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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれベント部を備える複数のバッテリセルと、
　前記ベント部と対向する面から延びるように形成された少なくとも１つのリブを含み、
前記ベント部を取り囲むカバーと、
　前記カバーと前記バッテリセルとの間に備えられ、前記カバーを密閉するように係合す
る折曲部を備える絶縁部材とを含み、
　前記リブは、前記絶縁部材を加圧する接触部と、前記絶縁部材に接触しない非接触部と
を含むことを特徴とするバッテリモジュール。
【請求項２】
　前記カバーは、前記絶縁部材で密閉されるように係合し、前記カバーと前記バッテリセ
ルとの間に気密（ｇａｓ－ｔｉｇｈｔ）空間を形成することを特徴とする請求項１に記載
のバッテリモジュール。
【請求項３】
　前記カバーは、本体部と、収容部とを含み、前記収容部は、前記折曲部を収容すること
を特徴とする請求項１または２に記載のバッテリモジュール。
【請求項４】
　前記折曲部は、前記本体部の側壁と前記収容部との間に圧入結合されて収容されること
を特徴とする請求項３に記載のバッテリモジュール。
【請求項５】
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　前記絶縁部材は、ラバーまたはシリコーン樹脂であることを特徴とする請求項１～４の
いずれか一項に記載のバッテリモジュール。
【請求項６】
　それぞれベント部を備える複数のバッテリセルと、
　前記ベント部と対向する面から延びるように形成された少なくとも１つのリブを含み、
前記ベント部を取り囲むカバーと、
　前記カバーと前記バッテリセルとの間に備えられる絶縁部材とを含み、
　前記リブは、前記絶縁部材を加圧する接触部と、前記絶縁部材に接触しない非接触部と
を含み、
　前記バッテリセルは、各々のバッテリセルのベント部が、隣接するバッテリセルのベン
ト部と位置調整され、複数のベント部が第１方向に一列に並ぶように整列され、
前記カバーおよび前記絶縁部材は、前記ベント部を取り囲むように前記第１方向に延び、
前記絶縁部材は、前記カバーと密閉されるように係合する折曲部を含むことを特徴とする
バッテリモジュール。
【請求項７】
　前記絶縁部材は、前記バッテリセルから隣接するバッテリセルへ延びた一体型であるこ
とを特徴とする請求項６に記載のバッテリモジュール。
【請求項８】
　前記絶縁部材は、開口部を含み、各々の開口部は、前記ベント部の１つずつに対応する
ように設けられることを特徴とする請求項６または７に記載のバッテリモジュール。
【請求項９】
　前記ベント部は、前記バッテリセルのキャッププレートに備えられ、
　前記絶縁部材は、前記キャッププレートと密着していることを特徴とする請求項６～８
のいずれか一項に記載のバッテリモジュール。
【請求項１０】
　前記折曲部は、前記キャッププレートから遠くなる第２方向に折り曲げられ、前記第２
方向は、前記第１方向に対して垂直であることを特徴とする請求項９に記載のバッテリモ
ジュール。
【請求項１１】
　前記カバーは、一端に気体排出口を備えることを特徴とする請求項６～１０のいずれか
一項に記載のバッテリモジュール。
【請求項１２】
　前記折曲部は、前記第１方向に延び、
　前記カバーは、本体部と、収容部とを含み、前記本体部と前記収容部は、前記第１方向
に延び、前記収容部は、前記折曲部を前記収容部との圧入結合により収容することを特徴
とする請求項６～１１のいずれか一項に記載のバッテリモジュール。
【請求項１３】
　前記本体部は、前記ベント部に向いた面が開口した六面体形状であり、
　前記収容部は、前記本体部の側壁の外部または内部に備えられることを特徴とする請求
項１２に記載のバッテリモジュール。
【請求項１４】
　前記非接触部は、前記絶縁部材の開口部に対応することを特徴とする請求項１～１３の
いずれか一項に記載のバッテリモジュール。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バッテリモジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　最近、高エネルギー密度の非水電解液を用いた高出力バッテリモジュールが開発されて
いる。高出力バッテリモジュールは、高電力を必要とする機器、例えば、電気自動車など
のモータの駆動に使用できるように、複数のバッテリセルを直列に連結した大容量のバッ
テリモジュールとして構成される。
【０００３】
　バッテリセルは、正極板および負極板から構成される電極組立体と、電解液とを含み、
これらの極板と電解液との電気化学的反応によりエネルギーを発生させることができる。
この時、バッテリセルの内部には、電気化学的反応の副反応として気体が発生し得る。し
たがって、複数のバッテリセルで発生する気体を効率的に処理する目的で、バッテリモジ
ュールには気体の流路および排出口などが具備される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】大韓民國特許公開第２００９‐００１７８２５号
【特許文献２】大韓民國特許登録第０７２６５０３号
【特許文献３】大韓民國特許公開第２００９‐０１２８６０２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、気体の流路において気密性が不十分であると、排出される気体が外部に流出す
るという問題があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、複数のバッテリセルで発生する気体に対して、気密性を確保することが可能な、新規
かつ改良されたバッテリモジュールを提供することである。
【０００７】
　また、本発明の他の目的とするところは、組立工程を単純化することが可能な、新規か
つ改良されたバッテリモジュールを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、それぞれベント部を備える複
数のバッテリセルと、前記ベント部を取り囲むカバーと、前記カバーと前記バッテリセル
との間に備えられ、前記カバーを密閉するように係合する（ｓｅａｌａｂｌｙ　ｅｎｇａ
ｇｅ）折曲部を備える絶縁部材とを含むバッテリモジュールが提供される。
【０００９】
　前記カバーは、前記絶縁部材で密閉されるように係合し、前記カバーと前記バッテリセ
ルとの間に気密（ｇａｓ－ｔｉｇｈｔ）空間を形成してもよい。
【００１０】
　前記カバーは、本体部と、収容部とを含み、前記収容部は、前記折曲部を収容してもよ
い。
【００１１】
　前記折曲部は、前記本体部の側壁と前記収容部との間に圧入結合（ｐｒｅｓｓ－ｆｉｔ
　ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ）されて収容されてもよい。
【００１２】
　前記カバーは、前記本体部の内部を向く面（ｉｎｗａｒｄ－ｆａｃｉｎｇ　ｓｉｄｅ）
から延びるように形成された、少なくとも１つのリブを含んでもよい。
【００１３】
　前記リブは、前記絶縁部材を加圧する接触部と、前記絶縁部材に接触しない非接触部と
を含んでもよい。
【００１４】
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　前記絶縁部材は、耐熱性材質であってもよい。
【００１５】
　前記絶縁部材は、弾性物質であってもよい。
【００１６】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、それぞれベント部を備
える複数のバッテリセルと、前記ベント部を取り囲むカバーと、前記カバーと前記バッテ
リセルとの間に備えられる絶縁部材とを含み、前記バッテリセルは、各々のバッテリセル
のベント部が、隣接するバッテリセルのベント部と位置調整され、複数のベント部が第１
方向に一列に並ぶように整列され、前記カバーおよび前記絶縁部材は、前記ベント部を取
り囲むように前記第１方向に延び、前記絶縁部材は、前記カバーと密閉されるように係合
する折曲部を含むバッテリモジュールが提供される。
【００１７】
　前記絶縁部材は、前記バッテリセルから隣接するバッテリセルへ延びた一体型であって
もよい。
【００１８】
　前記絶縁部材は、開口部を含み、各々の開口部は、前記ベント部の１つずつに対応する
ように設けられてもよい。
【００１９】
　前記ベント部は、前記バッテリセルのキャッププレートに備えられ、前記絶縁部材は、
前記キャッププレートと密着していてもよい。
【００２０】
　前記折曲部は、前記キャッププレートから遠くなる第２方向に折り曲げられ、前記第２
方向は、前記第１方向に対して垂直であってもよい。
【００２１】
　前記カバーは、一端に気体排出口を備えていてもよい。
【００２２】
　前記折曲部は、前記第１方向に延び、前記カバーは、本体部と、収容部とを含み、前記
本体部と前記収容部は、前記第１方向に延び、前記収容部は、前記折曲部を前記収容部と
の圧入結合により収容してもよい。
【００２３】
　前記収容部は、前記第１方向に沿って前記カバーの外部または内部に備えられていても
よい。
【００２４】
　前記カバーおよび前記絶縁部材は、予め組み立てられたユニット（ｐｒｅ－ａｓｓｅｍ
ｂｌｅｄ　ｕｎｉｔ）であってもよい。
【００２５】
　前記カバーは、前記本体部の内部を向く面（ｉｎｗａｒｄ－ｆａｃｉｎｇ　ｓｉｄｅ）
で前記バッテリセルに向かうように内部に形成され、前記第１方向に延びる少なくとも１
つのリブを含んでもよい。
【００２６】
　前記リブは、前記絶縁部材を加圧する接触部と、前記絶縁部材に接触しない非接触部と
を含んでもよい。
【００２７】
　前記非接触部は、前記絶縁部材の開口部に対応してもよい。
【発明の効果】
【００２８】
　以上説明したように本発明によれば、作業工程を単純化することができ、複数のバッテ
リセルで発生する気体に対して気密性を確保することができるバッテリモジュールを提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２９】
【図１】本発明の一実施形態にかかるバッテリモジュールの斜視図である。
【図２】図１に示すバッテリモジュールの分解斜視図である。
【図３Ａ】図１のカバーの拡大斜視図である。
【図３Ｂ】図１のカバーを回転させた斜視図である。
【図４Ａ】図１のＡ－Ａ’線に沿って切り取った断面図である。
【図４Ｂ】図４ＡのＢ部分の拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　その他実施形態の具体的な事項は、詳細な説明および図面に含まれている。
【００３１】
　本発明の利点および特徴、そして、それらを達成する方法は、添付した図面と共に詳細
に後述する実施形態を参照すれば明確になるはずである。しかし、本発明は、以下に開示
される実施形態に限定されるものではなく、互いに異なる多様な形態で実現可能であり、
以下の説明において、ある部分が他の部分に連結されているとする時、これは、直接的に
連結されている場合のみならず、その中間に別の素子を挟んで電気的に連結されている場
合をも含む。また、図面において、本発明と関係のない部分は、本発明の説明を明確にす
るために省略し、明細書全体にわたって類似の部分については同一の図面符号を付した。
【００３２】
　以下、添付した図面を参照して、本発明について説明する。
【００３３】
　図１は、本発明の一実施形態にかかるバッテリモジュールの斜視図である。図２は、図
１に示すバッテリモジュールの分解斜視図である。図３Ａは、図１のカバーの拡大斜視図
であり、図３Ｂは、図１のカバーを回転させた斜視図である。図４Ａは、図１のＡ－Ａ’
に線に沿って切り取った断面図であり、図４Ｂは、図４ＡのＢ部分の拡大断面図である。
【００３４】
　図１から図３Ａを参照すれば、本発明の一実施形態にかかるバッテリモジュール１００
は、それぞれベント部１３を備える複数のバッテリセル１０を含む。前記バッテリセル１
０は、第１方向に整列している。カバー１２０は、前記ベント部１３を取り囲み、前記カ
バー１２０は、本体部１２１と、前記本体部１２１の少なくとも一部分に形成された収容
部１２５とを備えることができる。絶縁部材１３０は、前記カバー１２０と前記バッテリ
セル１０との間に配置される。前記絶縁部材１３０は、前記ベント部１３の領域上に対応
して配置され、前記絶縁部材１３０は、前記収容部１２５に収容される折曲部１３５を含
むことができる。
【００３５】
　複数のバッテリセル１０は、各々のバッテリセル１０のベント部１３が隣接するバッテ
リセル１０のベント部と位置調整されて、複数のベント部１３が第１方向に一列に並ぶよ
うに前記第１方向に整列される。前記カバー１２０および絶縁部材１３０は、前記ベント
部１３を取り囲むように前記第１方向に延びる。また、前記絶縁部材１３０は、前記カバ
ー１２０と密閉されるように係合する折曲部１３５を含むことができる。
【００３６】
　ここで、収容部１２５は、前記第１方向、例えば、カバー１２０の長手方向に沿ってカ
バー１２０の外部に具備でき、絶縁部材１３０の折曲部１３５が収容部１２５に収容され
る。絶縁部材１３０の折曲部１３５は、絶縁部材１３０の一部分がｚ軸方向に折り曲げら
れたものである。例えば、ベント部１３は、バッテリセル１０のキャッププレート１４に
備えられ、前記折曲部１３５は、前記キャッププレート１４から遠くなる第２方向に折り
曲げられる。前記第２方向は、前記第１方向に対して垂直な方向である。本発明の実施形
態では、収容部１２５がカバー１２０の外部に備えられることを例として説明したが、こ
れに限定されるものではなく、例えば、収容部１２５がカバー１２０の内部に備えられる
ことも可能である。
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【００３７】
　絶縁部材１３０は、ラバー、シリコーン樹脂および弾性体の中から選択される少なくと
もいずれか１つの材質からなり得る。前記絶縁部材１３０の折曲部１３５は、第１方向に
延びて形成され、前記本体部１２１と収容部１２５は、前記第１方向に延び、前記収容部
１２５は、折曲部１３５を収容する。折曲部１３５は、カバー１２０の収容部１２５にぎ
っしり満たされ収容部１２５に空き空間がないように収容することができる。
【００３８】
　前記折曲部１３５は、前記本体部１２１の側壁と収容部１２５との間に圧入結合（ｐｒ
ｅｓｓ－ｆｉｔ　ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ）されて収容される。これにより、絶縁部材１３
０とカバー１２０との気密性が確保され、バッテリセル１０から排出される気体が外部に
流出することを防止できる気密（ｇａｓ－ｔｉｇｈｔ）空間が前記カバー１２０とバッテ
リセル１０との間に形成される。また、絶縁部材１３０とカバー１２０とを予め組み立て
ることができ、バッテリモジュール１００の組立工程を単純化することができる。具体的
には、バッテリセル１０のベント部１３と絶縁部材１３０とのアライメントが容易になる
ことにより、バッテリモジュール１００の組立性を向上させることができる。
【００３９】
　図２から図４Ｂを参照すれば、前記カバー１２０の本体部１２１は、内部が前記第２方
向の反対方向に開口した六面体の形態であり、本体部１２１の開口した面がベント部１３
に向かうようにバッテリセル１０に載置される。ここで、カバー１２０の本体部１２１は
、一端に気体排出口１２７を備え、前記本体部１２１は、絶縁部材１３０と密接に接触し
、前記排出口１２７に連結される気体流路を形成する。
【００４０】
　一方、カバー１２０の本体部１２１の開口した内部には、少なくとも１つのリブ１２９
が形成される。ここで、リブ１２９は、本体部１２１の長手方向に沿って形成される。例
えば、前記本体部１２１の内部を向く面（ｉｎｗａｒｄ－ｆａｃｉｎｇ　ｓｉｄｅ）にバ
ッテリセルに向かうように形成され、第１方向に延びる少なくとも１つのリブ１２９を前
記カバー１２０は含むことができる。前記リブ１２９は、絶縁部材１３０と接触する接触
部１２９ａと、ベント部１３に対応する開口部を提供する非接触部１２９ｂとを備えるこ
とができる。前記カバー１２０は、後述する絶縁部材１３０に略対応する形態で具備され
る。
【００４１】
　カバー１２０の本体部１２１の開口した内部にリブ１２９が形成されることにより、カ
バー１２０と絶縁部材１３０との気密性をより向上させることができる。具体的には、リ
ブ１２９の非接触部１２９ｂは、後述する絶縁部材１３０の開口部１３１に対応するよう
に形成される。また、接触部１２９ａは、開口部１３１の間の絶縁部材１３０と接触し、
開口部１３１の間の絶縁部材１３０を加圧する。すなわち、リブ１２９の非接触部１２９
ｂは、ベント部１３に対応して開口した絶縁部材１３０の開口部１３１からの気体の排出
を妨げず、リブ１２９の接触部１２９ａは、開口部１３１の間の絶縁部材１３０を接触し
て加圧することで、カバー１２０と絶縁部材１３０との気密性を向上させることができる
。
【００４２】
　一方、絶縁部材１３０は、カバー１２０とバッテリセル１０との間に備えられ、前記カ
バー１２０を密閉するように係合する（ｓｅａｌａｂｌｙ　ｅｎｇａｇｅ）折曲部１３５
を備えることができる。バッテリセル１０のベント部１３は、キャッププレート１４に具
備され、前記絶縁部材１３０は、前記キャッププレート１４と密着することができる。絶
縁部材１３０の折曲部１３５は、カバー１２０の収容部１２５に収容され、折曲部１３５
以外の絶縁部材１３０の残りの部分は、リブ１２９の接触部１２９ａによって加圧されな
がら接触する。このように、絶縁部材１３０を覆うカバー１２０は、絶縁部材１３０と密
に接触し、気体流路の気密性を維持することができる。また、絶縁部材１３０は、バッテ
リセル１０のベント部１３に対応する部分に開口部１３１を備え、リブ１２９も、ベント
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部１３に対応して開口した非接触部１２９ｂを備えるので、絶縁部材１３０はバッテリセ
ル１０からの気体の排出を妨げない。
【００４３】
　本発明の実施形態にかかり、絶縁部材１３０とカバー１２０との気密性を確保すること
により、バッテリセル１０から排出される気体が外部に流出することを防止することがで
きる。また、絶縁部材１３０とカバー１２０とを予め組み立てることができ、バッテリモ
ジュール１００の組立工程を単純化することができる。
【００４４】
　具体的には、バッテリセル１０のベント部１３と絶縁部材１３０とのアライメントが容
易になることにより、バッテリモジュール１００の組立性を向上させることができる。
【００４５】
　バッテリセル１０は、充放電が進むほど、極板および電解液の副生成物として気体が発
生することがあり、このような気体は、ベント部１３を介して排出される。前記気体は、
カバー１２０に備えられた排出口１２７を介して外部に排出されるが、この時、前記排出
口１２７は、隣接するバッテリモジュール１００に影響を及ぼさないようにＴ字状に左側
および右側が開口した形態であってもよい。ただし、前記排出口１２７の形態はこれに限
定されるものではない。
【００４６】
　前記絶縁部材１３０は、前記バッテリセル１０から隣接するバッテリセル１０へ延びた
一体型に形成できる。通常、バッテリセルは、充放電が進むにつれて熱を発生させる。こ
の時、複数のバッテリセルは、周辺に高熱を放出することがある。このため、前記バッテ
リセルに装着された絶縁部材が耐熱性材質ではない場合には、前記絶縁部材が熱によって
溶ける可能性がある。このようにして、絶縁部材が溶けた場合には、前記絶縁部材とカバ
ーとの間の密閉性が低下し、気体が漏洩し得る。したがって、前記絶縁部材は、耐熱性材
質で、気体の漏洩を防止可能なガスケットであってもよい。
【００４７】
　前記バッテリセル１０の外装ケースは、金属で形成され、カバー１２０は、プラスチッ
ク樹脂で形成される。バッテリセル１０とカバー１２０とが互いに直接接触する場合、前
記バッテリセル１０とカバー１２０は、異種の材質で形成されているので、接合は容易で
はなく、接合が脆弱な部分では気体が漏洩し得る。これを防止する目的で、バッテリセル
１０とカバー１２０との間には、ガスケットなどのような絶縁部材１３０が備えられるこ
とが好ましく、前記ガスケットによりバッテリセル１０とカバー１２０との間の気密性を
容易に維持することができる。
【００４８】
　絶縁部材１３０が一体型に形成された場合には、複数のバッテリセル１０の複数のベン
ト部１３を一度に密閉することができ、この時、前記絶縁部材１３０には、前記ベント部
１３に対応して複数の開口部１３１が具備される。例えば、各々の開口部１３１は、前記
ベント部１３の１つずつに対応するように具備される。
【００４９】
　各々のバッテリセル１０は、開口領域を備える電池ケースと、前記開口領域を密閉する
キャッププレート１４とを含むことができる。前記電池ケースは、正極板および負極板、
これら極板の間に介在するセパレータからなる電極組立体と、電解液とを収容することが
できる。前記キャッププレート１４の両端には、正極板に連結される正極端子１１、負極
板に連結される負極端子１２が外部に突出した形態で備えられている。前記電極組立体を
構成する正極板および負極板は、電解液と反応してエネルギーを発生させ、前記エネルギ
ーは、正極端子１１および負極端子１２を介して外部に伝達される。
【００５０】
　また、キャッププレート１４の正極端子１１および負極端子１２の間に備えられたベン
ト部１３は、バッテリセル１０の内部で発生した気体の圧力が所定以上の場合、気体がバ
ッテリセル１０から排出される通路の役割を果たすことができる。したがって、ベント部
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１３は、バッテリセル１０が内圧によって破損することを防止する。
【００５１】
　本実施形態にかかるバッテリセル１０は、複数個が第１方向に整列されて具備される。
この時、バッテリセル１０の広い面が互いに対向するように並んで整列される。前記複数
のバッテリセル１０の中心部には、ベント部１３が備えられており、前記ベント部１３は
、整列されたバッテリセル１０に沿って略一線上に配置される。隣り合う２つのバッテリ
セル１０の正極端子１１および負極端子１２は、金属で形成されたバスバー（ｂｕｓ－ｂ
ａｒ）（図示せず）を介して電気的に連結される。
【００５２】
　ハウジング１１０は、第１方向に互いに空間的に離隔するように備えられる一対のエン
ドプレート１１１と、前記一対のエンドプレート１１１を連結する複数の連結部材とを含
んでもよい。前記連結部材は、エンドプレート１１１の側面を連結するサイドブラケット
（ｂｒａｋｅｔ）１１２と、前記エンドプレート１１１の底面を連結するボトムブラケッ
ト１１３とを含んでもよい。前記一対のエンドプレート１１１の間に、複数のバッテリセ
ル１０を収容することができる。
【００５３】
　一対のエンドプレート１１１は、最外郭のバッテリセル１０とそれぞれ面接触するよう
に備えられ、複数のバッテリセル１０を内側に加圧する。また、サイドブラケット１１２
は、一対のエンドプレート１１１の一端および他端に連結され、前記複数のバッテリセル
１０の両側面を支持することができる。この時、バッテリセル１０の底面は、ボトムブラ
ケット１１３によって支持され、前記ボトムブラケット１１３の両端は一対のエンドプレ
ート１１１に連結される。
【００５４】
　また、前記エンドプレート１１１、サイドブラケット１１２およびボトムブラケット１
１３によって支持される複数のバッテリセル１０は、その内部で正極端子１１および負極
端子１２が交互に配置されるように整列でき、このように配置された場合には、バスバー
を用いて直列に連結できる。前記バッテリセル１０の連結構造および個数は、バッテリモ
ジュール１００の設計に応じて多様に変形可能である。
【００５５】
　バリア１１５は、隣り合うバッテリセル１０の間に位置することができる。前記バリア
１１５にはスペーサ（図示せず）が備えられ、隣り合うバッテリセル１０を互いに離隔す
ることができ、このため、バッテリセル１０の間に空間を形成することができる。
【００５６】
　前述したように、本発明のバッテリモジュールは、複数のバッテリセルで発生する気体
を効率的に排出するように気体通路または排出口を備える。本発明の実施形態によれば、
作業工程を単純化することができ、かつ複数のバッテリセルで発生する気体に対する気密
性を確保し、バッテリセルから排出される気体が外部に流出することを防止可能なバッテ
リモジュールを提供することができる。
【００５７】
　また、本発明によれば、絶縁部材とカバーとを予め組み立てることにより、組立工程を
単純化できるバッテリモジュールを提供することができる。したがって、前記カバーおよ
び絶縁部材は、予め組み立てられたユニット（ｐｒｅ－ａｓｓｅｍｂｌｅｄ　ｕｎｉｔ）
であってもよい。
【００５８】
　さらに、ベント部と絶縁部材とのアライメントが容易になることにより、バッテリモジ
ュールの組立性を向上させることができる。
【００５９】
　本実施形態にかかるバッテリセルは、リチウムイオン二次電池で角形であるものを例と
して説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、本発明は、リチウムポリマー
電池または円筒形電池などの多様な形態の電池にも適用可能である。
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【００６０】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００６１】
　１０：バッテリセル
　１１：正極端子
　１２：負極端子
　１３：ベント部
　１４：キャッププレート
　１００：バッテリモジュール
　１１０：ハウジング
　１１１：エンドプレート
　１１２：サイドブラケット
　１１３：ボトムブラケット
　１１５：バリア
　１２０：カバー
　１２１：本体部
　１２５：収容部
　１２７：排出口
　１２９：リブ
　１２９ａ：接触部
　１２９ｂ：非接触部
　１３０：絶縁部材
　１３１：開口部
　１３５：折曲部
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