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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のバッテリーセルの間に取り付けられ、前記複数のバッテリーセルの充電中及び放
電中に前記複数のバッテリーセルから発生する熱を除去する冷却部材において、
　プレート形状の冷却フィンと、
　クーラントが流通する中空構造を有するように構成されたクーラント導管と、を備えて
おり、
　前記冷却フィンは、該冷却フィンが前記複数のバッテリーセルの各々の間に配置された
状態で前記バッテリーセルの外面に密接して配置された２つのバッテリーセル接触部分が
、水平方向（横方向）に連続して形成される構造を有するように構成されており、
　前記クーラント導管は、前記冷却フィンに熱的に接触しており、
　前記クーラント導管は、前記冷却フィンが前記複数のバッテリーセルの間に配置された
ときに前記複数のバッテリーセルの各々の電極集合体受容部の外側に位置し、
　前記冷却フィンが熱伝導性シートで形成され、
　前記クーラント導管は、前記バッテリーセル接触部分の外縁の形状に対応させるために
前記クーラント導管の少なくとも一部分が曲げられるように構成され、
　前記冷却フィンには、バッテリーモジュールケース又はバッテリーセル取付フレームに
結合されるように構成された１つ以上の凹状の結合部が設けられている
ことを特徴とする冷却部材。
【請求項２】
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　前記複数のバッテリーセルはそれぞれプレート形状の二次バッテリーであることを特徴
とする、請求項１に記載の冷却部材。
【請求項３】
　前記プレート形状の二次バッテリーは、カソード／セパレータ／アノード構造の電極集
合体がバッテリーケースの中に取り付けられて前記バッテリーケースが樹脂層及び金属層
を備える積層シートで形成された構造を有するように構成されたパウチ形状のバッテリー
セルであることを特徴とする、請求項２に記載の冷却部材。
【請求項４】
　前記冷却フィンが金属シートで形成されていることを特徴とする、請求項１に記載の冷
却部材。
【請求項５】
　前記冷却フィンは、一対の金属シートが互いに結合される構造を有するように構成され
ていることを特徴とする、請求項４に記載の冷却部材。
【請求項６】
　前記クーラント導管が耐食性材料で形成されていることを特徴とする、請求項１に記載
の冷却部材。
【請求項７】
　前記複数のバッテリーセルの各々の前記電極集合体受容部が平面視において四角形状に
形成されているときに、前記クーラント導管は、平面視において前記バッテリーセル接触
部分の外縁に対応する「コ字」の形に屈曲されていることを特徴とする、請求項１に記載
の冷却部材。
【請求項８】
　前記複数のバッテリーセルの各々の前記電極集合体受容部が平面視において四角形状に
形成されているときに、前記クーラント導管は、平面視において前記バッテリーセル接触
部分の間に延在する「直角Ｓ字」の形に屈曲されていることを特徴とする、請求項１に記
載の冷却部材。
【請求項９】
　前記クーラント導管は、前記電極集合体受容部の外縁に密接して配置されるように屈曲
されていることを特徴とする、請求項７又は８に記載の冷却部材。
【請求項１０】
　前記クーラント導管は、前記クーラント導管のクーラント入口及びクーラント出口が前
記冷却フィンの片側に並んで形成されるか、或いは、前記冷却フィンの相対する両側に形
成されるように構成されていることを特徴とする、請求項８に記載の冷却部材。
【請求項１１】
　前記クーラント導管は、炎によって前記冷却フィンに結合されていることを特徴とする
、請求項１に記載の冷却部材。
【請求項１２】
　前記冷却フィンは、一対の金属シートが互いに結合された構造を持つように構成されて
おり、前記クーラント導管は、前記クーラント導管が前記金属シートの間に配置された状
態で前記冷却フィンに結合されていることを特徴とする、請求項１に記載の冷却部材。
【請求項１３】
　前記凹状の結合部は前記バッテリーセル接触部分の間に形成されていることを特徴とす
る、請求項１に記載の冷却部材。
【請求項１４】
　前記クーラントが水であることを特徴とする、請求項１に記載の冷却部材。
【請求項１５】
　２つ以上のバッテリーセルが水平方向（横方向）に配置されていると共に、１つ以上の
バッテリーセルが、前記水平方向に配置された前記バッテリーセルに対する垂直方向（厚
さ方向）に配置されている構造を有するように構成されたバッテリーモジュールにおいて
、
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　請求項１に係る冷却部材は、前記垂直方向に配置された前記バッテリーセルの間に配置
されていることを特徴とするバッテリーモジュール。
【請求項１６】
　前記水平方向に配置された複数の前記バッテリーセルはフレーム部材に取り付けられ、
前記冷却部材には、前記フレーム部材に結合させるための１つ以上の凹状の結合部が設け
られ、前記フレーム部材には、前記凹状の結合部に対応する１つ以上の凸状の結合部が設
けられていることを特徴とする、請求項１５に記載のバッテリーモジュール。
【請求項１７】
　クーラント導管は、前記クーラント導管のクーラント入口及びクーラント出口が複数の
前記バッテリーセルの各々の電極端子に対応する領域に形成されるように構成されている
ことを特徴とする、請求項１６に記載のバッテリーモジュール。
【請求項１８】
　クーラント導管は、前記クーラント導管のクーラント入口及びクーラント出口が複数の
前記バッテリーセルの各々の電極端子に相対する領域に形成されるように構成されている
ことを特徴とする、請求項１６に記載のバッテリーモジュール。
【請求項１９】
　前記バッテリーモジュールは、電気自動車、ハイブリッド電気自動車、及びプラグイン
ハイブリッド電気自動車、又は電力貯蔵機器に用いられることを特徴とする、請求項１５
に記載のバッテリーモジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規な構造の冷却部材、及びその冷却部材を備えるバッテリーモジュールに
関するものであり、より具体的には、複数のバッテリーセルの間に取り付けられ、前記複
数のバッテリーセルの充電中及び放電中に前記複数のバッテリーセルから発生する熱を除
去する冷却部材において、プレート形状の冷却フィンと、クーラントが流通する中空構造
を有するように構成されたクーラント導管と、を備えており、前記冷却フィンは、該冷却
フィンが前記複数のバッテリーセルの各々の間に配置された状態で前記バッテリーセルの
外面に密接して配置された２つのバッテリーセル接触部分が、水平方向（横方向）に連続
して形成される構造を有するように構成されており、前記クーラント導管は、前記冷却フ
ィンに熱的に接触しており、前記クーラント導管は、前記冷却フィンが前記複数のバッテ
リーセルの間に配置されたときに前記複数のバッテリーセルの各々の電極集合体受容部の
外側に位置する、冷却部材、及びその冷却部材を備えるバッテリーモジュールに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、充電及び放電させることができる二次バッテリーが、無線携帯機器用のエネルギ
ー源として幅広く使用されている。また、二次バッテリーは、例えば化石燃料を使用する
従来のガソリン車及びディーゼル車に起因する大気汚染の問題を解決するため開発された
電気自動車（ＥＶ）、ハイブリッド電気自動車（ＨＥＶ）、及びプラグインハイブリッド
電気自動車（ｐｌｕｇ-ｉｎ　ＨＥＶ）のための電源としてかなり注目されている。
【０００３】
　小型の携帯機器は、それぞれの機器ごとに１つ又は複数のバッテリーセルを使用する。
一方、例えば自動車等の中型又は大型の機器には高出力および大容量が必要であるため、
中型又は大型の機器は、互いに接続された複数のバッテリーセルを有する中型又は大型の
バッテリーモジュールを使用する。
【０００４】
　好ましくは、中型又は大型のバッテリーモジュールは、できる限り小型で軽量となるよ
うに製造される。したがって、通常、高集積度で積み重ねられて容量に対する重量の比率
が小さくなるプリズムバッテリーやパウチ形状のバッテリーが、中型又は大型のバッテリ
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ーモジュールのバッテリーセルとして使用される。特に、現在、シース部材としてアルミ
ニウム製の積層シートを使用するパウチ形状のバッテリー大きな関心が集まっており、こ
れは、前記パウチ形状のバッテリーは軽量であり、前記パウチ形状のバッテリーの製造コ
ストは安く、且つ、前記パウチ形状のバッテリーの形状を変更するのが容易であるからで
ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような中型又は大型のバッテリーモジュールを構成する複数のバッテリーセルは、
充電及び放電させることができる二次バッテリーである。それ故に、バッテリーの充電中
及び放電中に、大量の熱が高出力及び大容量の二次バッテリーから発生される。特に、バ
ッテリーモジュールにおいて広く使用される各パウチ形状のバッテリーの積層シートは、
その表面が低熱伝導性を示すポリマー材料でコーティングされており、その結果、複数の
バッテリーセルの全体的な温度を効果的に低減させるのが困難である。
【０００６】
　バッテリーモジュールの充電中及び放電中にバッテリーモジュールから発生される熱が
バッテリーモジュールから効果的に除去されない場合、熱がバッテリーモジュールの中で
蓄積し、その結果、バッテリーモジュールの劣化が早められる。場合によっては、バッテ
リーモジュールが発火したり破裂したりする可能性がある。したがって、複数の中型又は
大型のバッテリーモジュールを備える高出力で大容量のバッテリーである、自動車用の中
型又は大型のバッテリーパックには、バッテリーパックに内蔵された複数バッテリーセル
を冷却するために冷却システムが必要である。
【０００７】
　中型又は大型のバッテリーパックに内蔵された各バッテリーモジュールは、一般に、複
数のバッテリーセルを高集積度で積み重ねることによって製造される。この場合、複数の
バッテリーセルは、バッテリーセルの充電中及び放電中に発生する熱が除去されるように
複数のバッテリーセルが所定の間隔をおいて配置された状態で積み重ねられる。例えば、
複数のバッテリーセルは、追加部材を使用せずに複数のバッテリーセルが所定の間隔をお
いて配置された状態で順次積み重ねられてもよい。あるいは、バッテリーセルの機械的強
度が低い場合には、１つ以上のバッテリーセルがバッテリーカートリッジの中に組み込ま
れてユニットモジュールを構成し、そして、複数のユニットモジュールが積み重ねられて
バッテリーモジュールを構成する。バッテリーカートリッジはバッテリーセルの機械的強
度を増大させるが、バッテリーカートリッジはバッテリーモジュールの全体の大きさも増
大させる。
【０００８】
　また、クーラントチャネルは、積み重ねられた複数のバッテリーセルの間に、或いは、
積み重ねられた複数のバッテリーモジュールの間に蓄積する熱が効果的に除去されるよう
に、積み重ねられた複数のバッテリーセルの間に、或いは、積み重ねられた複数のバッテ
リーモジュールの間に形成される。
【０００９】
　特に、冷却構造が水冷式の冷却システムに基づいている場合には、複数のクーラントチ
ャネルが複数のバッテリーセルの間に、或いは、複数のバッテリーモジュールの間に形成
され、その結果、冷却構造を設計するのが非常に困難である。また、冷却部材または熱伝
導部材がバッテリーパックの特定の範囲に取り付けられて冷却構造を構成する場合、バッ
テリーパックの全体の大きさが増大する。
【００１０】
　この場合に関連して、図１に示されたような構造を有する冷却部材１０は、バッテリー
モジュールの複数のバッテリーセルの間に配置された水冷式の冷却部材と見なすことがで
きる。具体的には、図１の冷却部材１０は、一対の金属シート２０を備える。金属シート
２０の外縁３０は、複数のクーラントチャネル２５が金属シート２０の内側で連続して形
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成される状態で封止される。
【００１１】
　しかしながら、冷却部材１０の機械的強度は構造的に低くなく、その結果、複数のバッ
テリーセルの厚さが複数のバッテリーセルの積み重ね方向に大きくなると、複数のバッテ
リーセルに密接するように形成された複数のクーラントチャネル２５が詰まったり、冷却
部材１０の封止部分が互いに分離されたりする可能性がある。その結果、クーラントの密
封性、及び冷却効果が低下される。
【００１２】
　また、冷却部材１０全体が耐食性を有する必要があり、その結果、冷却部材１０の製造
コストが増大される。さらに、各バッテリーセルの間に配置された冷却部材１０に備えら
れたクーラントチャネル２５は、クーラント入口およびクーラント出口を有しており、そ
の結果、冷却部材１０の構造が複雑である。
【００１３】
　それ故に、クーラントの漏れを効果的に防止し、長期間に亘って耐久的な信頼性を保証
し、簡単な工程及び低コストで製造することができる冷却部材と、その冷却部材を使用す
る安全性に優れたバッテリーモジュールが強く求められている。
【００１４】
　したがって、本発明は上記した問題を解決しようとするものであり、本発明の目的は、
クーラント導管が冷却フィンの外面に結合された構造を有するように構成された冷却部材
を提供することである。
【００１５】
　本発明の他の目的は、クーラント導管が、２つ以上の電極集合体接触部分の外縁に対応
する電極集合体受容部の外縁に沿って配置され、それにより、製造コストが削減されると
共にクーラントの漏れが防止されながら製造効率が向上する構造を有するように構成され
たバッテリー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】
【００１６】
　本発明の一態様に従って、冷却部材を提供することにより、上記及び他の目的を達成す
ることができ、前記冷却部材は、複数のバッテリーセルの間に取り付けられ、前記複数の
バッテリーセルの充電中及び放電中に前記複数のバッテリーセルから発生する熱を除去す
る冷却部材において、プレート形状の冷却フィンと、クーラントが流通する中空構造を有
するように構成されたクーラント導管と、を備えており、前記冷却フィンは、該冷却フィ
ンが前記複数のバッテリーセルの各々の間に配置された状態で前記バッテリーセルの外面
に密接して配置された２つのバッテリーセル接触部分が、水平方向（横方向）に連続して
形成される構造を有するように構成されており、前記クーラント導管は、前記冷却フィン
に熱的に接触しており、前記クーラント導管は、前記冷却フィンが前記複数のバッテリー
セルの間に配置されたときに前記複数のバッテリーセルの各々の電極集合体受容部の外側
に位置する、ことを特徴としている。
【００１７】
　前記クーラント導管は、前記電極集合体受容部の外面に沿って前記冷却フィンに嵌合さ
れる。その結果、上記のとおり、クーラントの漏れを効果的に防止することができる。ま
た、前記複数のバッテリーセルの積み重ねに起因してクーラント導管が詰まったり損傷し
たりすることを防止することができる。さらに、冷却部材を使用している間、冷却部材の
形状を保持することができ、これにより、高い冷却設計の信頼性が得られる。
【００１８】
　また、クーラントに対する耐食性は、前記クーラント導管に対してのみ求められる。つ
まり、前記冷却フィンを耐食性素材で作る必要は無い。その結果、冷却部材の製造コスト
が削減される。
【００１９】
　また、冷却部材は、水平方向に並べて配置された前記複数のバッテリーセルの間に配置
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されている。そのため、クーラント導管は、様々な形で曲げられると共に冷却フィンに嵌
合される。その結果、クーラント入口及びクーラント出口の数は大幅に少なくなり、それ
により、前記バッテリーモジュールは当該バッテリーモジュールが非常に小型の構造とな
るように製造されると共に、冷却部材の組み立て工程の効率が向上する。
【００２０】
　好ましくは、前記複数のバッテリーセルはそれぞれプレート形状の二次バッテリーであ
り、このバッテリーセルは、前記複数のバッテリーセルが積み重ねられて前記バッテリー
モジュールを構成するときに前記バッテリーモジュールの全体の大きさが最小限に抑えら
れるように、小さい厚さと比較的大きい幅及び長さとを持っている。プレート形状の二次
バッテリーの好適な例としては、プリズムバッテリーセルやパウチ形状のバッテリーセル
を挙げることができる。好ましくは、プレート形状の二次バッテリーは、カソード／セパ
レータ／アノード構造の電極集合体がバッテリーケースに形成された電極集合体受容部の
中に取り付けられ、前記バッテリーケースが樹脂層及び金属層を備える積層シートで形成
された構造を有するように構成されるパウチ形状のバッテリーセルであり、熱溶接によっ
て封止された封止部分（外縁の封止部分）が前記電極集合体受容部の外縁において形成さ
れている。
【００２１】
　前記冷却フィンの材料は、前記冷却フィンが高い熱伝導性を示す材料で形成されて冷却
性能が向上する限り、特に限定されない。例えば、冷却フィンは、高い熱伝導性を示す金
属材料で形成してもよい。
【００２２】
　前記冷却フィンは、好ましくは、一対の金属シートが互いに結合される構造を有するよ
うに構成されている。
【００２３】
　前記クーラント導管は耐食性材料で形成されている。その結果、前記クーランドが前記
クーラント導管内を流通するときに前記クーラント導管が前記クーラントによって腐食さ
れることが防止される。
【００２４】
　好適な例では、前記クーラント導管は、前記バッテリーセル接触部分の外縁の形状に対
応させるために前記クーラント導管の少なくとも一部分が曲げられるように構成されてい
てもよい。したがって、前記冷却部材が前記複数のバッテリーセルの間に配置されたとき
、前記クーラント導管の少なくとも一部分が前記バッテリーセル接触部分に隣接して位置
付けられ、それにより、冷却性能が向上する。また、水平方向に並べて配置された２つ以
上のバッテリーセルに対して、クーラント導管を使用する前記冷却部材を設計することが
可能であり、それにより、簡単な製造工程でより小型の構造を持つバッテリーモジュール
を容易に製造することができる。
【００２５】
　上記した構造において、前記クーラント導管は、前記複数のバッテリーセルの各々の前
記電極集合体受容部の形状に対応させるために様々に形成され得る。例えば、前記複数の
バッテリーセルの各々の前記電極集合体受容部が平面視において四角形状に形成されてい
る場合、（ｉ）前記クーラント導管は、平面視において前記バッテリーセル接触部分の外
縁に対応する「コ字」の形に屈曲されてもよく、或いは、（ｉｉ）前記クーラント導管は
、平面視において前記バッテリーセル接触部分の間に延在する「直角Ｓ字」の形に屈曲さ
れてもよい。
【００２６】
　好ましくは、前記クーラント導管は、前記電極集合体受容部の外縁に密接して配置され
るように屈曲されている。
【００２７】
　この構造において、前記クーラント導管は、前記冷却部材が前記複数のバッテリーセル
の間に配置されたときに前記電極集合体受容部の外縁に密接して配置させることができ、
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それにより、熱伝導による熱散逸が最大化される。また、前記冷却部材は、前記電極集合
体受容部の外縁に沿って屈曲された前記クーラント導管によって効果的に固定され、それ
により、前記複数のバッテリーセルの支持力が増加する。その結果、前記複数のバッテリ
ーセルを固定するのに追加の部材を使用する必要が無く、或いは、そのような追加の部材
の使用を最小限に抑えることができる。
【００２８】
　前記クーラント導管は、例えば、前記クーラント導管のクーラント入口及びクーラント
出口が前記冷却フィンの片側に並んで形成されるか、或いは、前記冷却フィンの相対する
両側に形成されるように構成されてもよい。
【００２９】
　前記クーラント導管のクーラント入口及びクーラント出口が前記冷却フィンの片側に並
んで形成される構造の一例としては、前記クーラント導管が平面視において前記バッテリ
ーセル接触部分の外縁に対応する「コ字」の形に屈曲されている構造がある。また、前記
クーラント導管のクーラント入口及びクーラント出口が前記冷却フィンの相対する両側に
形成される構造の一例としては、前記クーラント導管が平面視において「直角Ｓ字」の形
に屈曲されている構造がある。
【００３０】
　その一方で、前記クーラント導管のクーラント入口及びクーラント出口が前記冷却フィ
ンの相対する両側に形成される構造において、前記クーラント導管は、前記電極集合体受
容部の三辺に沿って延在する。その結果、前記クーラント導管のクーラント入口及びクー
ラント出口が前記冷却フィンの相対する両側に形成される構造は、前記クーラント導管の
クーラント入口及びクーラント出口が前記冷却フィンの片側に並んで形成される構造より
も高い冷却性能をもたらす。
【００３１】
　前記クーラント導管は、溶接によって、好ましくは炎によって、前記冷却フィンに結合
されてもよい。
【００３２】
　他の好適な例としては、前記冷却フィンは、一対の金属シートが互いに結合された構造
を持つように構成されてもよく、前記クーラント導管は、前記クーラント導管が前記金属
シートの間に配置された状態で前記冷却フィンに結合されてもよい。
【００３３】
　上記した構造を有する冷却部材では、耐食性材料で形成された前記クーラント導管は、
前記冷却フィンに結合されており、それにより、前記クーラントの漏れの問題を最小限に
抑えながら前記冷却部材をより小型にできるように前記冷却部材を構成することができる
。
【００３４】
　その一方で、前記冷却フィンには、バッテリーモジュールケース又はバッテリーセル取
付フレームに結合されるように構成された１つ以上の凹状の結合部が設けられていてもよ
い。好ましくは、前記凹状の結合部は前記バッテリーセル接触部分の間に形成されている
。その結果、前記冷却部材を固定するための追加の部材を使用することなく、前記冷却部
材を前記バッテリーモジュール又は前記バッテリーセルに容易に取り付けることができる
。
【００３５】
　その一方で、前記クーラントは、前記クーラントが前記クーラント導管の中を容易に流
通すると共に高い冷却性能を示す限り、特に限定されない。例えば、前記クーラントは、
高い潜熱を封じ込めることができる水であってもよく、それにより、冷却性能が最大限に
高められる。
【００３６】
　本発明の別態様に従って、２つ以上のバッテリーセルが水平方向（横方向）に配置され
ていると共に、１つ以上のバッテリーセルが前記バッテリーセルに対する垂直方向（厚さ
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方向）に配置されている構造を有するように構成されたバッテリーモジュールにおいて、
上述した構成を有する前記冷却部材が、前記垂直方向に配置された前記バッテリーセルの
間に配置されている、バッテリーモジュールが提供されている。
【００３７】
　したがって、本発明に係るバッテリーモジュールでは、冷却フィン及び前記冷却部材の
クーラント導管を設けることによって設計信頼性および冷却性能を大幅に向上させること
ができ、且つ、前記バッテリーモジュールが小型の構造となるようなバッテリーモジュー
ルを構成することができる。
【００３８】
　好適な例では、前記水平方向に配置された複数の前記バッテリーセルはフレーム部材に
取り付けられてもよく、前記冷却部材には、前記フレーム部材に結合させるための１つ以
上の凹状の結合部が設けられてもよく、前記フレーム部材には、前記凹状の結合部に対応
する１つ以上の凸状の結合部が設けられてもよい。その結果、前記冷却部材及び前記フレ
ーム部材は、前記凹状の結合部と前記凸状の結合部とを嵌合させることにより互いに機械
的に結合させることができる。
【００３９】
　クーラント導管は、前記クーラント導管のクーラント入口及びクーラント出口が、好ま
しくは複数の前記バッテリーセルの各々の電極端子に対応する領域に形成されるように構
成されてもよい。その結果、多量の熱が発生する複数の前記バッテリーセルの各々の領域
である電極端子に対して冷却性能を最大限に高めることができる。
【００４０】
　場合によっては、前記クーラント入口及び前記クーラント出口が複数の前記バッテリー
セルの各々の電極リードを構造的に妨げないように、クーラント導管は、前記クーラント
導管のクーラント入口及びクーラント出口が複数の前記バッテリーセルの各々の電極端子
に相対する領域に形成されるように構成されてもよい。
【００４１】
　本発明に係るバッテリーモジュールは、高出力及び大容量を提供するために複数のバッ
テリーセルを備えている。その結果、前記バッテリーモジュールは、電気自動車、ハイブ
リッド電気自動車、プラグインハイブリット電気自動車、又は電力貯蔵機器のための電源
であって、複数の前記バッテリーセルの充電中及び放電中に発生する高温の熱が重大な安
全上の懸念である電源として使用される。
【００４２】
　本発明の上記及び他の目的、特徴、並びに他の効果は、添付図面と併用される下記の詳
細な説明により、より明らかに理解されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】図１は冷却部材の例を示す典型的な図である。
【図２】図２はプレート形状のバッテリーセルの例を示す透視図である。
【図３】図３は本発明の実施形態に係る冷却部材を示す典型的な図である。
【図４】図４は図３に示す冷却部材の分解図である。
【図５】図５は図３に示す冷却部材の平面図である。
【図６】図６は本発明の別の実施形態に係る冷却部材を示す平面図である。
【図７】図７は前記冷却部材が複数のバッテリーセルの間に配置されていることを示す分
解図である。
【図８】図８は本発明の実施形態に係るバッテリーモジュールを示す典型的な図である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態を詳細に説明する。しかしなが
ら、本発明の範囲は図示の実施形態に限定されないことに留意すべきである。
【００４５】



(9) JP 5782113 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

　図２は本発明に係るバッテリーモジュールに内蔵されたプレート形状のバッテリーセル
の例を典型的に示した透視図である。
【００４６】
　図２を参照すると、プレート形状のバッテリーセル１００は、２つの電極リード１１０
、１２０が、該電極リード１１０、１２０が互いに反対側に位置するような状態で、バッ
テリーケース１３０の上端及び下端から突出する構造を有するように構成されている。
【００４７】
　バッテリーケース１３０は、金属層及び樹脂層を備える積層シートで形成されている。
バッテリーケース１３０は、上ケース及び下ケースを備えている。カソード／セパレータ
／アノード構造の電極集合体（図示しない）は、バッテリーケース１３０に形成された電
極集合体受容部１４０の中に取り付けられ、電極集合体受容部１４０の側部１５０ｂ、上
端１５０ａ、及び下端１５０ｃは熱溶接によって封止されて封止部分を形成している。こ
のようにしてバッテリーセル１００は製造される。
【００４８】
　電極リード１１０、１２０は上端１５０ａ及び下端１５０ｃからそれぞれ突出している
。したがって、バッテリーケース１３０の上ケース及び下ケースの上端１５０ａ及び下端
１５０ｃは、電極リード１１０、１２０の厚さ、並びに電極リード１１０、１２０とバッ
テリーケース１３０との素材の違いを考慮して、バッテリーケース１３０の密閉性を増大
させるために、フィルム形の封止部材１６０を電極リード１１０、１２０とバッテリーケ
ース１３０との間に介在させた状態で互いに熱溶接される。
【００４９】
　図３は、本発明の実施形態に係る冷却部材を典型的に示す斜視図であり、図４は、図３
の冷却部材を典型的に示す分解図であり、図５は、図３の冷却部材を典型的に示す平面図
である。
【００５０】
　図２と併せてこれらの図面を参照すると、冷却部材２００は、金属材料からなるプレー
ト形状の冷却フィン２１０と、複数のバッテリーセル１００の各々の電極集合体受容部の
外縁１５０に位置すると共にクーラントが流通する中空構造を有するように構成されたク
ーラント導管２２０と、を備えている。
【００５１】
　冷却フィン２１０は、冷却フィン２１０が各バッテリーセル１００の間に配置されてい
る状態でバッテリーセルの外面に密接して配置された２つのバッテリーセル接触部分２１
５が水平方向に連続して形成された構造を有するように構成されている。また、冷却フィ
ン２１０には、４つの凹状の結合部２５０が設けられており、これらの凹状の結合部２５
０は、凹状の結合部２５０をバッテリーセル取付フレーム（図示しない）に結合させるこ
とができるように前記バッテリーセル接触部分２１５の間に形成されている。その結果、
冷却部材をバッテリーセルに容易に取り付けることができる。
【００５２】
　また、クーラント導管２２０は、耐食性を示す材料からなり、それにより、クーラント
の漏れに起因するクーラント導管２２０の損傷を最小限に抑えることが可能である。
【００５３】
　図６は、本発明の別の実施形態に係る冷却部材を典型的に示す平面図である。
【００５４】
　冷却部材２００のクーラント導管２６０は、バッテリーセル接触部分２１５の外縁の形
状に対応する「直角Ｓ字」の形で屈曲されていると共に、冷却フィン２１０に嵌合してい
る。その結果、クーラント導管２６０は、複数のバッテリーセルのそれぞれの電極集合体
受容部の三辺に沿って延在しており、それにより、図５の構造の場合よりも高い冷却効果
がもたらされる。
【００５５】
　冷却部材の他の構成要素は、図３の冷却部材のそれらと同一に構成されており、したが
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って、その詳細な説明は省略する。
【００５６】
　図７は、冷却部材が複数のバッテリーセルの間に配置されることを示す分解図である。
【００５７】
　図２及び３と共に図７を参照すると、冷却部材２００は複数のバッテリーセルの間に配
置されている。
【００５８】
　冷却部材２００の冷却フィン２１０は、一対の金属シート２１１、２１２を溶接２１３
によって結合することによって構成されている。クーラント導管２２０は、バッテリーセ
ル接触部分２１５の外縁の形状に対応する「コ字」の形で屈曲されていると共に、冷却フ
ィン２１０に嵌合している。その結果、複数のバッテリーセルを積み重ねることに起因し
てクーラント導管２２０が詰まったり損傷したりすることを防止することが可能である。
また、クーラント入口及びクーラント出口の数は、バッテリーセルの数と比べて少なく、
これにより、冷却部材の組み立て工程の効率が向上する。
【００５９】
　図８は、本発明の実施形態に係るバッテリーモジュールを示した典型的な図である。
【００６０】
　図３及び７と共に図８を参照すると、バッテリーモジュール３００は、複数のバッテリ
ーセル１００と、各バッテリーセル１００の電極集合体受容部１４０が互いに隣接するよ
うに垂直に配置された複数のバッテリーケース３１０と、各バッテリーセル１００の間の
界面に配置された複数の冷却部材２００と、を備えている。
【００６１】
　各バッテリーセルの間に配置された複数の冷却部材２００のそれぞれのクーラント入口
２３０及びクーラント出口２４０は、同じ方向に向けられている。その結果、クーラント
の導入及び排出のための配管設計を容易に達成することができ、且つ、バッテリーモジュ
ールの総体積を最小化することができる。
【００６２】
　また、複数のバッテリーセル１００は、複数のバッテリーセル１００がフレーム部材（
図示しない）の中に取り付けられた状態で配置されており、フレーム部材には、冷却部材
２００の凹状の結合部２５０に対応する複数の凸状の結合部（図示しない）が設けられて
いる。その結果、冷却部材２００とフレーム部材（図示しない）は、互いに機械的に結合
させることができる。
【００６３】
　したがって、クーラント導管２２０に沿って流通するクーラントは、各バッテリーセル
１００を冷却するために各バッテリーセル１００の間の界面に取り付けられた冷却フィン
２１０に伝達される熱を効果的に除去し、それにより、高い冷却性能がもたらされる。ま
た、バッテリーモジュール３００は、そのような高い冷却性能をもたらすが、バッテリー
モジュール３００は、バッテリーモジュール３００が小型の構造となるように構成されて
いる。
【００６４】
　本発明の好適な実施形態は、例示を目的として記載されているが、当業者は、添付の特
許請求の範囲に記載されたような発明の範囲及び精神から逸脱せずに様々な変更、追加、
及び置換が可能であることを理解するであろう。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　上記した説明から明らかなように、本発明に係る冷却部材は、電極集合体受容部の外縁
に沿って形成されたクーラント導管が冷却フィンに結合された構造を有するように構成さ
れている。その結果、バッテリーモジュールが構成されている間、複数のバッテリーセル
を固定しつつ、クーラントの漏れの問題を解決することが可能である。また、クーラント
に対する耐食性は、冷却部材の特定の構成要素に対してのみ要求されており、そのため、



(11) JP 5782113 B2 2015.9.24

10

20

バッテリーモジュールの全体の製造コストが削減される。
【００６６】
　また、クーラント導管は、２つ以上の電極集合体接触部分の外縁に対応する電極集合体
受容部の外縁に沿って配置されており、そのため、簡単な製造工程で、より小型の構造で
あるバッテリーモジュールを容易に製造することができる。
【符号の説明】
【００６７】
１００・・・バッテリーセル
１３０・・・バッテリーケース
１４０・・・電極集合体受容部
２００・・・冷却部材
２１０・・・冷却フィン
２１１、２１２・・・金属シート
２１５・・・バッテリーセル接触部分
２２０・・・クーラント導管
２３０・・・クーラント入口
２４０・・・クーラント出口
２５０・・・凹状の結合部
２６０・・・クーラント導管
３００・・・バッテリーモジュール

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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