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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉛直方向と平行な方向に一列に並設された複数の単電池を含み、当該複数の単電池に備
えられるそれぞれの電極端子が前記複数の単電池の並設方向に垂直な方向に向かうように
前記複数の単電池が配置された電池モジュールと、
　前記電池モジュールの側面に設けられ、前記複数の単電池と熱交換させる気体を通流可
能な流路を形成する仕切り部材と、を備え、
　前記仕切り部材は、前記流路を通流する気体と少なくとも二つの前記単電池とが熱交換
可能になるように備えられ、
　前記仕切り部材は、さらに、棒状に構成され、前記電極端子の側が前記流路を通流する
気体の流れの下流側になるように、前記複数の単電池の並設方向に垂直な方向に対して傾
斜を有しつつ、かつ、前記流路を通流する気体の通流方向に向かって前記並設方向への高
さが徐々に高くなって備えられていることを特徴とする、電池パック。
【請求項２】
　鉛直方向と平行な方向に一列に並設された複数の単電池を含み、当該複数の単電池に備
えられるそれぞれの電極端子が前記複数の単電池の並設方向に垂直な方向に向かうように
前記複数の単電池が配置された電池モジュールと、
　並設された前記複数の単電池を挟持するとともに、前記電池モジュールの一部を構成す
る、波板で構成された筐体と、
　当該筐体に設けられ、前記複数の単電池と熱交換させる気体を通流可能な流路を形成す
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る仕切り部材と、を備え、
　前記仕切り部材は、前記流路を通流する気体と少なくとも二つの前記単電池とが熱交換
可能になるように備えられ、
　前記仕切り部材は、さらに、前記波板を構成する凸部として構成され、前記電極端子の
側が前記流路を通流する気体の流れの下流側になるように、前記複数の単電池の並設方向
に垂直な方向に対して傾斜を有しつつ、かつ、前記流路を通流する気体の通流方向に向か
って、前記並設方向への高さが徐々に高くなって備えられていることを特徴とする、電池
パック。
【請求項３】
　鉛直方向と平行な方向に一列に並設された複数の単電池を含み、当該複数の単電池に備
えられるそれぞれの電極端子が前記複数の単電池の並設方向に垂直な方向に向かうように
前記複数の単電池が配置された電池モジュールと、
　並設された前記複数の単電池を挟持するとともに、前記電池モジュールの一部を構成す
る筐体と、
　当該筐体に設けられ、前記複数の単電池と熱交換させる気体を通流可能な流路を形成す
る仕切り部材と、を備え、
　前記仕切り部材は、前記流路を通流する気体と少なくとも二つの前記単電池とが熱交換
可能になるように備えられ、
　前記筐体は、平板と、当該平板の表面に形成された、断面四角形状の凸条部とを備えて
構成され、
　前記仕切り部材は、さらに、前記筐体に備えられた前記凸条部として構成され、前記電
極端子の側が前記流路を通流する気体の流れの下流側になるように、前記複数の単電池の
並設方向に垂直な方向に対して傾斜を有しつつ、かつ、前記流路を通流する気体の通流方
向に向かって前記並設方向への高さが徐々に高くなって備えられていることを特徴とする
、電池パック。
【請求項４】
　前記仕切り部材は、前記並設方向に垂直な方向に対して、４５°以上６０°以下の角度
の傾斜を有して備えられていることを特徴とする、請求項１～３の何れか１項に記載の電
池パック。
【請求項５】
　前記筐体と前記仕切り部材とは、一体に形成されていることを特徴とする、請求項２又
は３に記載の電池パック。
【請求項６】
　前記仕切り部材は複数備えられ、
　隣接する前記仕切り部材の間隔は、他の隣接する前記仕切り部材の間隔とは異なってい
ることを特徴とする、請求項１～３の何れか１項に記載の電池パック。
【請求項７】
　前記仕切り部材は複数備えられ、
　前記流路を通流する気体の通流方向に向かって、隣接する前記仕切り部材の間隔が徐々
に広くなっていることを特徴とする、請求項１～３の何れか１項に記載の電池パック。
【請求項８】
　前記電池モジュールが併設されて複数備えられ、
　前記複数の電池モジュールの中央に向かって、隣接する前記電池モジュールの間隔が徐
々に広くなっていることを特徴とする、請求項１～３の何れか１項に記載の電池パック。
【請求項９】
　請求項１～３の何れか１項に記載の電池パックが搭載されていることを特徴とする、電
池パック搭載コンテナ。
【請求項１０】
　前記電池パックは、前記流路を通流する気体の流入側が前記コンテナの内壁に対向する
ように設置されていることを特徴とする、請求項９に記載の電池パック搭載コンテナ。
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【請求項１１】
　前記電池パックが設置される作業室と、
　前記作業室の周囲に形成され、前記電池パックに形成される流路へ流入する気体が通流
するコンテナ内流路とを備え、
　前記電池パックは、前記コンテナ内の前記作業室の内壁に対向して設置され、
　前記電池パックが対向する前記内壁は、気体を通流可能に構成され、
　前記コンテナ内流路、前記内壁、前記電池パックに形成される流路及び前記作業室内を
この順で気体が通って循環する循環サイクルが形成されていることを特徴とする、請求項
１０に記載の電池パック搭載コンテナ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電池パック及びそれを備えたコンテナに関する。
【背景技術】
【０００２】
　リチウムイオン二次電池等の二次電池（蓄電池）は、例えば船舶、鉄道、自動車等への
搭載用途、自然エネルギから得られる電力の平準化用途、スマートグリッド用途等に利用
される。特に、リチウムイオン二次電池は、小型で出力密度が高いため、これらの用途に
好適である。二次電池をこれらの用途に適用する場合、通常は、大きな電池容量や電池電
圧が要求される。そこで、二次電池の単電池（電池セル）を複数組み合わせて電池モジュ
ールとし、この電池モジュールを備える電池パックとして、二次電池が利用されることが
多い。
【０００３】
　二次電池についての電池容量や電池電圧等の電池特性は、二次電池の温度によって異な
る。特に、二次電池の温度が上昇すればするほど、電池特性は低下することが多い。そこ
で、二次電池の充放電中に上昇しうる電池温度を、冷却等により低下させることが望まれ
ている。
【０００４】
　複数の単電池が組み合わされて用いられる場合（例えば、電池モジュール、電池パック
として使用する場合）、各単電池を冷却するとともに、単電池間での温度差を小さくする
ことが望まれる。もし、単電池間で温度差が大きくなると、単電池間で電池特性が異なる
。電池全体の容量は、短命な電池に律速されるため、電池モジュールや電池パック等の全
体の電池特性が低下する。
【０００５】
　そこで、複数の単電池が組み合わされて形成された電池において、単電池間の温度差を
小さくする技術が知られている。具体的には、特許文献１には、単電池の発電要素を収容
した電槽が幅の狭い短側面と幅の広い長側面とからなる直方体に形成されてなり、この電
槽の前記短側面間で隣接させて複数の単電池を連結して所要電力容量の集合電池に形成し
た蓄電池が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００-１６４１８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載の技術においては、それぞれの単電池の電槽の長側面に複数のリブが
形成されている。そして、このリブ間に空気等を強制流通させることにより、単電池の冷
却が行われている。強制冷却のために、冷却ファン等を設けなければならないことがある
。
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【０００８】
　モジュールに形成したフィン状の放熱器間にファンなどで強制対流を起こして冷却する
想定である。また、モジュールを複数個組み合わせて電池パックを構成する場合、モジュ
ール毎にファンを設置したり、ダクトを設置したりすると追加コストが発生し、また電池
パックの体積が増えて容量密度が低下する。
【０００９】
　本発明は前記課題に鑑みて為されたものであり、単電池間での温度差を小さくするとと
もに、体積あたりの電池容量を増大可能な電池パック及びそれを備えたコンテナを提供す
ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは前記課題を解決するべく鋭意検討した結果、以下のようにすることにより
前記課題を解決できることを見出した。即ち、本発明の要旨は、鉛直方向と平行な方向に
一列に並設された複数の単電池を含み、当該複数の単電池に備えられるそれぞれの電極端
子が前記複数の単電池の並設方向に垂直な方向に向かうように前記複数の単電池が配置さ
れた電池モジュールと、前記電池モジュールの側面に設けられ、前記複数の単電池と熱交
換させる気体を通流可能な流路を形成する仕切り部材と、を備え、前記仕切り部材は、前
記流路を通流する気体と少なくとも二つの前記単電池とが熱交換可能になるように備えら
れ、前記仕切り部材は、さらに、棒状に構成され、前記電極端子の側が前記流路を通流す
る気体の流れの下流側になるように、前記複数の単電池の並設方向に垂直な方向に対して
傾斜を有しつつ、かつ、前記流路を通流する気体の通流方向に向かって前記並設方向への
高さが徐々に高くなって備えられていることを特徴とする、電池パックに関する。その他
の解決手段については、発明を実施するための形態において後記する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、自然対流による風温上昇を途中で遮断することができるため、単電池
間での温度差を小さくするとともに、パック単位で冷却装置を設置する必要がないため、
体積あたりの電池容量を増大可能な電池パック及びそれを備えたコンテナを提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態の電池モジュールを備える電池パックの外観斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】本実施形態の電池パックの設置例を示す図である。
【図４】本実施形態の電池パックが設置された電池パック搭載コンテナを示す図である。
【図５】電池モジュールの変形例を示す図である。
【図６】電池パックの変形例を示す図である。
【図７】電池モジュールに形成される流路の変形例を示す図である。
【図８】電池モジュールに形成される流路の変形例を示す図である。
【図９】電池モジュールに形成される流路の変形例を示す図である。
【図１０】電池モジュールに形成される流路の変形例を示す図である。
【図１１】電池モジュールに形成される流路の変形例を示す図である。
【図１２】電池モジュールに形成される流路の変形例を示す図である。
【図１３】電池モジュールに形成される流路の変形例を示す図である。
【図１４】電池モジュールに形成される流路の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための形態（本実施形態）を説明する。ただし、本実施形態は
以下の内容に何ら制限されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で任意に変
更して実施可能である。
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【００１４】
〔１．本実施形態〕
　図１は、本実施形態の電池パック１００の外観斜視図である。また、図２は、図１のＡ
－Ａ線断面図である。電池パック１００は、１２個の電池モジュール１０（１０ａ，１０
ｂ，・・・，１０ｋ，１０ｌ）を備えて構成される。電池モジュール１０は扁平状であり
、狭い間隔で並設されている。
【００１５】
　電池モジュール１０内には、表側に６枚の単電池１a～１fを横並し、裏側にも同様に６
枚の単電池を横列し、合計１２枚を収納する。即ち、電池モジュール１０は、一列に並設
されている複数の単電池１を含んでいる。単電池１は、熱伝導性の高い金属（例えばアル
ミニウム、銅等）製のケース３内に収容されている。
【００１６】
　隣接するケース３間（即ち、隣接する電池モジュール１０間）には、上下方向に２箇所
で、仕切り部材２０が狭持されている。仕切り部材２０は、単電池１の電極端子１ａａが
配設される側（前方）から、単電池１の電極端子１ａａが配設されていない側（後方）に
下る傾斜を有している。即ち、仕切り部材２０は、一列に並設されている複数の単電池１
の並設方向に垂直な方向に対し、傾斜を有して備えられている。そして、仕切り部材２０
は、流路２１を通流する気体の通流方向に向かって、仕切り部材２０の前記並設方向への
高さが徐々に高くなるように備えられている。
【００１７】
　また、一列に併設されている複数の単電池１の電極端子１ａａは、前記並設方向に垂直
な方向に向かって備えられている。そして、仕切り部材２０は、電極端子１ａａが流路２
１を通流する気体の流れ方向下流に配設されるように、備えられている
【００１８】
　仕切り部材２０は、例えばゴムやスポンジ等の弾性体により構成されている。そのため
、仕切り部材２０を挟んだ状態で隣接する電池モジュール１０同士が押圧されることによ
り、電池モジュール１０間に仕切り部材２０が狭持される。そして、これにより、空気の
流路２１（詳細は後記する）が形成される。即ち、仕切り部材２０は、電池モジュール１
０の側面に設けられ、複数の単電池１と熱交換させる気体を通流可能な流路を形成してい
るものである。流路２１は、電池パック１００を構成する電池モジュール１０の外側面（
具体的には、電池モジュール１０ａの右側側面及び電池モジュール１０ｌの左側側面）に
も形成されている。
【００１９】
　電池パック１００においては、２つの仕切り部材２０（２０ａ，２０ｂ）により、３つ
の流路２１（２１ａ，２１ｂ，２１ｃ）が形成されている。各流路２１には、独立して空
気が通流するようになっている。通流方向は、電池パック１００の後方から前方である。
流路２１の詳細については、図３を参照しながら後記する。
【００２０】
　図示はしていないが、電池モジュール１０に備えられる１２個の単電池１（１ａ，１ｂ
，１ｃ，１ｄ，１ｅ，１ｆ等）は、電気線により直列に接続されている。また、図示はし
ていないが、電池パック１００に備えられる１２個の電池モジュール１０（１０ａ，１０
ｂ，・・・，１０ｋ，１０ｌ）は、電気線により並列に接続されている。これらにより、
単電池１の有する電気エネルギが電池パック１００の外部に取り出し可能になっている。
また、単電池１に対して、外部から電気エネルギを供給可能になっている。
【００２１】
　ここで、仕切り部材２０が設けられていない電池パック（従来の電池パック）について
考える。即ち、図１に示す電池パック１００から仕切り部材２０を取り外した電池パック
を考える。
【００２２】
　単電池１ｆは、充放電により発熱する。そのため、単電池１ｆから発せられた熱により
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、単電池１ｆ近傍の空気が熱せられる。これにより、単電池１ｆ近傍の空気は、上昇気流
を生じ、自然対流により、上方向（単電池１ａの方向）に流れ始める。そして、上方向に
流れて単電池１ｂ近傍に到達した空気は、単電池１ｂからの発熱によりさらに加熱される
。このように、空気は、自然対流によって上昇することにより少しずつ加熱され、単電池
１ａ近傍の空気の温度が最も高いことになる。
【００２３】
　単電池１ａと単電池１ｆとの近傍の空気の温度を比較すると、単電池１ａ近傍の空気の
温度の方が高くなる。そのため、単電池１自身の温度に関しても、単電池１ａの温度の方
が、単電池１ｆの温度よりも高くなる。従って、単電池１間で大きな温度差が生じ易くな
る。そこで、本実施形態の電池パック１００においては、電池モジュール１０間に仕切り
部材２０を設けて流路２１が形成されている。これにより、上昇した空気は流路に沿って
斜めに誘導され、電池パック１００の前方向に抜けるようになっている。
【００２４】
　本実施形態の電池パック１００においては、空気の流路２１内に複数の単電池１がケー
ス３を介して対向するように、仕切り部材２０が設けられている。例えば、図１において
は、２つの仕切り部材２０ａ，２０ｂにより形成される空気の流路２１ｂ内には、４つの
単電池１ｂ，１ｃ，１ｄ，１ｅがケース３を介して含まれている。
【００２５】
　電池パック１００の下及び後方から流路２１cに流入した空気は、電池パック１f，１e
，１dからの発熱により加熱されて、上方向へと向かう。ただし、仕切り部材２０bにより
上方向（単電池１の並設方向）への流入が阻止されている。
【００２６】
　空気が加熱される経路がモジュール長辺より短くなるため、風温上昇を低減できる。し
たがって、モジュール内の最大温度を低減することで、モジュール内の温度平準化を図る
ことができる。
【００２７】
　なお、流路２１aと同様に、流路２１b，２１ｃにおいても、単電池１間での温度の平準
化が行われる。
【００２８】
　このように、電池パック１００における仕切り部材２０は、流路２１を通流する気体と
少なくとも二つの単電池１（本実施形態の電池パック１００においては４つの単電池）と
が熱交換可能になるように備えられている。流路２１は、電池モジュールの上下方向長さ
より短いため、温度上昇が抑制されて、全体の電池温度の平準化が図られる。
【００２９】
　もし仕切り部材２０が設けられていない場合、空気は単電池１の並設方向に上昇し、６
個の単電池１（１ａ～１ｆ）からの熱により加熱される。しかしながら、仕切り部材２０
が設けられている電池パック１００においては、流路２１ｂを通流する空気は、４個の単
電池１（１ｂ～１ｅ）からの熱により加熱される。しかも、図１に示すように、単電池１
ｂ，１ｅとの接触面積は、単電池１の大きさの半分以下程度である。従って、単電池１か
ら空気が受け取る熱は、仕切り部材２０が設けられていない場合と比べて小さくなる。
【００３０】
　このように、空気の温度上昇は、仕切り部材２０が設けられていることにより、設けら
れていない場合よりも小さくすることができる。これにより、温度が大きく上昇しない空
気が流路を通流することになり、単電池１間での温度の平準化をより確実に行うことがで
きる。
【００３１】
　ここで、本発明者らは、空気の温度上昇を抑えることによる、単電池１間での温度の平
準化についてさらなる検討を行った。その結果、本発明者らは、仕切り部材２０の傾きが
、単電池１の並設方向に垂直な方向（図１での前後方向）に対して４５°以上６０°以下
になるように仕切り部材２０を設置することで、温度上昇をよりいっそう抑制することが
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できることを実験により見出した。従って、仕切り部材２０は、一列に並設されている複
数の単電池の並設方向に垂直な方向に対して、４５°以上６０°以下の角度の傾斜を有し
て備えられていることが好ましいことがわかった。
　なお、温度上昇とは、流路２０への流入時の空気温度と流路２０からの排出時の空気温
度との温度差である。
【００３２】
　また、仕切り部材２０の本数を適正化することで、温度上昇のさらなる抑制が図れるこ
とを見出した。具体的には、仕切り部材２０を３本設けた場合には、温度上昇の度合が７
％削減され、仕切り部材２０を６本設けた場合には、温度上昇の度合が１５％削減される
ことを実験により見出した。ただし、１２本設けた場合は６本と同様であった。このよう
に、仕切り部材２０の本数を適正化すると、温度上昇をよりいっそう抑制することができ
ることがわかった。
【００３３】
　さらに、本発明者らは、同一の単電池１において、単電池１の電極端子１ａａ側とは反
対側（図１での後方）の温度の方が、電極端子１ａａ側（図１での前方）の温度よりも高
くなることを見出した。そのため、図１に示すように仕切り部材２０を設けることにより
、流入側の単電池１温度を高くし、同じ単電池１内で徐々に温度が低くなるように空気の
流れを形成することで、流路２１内をよりスムーズに通流させることができることを実験
により見出した。
【００３４】
　これらの作用は、空気の自然対流を利用するため、冷却ファンを設ける必要なく行われ
る。そのため、冷却ファンの設置体積を削減することができる。これにより、単位体積あ
たりの電池容量を増加させることができる。
【００３５】
　次に、図３を参照しながら、電池パック１００の設置例を説明する。
【００３６】
　図３は、本実施形態の電池パック１００の設置例を示す図である。電池パック１００は
、図１に示す各種部材に収納固定され、設置用電池パック１５０の形態で設置される。設
置用電池パック１５０は、矩形フレーム１０３ｂ上に載置された電池パック１００が、四
隅を側面フレーム１０４に狭持されてなる。側面フレーム１０４は可動式であり、これに
より、電池モジュール１０の数が変化した場合でも、電池パック１００を容易に再固定す
ることができるようになっている。また、電池パック１００の上方には、矩形フレーム１
０３ａが配置されている。
【００３７】
　矩形フレーム１０３ｂの下部にはスタンドフレーム１０２が設けられ、これにより、床
面と設置用電池パック１５０の下部との間に空間が形成されている。矩形フレーム１０３
ａ，１０３ｂの中心部は開口しており、図３に示すように、設置用電池パック１５０の上
方及び下方において空気が出入り可能になっている。
【００３８】
　なお、スタンドフレーム１０２、矩形フレーム１０３ａ，１０３ｂ及び側面フレーム１
０４は、図示はしないが、ボルトとナット等の締結部により接続固定されている。
【００３９】
　設置用電池パック１５０に固定されている電池パック１００においては、図示のように
、仕切り部材２０ａ，２０ｂ（２０）により、空気の流路２１ａ，２１ｂ，２１ｃ（２１
）が形成されている。
【００４０】
　流路２１ａは、形成されている流路２１のうち、最も上方に形成されている流路である
。設置用電池パック１５０の後方からの空気であって、流路２１ａに流入した空気（図３
中の白抜き矢印Ａ）は、図３では図示しない単電池１ａ，１ｂ（図１参照）により加熱さ
れ、上昇気流が生じる。そのため、後方からの空気は、仕切り部材２０ａに沿って上昇し
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、設置用電池パック１５０の主に上方から外部に排出（図３中の斜線矢印Ａ）されるよう
になっている。
【００４１】
　また、流路２１ｂは、形成されている流路２１のうち、中間に形成されている流路であ
る。設置用電池パック１５０の後方からの空気であって、流路２１ｂに流入した空気（図
３中の白抜き矢印Ｂ）は、図３では図示しない単電池１ｂ，１ｃ，１ｄ，１ｅ（図１参照
）により加熱され、上昇気流が生じる。そのため、後方からの空気は、仕切り部材２０ａ
，２０ｂに沿って上昇を続け、設置用電池パック１５０の前方から外部に排出（図３中の
斜線矢印Ｂ）されるようになっている。
【００４２】
　さらに、流路２１ｃは、形成されている流路２１のうち、最も下方に形成されている流
路である。設置用電池パック１５０の下方からの空気であって、流路２１ｃに流入した空
気（図３中の白抜き矢印Ｃ）は、図３では図示しない単電池１ｅ，１ｆ（図１参照）によ
り加熱され、上昇気流が生じる。そのため、下方からの空気は、仕切り部材２０ｂに沿っ
て上昇を続け、設置用電池パック１５０の前方から外部に排出（図３中の斜線矢印Ｃ）さ
れるようになっている。
【００４３】
　次に、図４を参照しながら、図３に示す設置用電池パック１５０の設置例を説明する。
　図４は、本実施形態の電池パック１００が設置された電池パック搭載コンテナ２００（
コンテナ２００）を示す図である。即ち、図４は、図３に示す設置用電池パック１５０が
搭載されたコンテナ２００を示す図である。
【００４４】
　コンテナ２００の内部には、作業者が作業を行い、設置用電池パック１５０（電池パッ
ク１００）が設置される作業室２００ａが設けられている。さらに、作業室２００ａの周
囲には、空調機２０１から排出された空気が通流する流路２００ｂが設けられている。即
ち、流路２００ｂは、作業室２００ａの周囲に形成され、設置用電池パック１５０（電池
パック１００）に形成される流路２１へ流入する気体が通流するコンテナ内流路である。
【００４５】
　作業室２００ａ内には、側壁に沿って、設置用電池パック１５０が２つ設置されている
。設置用電池パック１５０は、いずれも、仕切り部材２０の傾きとして作業室２００ａの
側壁２０３に対向する側が低く作業者に対向する側が高くなるように、設置されている。
即ち、電池パック１００は、流路２１を通流する気体の流入側がコンテナ２００の内壁に
対向するように設置されている。より具体的には、電池パック１００は、コンテナ２００
内の作業室２００ａの内壁に対向して設置されている。
【００４６】
　作業室２００ａの上部には、空調機２０１が設けられている。空調機２０１は、作業室
２００ａ内の温風（設置用電池パック１５０から排出された温風）を吸い上げて冷却した
後、冷却空気として、流路２００ｂに供給するようになっている。
【００４７】
　作業室２００ａの側壁のうち、設置用電池パック１５０に対向する側壁２０３は、開口
やメッシュ状、スリット状等に形成され、空気が通流可能になっている。即ち、設置用電
池パック１５０（電池パック１００）が対向する側壁２０３（内壁）は、気体を通流可能
に構成されている。また、設置用電池パック１５０の下方の床面２０５も同様に構成され
ている。なお、作業者が作業（メンテナンス等）を行う領域や設置用電池パック１５０が
対向していない側壁２０６は、空気が通流しない壁やカーテン等により構成されている。
【００４８】
　次に、コンテナ２００における、空気の通流について説明する。
　空調機２０１から排出された冷気（冷却された空気）は、作業室２００ａの下方に向か
うように、流路２００ｂを通流する（図４中の細矢印）。流路２００ｂは、所謂コールド
アイルと呼称することができる。そして、流路２００ｂを通流する冷気は、空気を通過可
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能な側壁２０３及び床面２０５に到達すると、側壁２０３及び床面２０５を透過し、電池
パック１００に接触する。そして、電池パック１００に接触した冷気は仕切り部材２０に
沿って上昇し、作業室２００ａ内に排出される（図４中の太矢印）。よって、作業室２０
０ａは所謂ホットアイルと呼称することができる。そして、これにより、電池パック１０
０の冷却が行われる。一方で、電池パック１００から熱を奪い作業室２００ａ内に排出さ
れた空気は、自身の熱により上昇し、空調機２０１に吸い込まれる。空調機２０１におい
て、作業室２００ａからの空気が除熱され、再び流路２００ｂに供給される。このように
、コンテナ２００においては、流路２００ｂ（コンテナ内流路）、側壁２０３（内壁）、
設置用電池パック１５０（電池パック１００）に形成される流路２１及び作業室２００ａ
内をこの順で気体が通って循環する循環サイクルが形成されている
【００４９】
　このように、コンテナ２００においては、空気の自然対流を利用して、電池パック１０
０の冷却が行われるようになっている。また、電池パック１００から排出された空気は適
度に熱を帯びているため、作業室２００ａ内の作業者が作業し易い環境温度にすることも
できる。従って、作業室２００ａ内の温度を制御する空調機２０１を設けず、電池パック
１００に供給する空調機２０１のみを設けることで、電池パック１００の冷却と作業室２
００ａ内の適温維持とを効率的に図ることができる。
【００５０】
　また、コンテナ２００においては、図示のように、給気ファンや排気ファン等の給排気
手段を設けておらず、空調機２０１から排出された空気は、空気の温度により、自然対流
している。そのため給排気手段の消費電力を削減することができるとともに、給排気手段
の設置空間を削減することができる。
【００５１】
〔２．変形例〕
　以上、本実施形態を説明したが、本実施形態は前記の内容に何ら制限されるものではな
い。以下、変形例を説明する。なお、以下の変形例は、適宜組み合わせて実施可能である
。
【００５２】
＜第１変形例（図５）＞
　前記した図１に示す例において、電池モジュール１０内の単電池１は前後方向に長い寸
法にしたが、図５に示すように、上下方向に長い寸法の単電池１ｇを用いてもよい。この
ような単電池１ｇを備える電池パック１０１においても、仕切り部材２０を図１と同様に
設けることで、同様の効果が奏される。このような場合、まれに流路中には単電池１個と
なってもよい。
【００５３】
＜第２変形例（図６）＞
　前記した図２に示す例において、隣接する電池モジュール１０の間隔は等間隔である。
即ち、仕切り部材２０の左右方向（紙面上下方向）の厚みは、全て等しくなっている。し
かしながら、図６に示すように、この間隔が、中央に向かうほど広くなるような電池パッ
ク３００としてもよい。即ち、電池パック３００においては、電池モジュール１０が併設
されて複数備えられ、複数の電池モジュール１０の中央に向かって、隣接する電池モジュ
ール１０の間隔が徐々に広くなっている。
【００５４】
　ここで、本発明者らは、片面６枚ずつの単電池１を両面に搭載した長尺モジュール（図
１に示す電池モジュール１０）を対象に、自然対流による温度上昇を数値流体解析した。
その結果、隣接する電池モジュール１０の間隔を４ｍｍから１０ｍｍに拡大すると、入口
側の空気温度と出口側の空気温度との温度差が３０％低下していた。間隔を拡げることで
より多くの空気が通流するようになり、風温上昇が低下するためと考えられる。
【００５５】
　風温上昇低下の影響を受けて、単電池１間での温度ばらつきも３０％低下していた。こ
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のように、間隔を拡げることで、温度の平準化が図られたと考えられる。
【００５６】
　これらの点を考慮し、図６の構成とすることができる。つまり、電池パックの中央付近
は熱が篭り易く、単電池１の温度上昇が生じ易い。そこで、電池パック３００の中央付近
の電池モジュール１０の間隔をより広く設けることで、電池パック３００の中央付近の電
池モジュール１０についての冷却をより促進させ、単電池１間での温度の平準化を図るこ
とができる。
【００５７】
＜第３変形例（図７）＞
　前記した図１においては、単電池１等が内蔵されるケース３の側面に仕切り部材２０が
取り付けられる構成としたが、ケースと仕切り部材２０とを一体に構成してもよい。即ち
、例えば、図７に示すような、波板状の筐体構成部材３０を用いて、２枚の筐体構成部材
３０間に単電池１（図７では図示しない）を狭持して電池モジュールを構成するようにし
てもよい。
【００５８】
　筐体構成部材３０においては、断面略三角形状の凹部３１と凸部３２とが交互に連続し
て形成されている。即ち、筐体構成部材３０は波板形状であり、凸部３２が前記の仕切り
部材に相当する。従って、電池パック１００は、電池モジュール１０に含まれる単電池１
を収容するケース３を構成する筐体構成部材３０（筐体）を備え、筐体構成部材３０（筐
体）の側面に凸部３２（仕切り部材）が備えられていると言える。そして、筐体構成部材
３０（筐体）の側面が凹部３１と凸部３２とを有して形成され、隣接する凸部３２間に流
路３１が形成されていると言える。また、筐体構成部材３０（筐体）と凸部３２（仕切り
部材）とは、一体に形成されている。
【００５９】
　筐体構成部材３０を用いることにより、電池パックや電池モジュールの作製工程を削減
することができる。具体的には、ケースへの単電池１の収容及び仕切り部材２０の取りつ
けという２つの工程を削減し、代わりに、単電池１を筐体構成部材３０に狭持させる工程
のみとすることができる。従って、筐体構成部材３０を用いることにより、作製工程を削
減することができる。
【００６０】
　なお、図示はしていないが、波板形状ではなく、断面三角形状等であってもよい。
【００６１】
＜第４変形例（図８）＞
　単電池を狭持する筐体構成部材としては、図８に示す筐体構成部材４０のような形状で
あってもよい。そして、２枚の筐体構成部材４０間に単電池１（図８では図示しない）を
狭持して電池モジュールを構成するようにしてもよい。
【００６２】
　筐体構成部材４０は、断面矩形状の凹部４１と凸部４２とが交互に連続して形成されて
いる。従って、筐体構成部材４０は例えばプレス成型等により容易に成型可能である。凸
部４２が前記の仕切り部材に相当する。よって、電池パック１００は、電池モジュール１
０に含まれる単電池１を収容するケース３を構成する筐体構成部材４０（筐体）を備え、
筐体構成部材４０（筐体）の側面に凸部４２（仕切り部材）が備えられていると言える。
そして、筐体構成部材４０（筐体）の側面が凹部４１と凸部４２とを有して形成され、隣
接する凸部４２間に流路４１が形成されていると言える。また、筐体構成部材４０（筐体
）と凸部４２（仕切り部材）とは、一体に形成されている。このようにすることで、図７
に示す第３変形例と同様に、電池パックや電池モジュールの作製工程を削減することがで
きる。
【００６３】
　また、単電池１に接触する凹部４１の面は平滑になっている。そのため、単電池１と筐
体構成部材４０との接触面積を図７の例より広く設けることができ、単電池１の冷却効率



(11) JP 5927702 B2 2016.6.1

10

20

30

40

50

がより向上する。また、凹部４１や凸部４２の大きさを変化させる等、設計変更の自由度
が向上する。さらには、前記のように単電池１との接触面が大きいため、単電池１をより
安定して固定することができる。これにより、単電池１を面接触により固定することがで
き、筐体構成部材４０をスペーサとして利用することができる。
【００６４】
＜第５変形例（図９）＞
　前記の第３変形例（図７）や第４変形例（図８）に係る筐体構成部材３０，４０に代え
て、図９に示す筐体構成部材５０を用いてもよい。筐体構成部材５０は、２枚の平板５１
，５１に仕切り部材５２が狭持固定されてなる。即ち、電池パック１００は、電池モジュ
ール１０に含まれる単電池１を収容するケース３を構成する筐体構成部材５０（筐体）を
備え、筐体構成部材５０（筐体）の側面に仕切り部材５２が備えられている。そして、平
板５１，５１は間隔を有して固定され、これにより、平板５１，５１間に空気の流路が形
成される。また、仕切り部材５２は、図示のように傾斜を有して設けられているため、こ
の流路を通流する空気は仕切り部材５２に沿って上昇する。
【００６５】
　また、筐体構成部材５０を用いて電池モジュールを構成する際、単電池は、平板５１の
全面に接触する。そのため、筐体構成部材５０を用いることにより、単電池は特に安定し
て狭持固定可能である。仕切り材をアルミなどの熱伝導率の高い金属を用い、凸凹面を多
数形成することにより、伝熱面積の拡大による温度低減効果も期待できる。このような場
合、単電池１と筐体構成部材５０との接触面積が最も大きいため、単電池の冷却効率が特
に大きくなる。さらには、筐体構成部材５０を構成する平板５１は剛性が高いため、電池
モジュールの組立性が向上する。また、電池パックや電池モジュールの作製工程を削減す
ることができる。
【００６６】
＜第６変形例（図１０）＞
　前記の図１に示す例では、ケースの側面に仕切り部材２０を設ける（取り付ける）よう
にした。第６変形例では、これに代えて、予め仕切り部材６２が形成された平板６１が適
用可能である。即ち、筐体構成部材６０は、平板６１と、平板６１の側面に一体に形成さ
れた仕切り部材６２とを備えてなる。即ち、電池パック１００は、電池モジュール１０に
含まれる単電池１を収容するケース３を構成する筐体構成部材６０（筐体）を備え、筐体
構成部材６０（筐体）の側面に仕切り部材６２が備えられている。また、筐体構成部材６
０（筐体）と仕切り部材６２とは、一体的に成型され、一体に形成されている。
【００６７】
　筐体構成部材６０を用いて単電池１を狭持固定することにより、電池モジュールの組立
性が向上する。また、電池パックや電池モジュールの作製工程を削減することができる。
【００６８】
＜第７変形例（図１１）＞
　ケース３の側面に設けられる仕切り部材２０の上下方向の間隔は、等しくてもよく、異
なっていてもよい。即ち、仕切り部材２０は複数備えられ、隣接する仕切り部材２０の間
隔は、他の隣接する仕切り部材２０の間隔とは異なっていてもよい。例えば、図１１に示
す電池モジュール７０のように、電池モジュール７０の上方での仕切り部材２０の間隔（
ｄ１）が、電池モジュール７０の下方での仕切り部材２０の間隔（ｄ３）よりも短くなっ
ていてもよい。具体的には、図１１に示す電池モジュール７０においては、仕切り部材２
０ｃ，２０ｄの間隔が距離ｄ１と最も短く、次いで、仕切り部材２０ｄ，２０ｅの間隔が
距離ｄ２、仕切り部材２０ｅ，２０ｆの間隔が距離ｄ３の順で長くなっている。なお、こ
れらの間隔は、単電池１の発熱量や電池モジュール７０の寸法等により適宜設定可能であ
る。
【００６９】
　前記したように、電池モジュールの側面に接触した空気は、温度上昇により自然対流を
生じ、上昇する。従って、電池モジュールにおいて、上方の単電池の温度が上昇し易い。
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そこで、上方での間隔を短くし、空気の流路を狭くする。これにより、空気の大きな温度
上昇を避け、より確実に単電池１の温度の平準化を図ることができる。一方で、下方では
間隔を長くして、空気の流路を広くする。これにより、モジュール全体の温度平準化を図
ることができる
【００７０】
＜第８変形例（図１２）＞
　図１２に示すように、仕切り部材２０の傾きが異なっていてもよい。図１２に示す電池
モジュール８０においては、前後方向に対する仕切り部材２０ｇの角度θ１が最も大きく
、次いで、仕切り部材２０ｈの角度θ２、仕切り部材２０ｉの角度θ３、仕切り部材２０
ｊの角度θ４の順で小さくなっている。即ち、仕切り部材２０は複数備えられ、流路２１
を通流する気体の通流方向に向かって、隣接する仕切り部材２０の間隔が徐々に広くなっ
ている。これらの角度は、単電池１の発熱量や電池モジュール８０の寸法等により適宜設
定可能である。図１２に示す例においても、仕切り部材２０は複数備えられ、隣接する仕
切り部材２０の間隔は、他の隣接する仕切り部材２０の間隔とは異なっている。
【００７１】
　このように仕切り部材２０を設けることで、空気の排出側の流路の方が、空気の流入側
の流路よりも大きくすることができる。これにより、流路に流入した空気は、速やかに外
部に排出される。よって、通流する空気の温度上昇を抑え、単電池１の平準化をより確実
に図ることができる。
【００７２】
＜第９変形例（図１３）＞
　前記の第８変形例（図１２）では、上方ほど角度を大きくしたが、図１３に示すように
、下方ほど角度を大きくしてもよい。即ち、図１２に示す電池モジュール９０においては
、下方の仕切り部材２０が為す角θ８が最も大きく、次いで、仕切り部材２０ｍの角度θ

７、仕切り部材２０ｌの角度θ６、仕切り部材２０ｋの角度θ５の順で小さくなっている
。図１３に示す例においても、仕切り部材２０は複数備えられ、隣接する仕切り部材２０
の間隔は、他の隣接する仕切り部材２０の間隔とは異なっている。
【００７３】
　このように仕切り部材２０を設けることで、同一流路内で、温度上昇幅の大きい上側の
単電池１と接触させる面積を小さくすることができる。これにより、通流する空気の温度
上昇を抑え、単電池１の温度の平準化をより確実に図ることができる。
【００７４】
＜第１０変形例（図１４）＞
　仕切り部材２０の形状として、例えば図１４に示す電池モジュール１００ａのように、
空気の流入側（後方）の端部２０ａ１が流線形になるように構成してもよい。また、端部
２０ａ１の形状は、例えば三角形状、半円形状等の空気が通流し易い形状でもよい。
【００７５】
　仕切り部材２０の端部２０ａ１をこのように構成することにより、空気の入口流路を広
げることができる。これにより、より多くの空気を取り込むことができる。よって、単電
池１の温度の平準化をより確実に図ることができる。
【００７６】
＜その他の変形例＞
　また、前記変形例以外にも、以下のような変形例が適用可能である。
【００７７】
　例えば、図１等を参照して説明した電池パック１００等に含まれる電池モジュール１０
や単電池１の数は図示の例に限られず、任意の数に変更可能である。従って、例えば、電
池パックは、１つ以上の電池モジュールと１つ以上の仕切り部材とを適宜組み合わせて構
成すればよい。また、前記のように、仕切り部材に代えて、また、必要に応じて、仕切り
部材と併用して、仕切り部材を含む筐体構成部材を用いてもよい。さらに、仕切り部材の
数、大きさ、流路の大きさ等も特に制限されず、流路内に複数の単電池１が対面するよう
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【００７８】
　さらに、例えば、図２や図６を参照して説明した、隣接する電池モジュール１０同士の
間隔は特に制限されず、単電池１からの発熱や電池モジュール１０の寸法等に応じて適宜
設定すればよい。
【００７９】
　また、例えば図４を参照して説明したコンテナ２００の構成も特に制限されず、例えば
、設置用電池パック１５０の大きさ、設置数や形態（例えば高さ方向に２段重ねて設置等
）等、任意に変更可能である。
【００８０】
　さらに、流路を通流させる気体は、空気でなくてもよい。従って、電池パックの設置環
境等に応じて、例えば窒素や二酸化炭素等、適宜決定すればよい。
【符号の説明】
【００８１】
１　単電池
１ａａ　電極端子
１０，２０，３０，４０，５０，６０，７０，８０，９０，１００ａ　電池モジュール
１００　電池パック
２０，３２，４２，５２，６２，　仕切り部材
２１　流路
２００　コンテナ
２００ａ　作業室
２００ｂ　流路（コンテナ内流路）
２０３　側壁（内壁）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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