　　１０／６５６２　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

