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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極端子を含む単位電池と、
　前記単位電池の各電極端子に連結されていて、前記単位電池を電気的に連結する連結具
と、を含む電池モジュールであって、
　前記連結具は、前記電極端子に弾性的に結合される一対のクリップと、前記一対のクリ
ップを電気的に接続する導電体と、を含み、
　前記クリップは、ハウジングと、前記ハウジング内に配置され、前記電極端子に密着す
るソケット部と、を含み、
　前記ソケット部は、曲面部と、前記曲面部の両先端に形成された平面部と、を有する少
なくとも１つのカバーと、前記曲面部に弾性力を付加する弾性部材と、を含む、電池モジ
ュール。
【請求項２】
　前記カバーの曲面部は、前記電極端子の外形に対応する形状に形成された、請求項１に
記載の電池モジュール。
【請求項３】
　前記カバーは、金属薄板からなる、請求項２に記載の電池モジュール。
【請求項４】
　前記カバーの内周面に、ねじ山が形成されている、請求項２に記載の電池モジュール。
【請求項５】
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　前記弾性部材は、スプリングからなる、請求項１に記載の電池モジュール。
【請求項６】
　前記弾性部材は、引張スプリング、圧縮スプリング、及び弾性バンドのうちのいずれか
一つから選択される、請求項１に記載の電池モジュール。
【請求項７】
　前記両平面部に、前記カバーに弾性力を付加する弾性部材が連結設置されている、請求
項１に記載の電池モジュール。
【請求項８】
　前記ハウジング及び前記クリップの間に、前記弾性部材が設置されている、請求項１に
記載の電池モジュール。
【請求項９】
　前記弾性部材は、弾性バンドからなり、前記弾性バンドは、前記ソケット部の外側面に
設置されている、請求項１に記載の電池モジュール。
【請求項１０】
　前記連結具は、前記クリップの前記電極端子の挿入方向に配置された案内部材をさらに
含む、請求項１に記載の電池モジュール。
【請求項１１】
　前記案内部材は、前記クリップ及び前記ハウジングの先端に連結設置されている、請求
項１０に記載の電池モジュール。
【請求項１２】
　前記案内部材は、弾性体からなる、請求項１０に記載の電池モジュール。
【請求項１３】
　前記案内部材は、バンド形状に形成されている、請求項１０に記載の電池モジュール。
【請求項１４】
　前記導電体は、電線からなる、請求項１に記載の電池モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電池モジュールに関し、より詳細には、単位電池を締結する構造を改善して、
組立性を向上させた電池モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　二次電池は、充電が不可能な一次電池とは異なって、充電及び放電が可能な電池であっ
て、低容量の電池は、電話やラップトップコンピュータ、そしてカムコーダーなどの携帯
が可能な小型電子機器に使用され、大容量の電池は、ハイブリッド電気自動車などのモー
タ駆動用電源として幅広く使用されている。
【０００３】
　前記二次電池は、多様な形状に製造されているが、代表的な形状としては、円筒形、角
形などがあり、大電力を必要とする機器、例えば前記ハイブリッド電気自動車などのモー
タ駆動用として使用される場合には、電池モジュールを構成する。
【０００４】
　このように、通常の電池モジュールは、直列に連結される複数の二次電池（以下、単位
電池とする）からなり、前記各々の単位電池は、正極及び負極がセパレータを間において
位置する電極組立体、前記電極組立体が内蔵される空間部が形成されているケース、前記
ケースに結合して、これを密閉するキャップ組立体を含む。ここで、前記キャップ組立体
は、前記正極及び前記負極に各々電気的に連結されて、前記ケースの内、外部にわたって
配置される端子を含む。
【０００５】
　前記単位電池が角形である場合、この単位電池は、キャップ組立体上に突出した正極端
子及び負極端子を隣接する単位電池の正極端子及び負極端子と交差するように交差配列し
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た状態で、外周面の一部がねじ加工された前記正極端子及び前記負極端子に導電体の連結
具がナットによって設置されることによって、互いに電気的に連結されて、電池モジュー
ルを構成するようになる。
【０００６】
　しかし、前記電池モジュールの構造は、前記連結具を前記端子に設置するのに時間がか
かり、工程が複雑であるという問題点がある。
【０００７】
　また、前記電池モジュールの構造は、前記連結具に一定の大きさのホールが形成されて
、前記ホールに前記電極端子が挿入される構造で前記連結具及び前記電極端子の結合が行
われるが、ここで、前記連結具は、一定の大きさの電極端子にだけ設置される。つまり、
電極端子の大きさが前記連結具に形成されたホールより小さいと、接触不良になる恐れが
あり、電極端子の大きさが前記連結具に形成されたホールより大きいと、このホールに前
記電極端子が挿入されない問題点が発生することがある。
【０００８】
　さらに、前記電極端子に対する前記連結具の結合構造は、前記連結具が前記電極端子に
堅固に固定される構造であるので、電池モジュールにおいて、単位電池の変形（例：単位
電池が隆起（スウェリング）されて外形が変化すること）がもたらされ、それによって発
生するエネルギーが前記結合部位に提供されると、これを円滑に吸収することができず、
このエネルギーによってこの結合構造が損傷する確率が高い。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、本発明は、前記問題点を解消するためのものであって、本発明の目的は、電極
端子の大きさに対応し、この電極端子に弾力的に結合される連結具を含む、電池モジュー
ルを提供することにある。
【００１０】
　本発明の他の目的は、前記連結具を容易に前記電極端子に設置したり、前記電極端子か
ら除去することができるようにした、電池モジュールを提供することにある。
【００１１】
　本発明の他の目的は、単位電池の外形が変形する場合のように、予期できない状況によ
って発生したエネルギーによって電極端子及び連結具の結合構造が破損するのを防止する
ことができるようにした、電池モジュールを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の実施例による電池モジュールは、電極端子を含む単位電池、及び前記単位電池
の各電極端子に連結されていて、この単位電池を電気的に連結する連結具を含み、前記連
結具は、前記電極端子に弾性的に結合されるクリップを含む。
【００１３】
　前記連結具は、前記クリップを一対含み、この一対のクリップは、導電体で互いに電気
的に連結される。
【００１４】
　前記連結具は、前記電極端子に密着するソケット部、及び前記ソケット部に連結されて
いて、このソケット部に弾性力を付加する弾性部材を含む。
【００１５】
　前記ソケット部は、前記電極端子の外形に対応する形状に形成された少なくとも一つの
カバーを含む。
【００１６】
　前記カバーは、金属薄板からなる。
【００１７】
　前記カバーは、前記電極端子の外形に対応する形状の曲面部、及びこの曲面部の両先端
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に形成された平面部を含む。
【００１８】
　前記カバーの内周面に、ねじ山が形成される。
【００１９】
　前記連結具は、前記クリップを囲むハウジングをさらに含む。
【００２０】
　前記弾性部材は、引張スプリング、圧縮スプリング、及び弾性バンドのうちのいずれか
一つから選択される。
【００２１】
　前記両平面部に、前記カバーに弾性力を付加する弾性部材が連結設置される。
【００２２】
　前記ハウジング及び前記クリップの間に、弾性部材が設置される。
【００２３】
　前記弾性部材は、弾性バンドからなり、この弾性バンドは、前記ソケット部の外側面に
設置される。
【００２４】
　前記連結具は、前記クリップの前記電極端子の挿入方向に配置された案内部材をさらに
含む。
【００２５】
　前記案内部材は、前記クリップ及び前記ハウジングの先端に連結設置されている。
【００２６】
　前記案内部材は、弾性体からなる。
【００２７】
　前記案内部材は、バンド形状に形成される。
【００２８】
　前記導電体は、電線からなる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、電極端子を収容するソケット部が弾性部材によって支持されて、大き
さが変化するので、大きさが異なる電極端子に容易に結合される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の実施例について、本発明が属する技術分野で
通常の知識を有する者が容易に実施することができるように詳細に説明する。しかし、本
発明は多様な相異した形態で具現され、ここで説明する実施例に限定されない。
【００３１】
　図１は本発明の第１実施例による電池モジュールを示した斜視図であり、図２は図１の
ＩＩ－ＩＩ線に沿って切断した本発明の第１実施例による単位電池の断面図である。
【００３２】
　図１及び図２を参照すれば、電池モジュールは、複数の単位電池１０を含む。ここで、
各単位電池１０は、正極１１及び負極１２がセパレータ１３を間において位置する電極群
１５、前記電極群１５が内蔵される空間が形成されているケース１４、前記ケース１４に
結合されて、これを密閉するキャッププレート１７、前記正極１１及び負極１２に電気的
に連結されて、前記キャッププレート１７の外側に突出する正極端子２１及び負極端子２
２を含む。
【００３３】
　前記ケース１４は、アルミニウム、アルミニウム合金、またはニッケルがメッキされた
スチールなどの導電性金属からなり、その形状は、電極群１５が位置する内部空間を有す
る六面体の角形、またはそれ以外の形状に形成される。
【００３４】
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　本実施例では、単位電池１０が角形に形成されるが、本発明における単位電池はこれに
限定されず、円筒形の電池など、多様な形状が適用される。
【００３５】
　前記構造の各単位電池１０は、電池モジュール１００を構成するために、正、負極端子
２１、２２が片側に配置されるように、例えば図面に示したように、上に向かう状態で、
互いに一定の間隔をおいて配置される。この時、互いに隣接する単位電池１０は、隣接す
る端子の極性が互いに異なるように配置される。つまり、一つの単位電池１０の正極端子
２１に隣接して、他の単位電池１０の負極端子２２が位置する。
【００３６】
　このような単位電池１０の間には、電池モジュールを冷却するために、冷却媒体の流動
通路となる隔壁２６が設置される。
【００３７】
　このような電池モジュールにおいて、単位電池１０の中央を基準にしてその両側には、
各々正極端子２１及び負極端子２２が繰り返し一定の間隔で配列される電極端子列が形成
される。ここで、この電極端子列は、極性が交差する電極端子が一列に配列されて構成さ
れる一つのラインであると理解される。
【００３８】
　前記構造の電池モジュールにおいて、単位電池１０は、直列に互いに電気的に連結され
るが、このために、隣接する単位電池１０の間の正極端子２１及び負極端子２２には、連
結具３０が装着される。本実施例で、この連結具３０は、正、負極端子２１、２２と結合
される一対のクリップ３１を導電体３２が電気的に連結する構造からなる。
【００３９】
　図３は本発明の第１実施例による連結具のクリップを示した斜視図である。
【００４０】
　図３を参照して説明すれば、クリップ３１は、外形をなすハウジング３６、前記ハウジ
ング３６の内部に設置されて、前記正極端子２１または負極端子２２に嵌合されて密着す
るソケット部３４、前記ソケット部３４に弾性力を付加する弾性部材３５を含む。
【００４１】
　本実施例で、ソケット部３４は、正極端子２１または負極端子２２を囲む一対のカバー
３４０を含み、このカバー３４０の外形は、端子２１、２２の形状に対応する。
【００４２】
　弾性部材３５は、一対のカバー３４０に連結されて、これらのカバー３４０が弾性的に
動くことができるように適正な弾性力を付加するが、本実施例で、この弾性部材３５は、
カバー３４０の周縁に任意の間隔をおいて設置されて、これらのカバー３４０を連結する
。ここで、この弾性部材３５の数や設置される位置は、特に限定されない。
【００４３】
　本実施例で、カバー３４０は、ドーム形状に形成されて、正極端子２１または負極端子
２２に密着する曲面部３４１、前記曲面部３４１の側端に形成される平面部３４２を含む
。
【００４４】
　また、本実施例で、弾性部材３５は、引張スプリングからなって、一対のカバー３４０
の平面部３４２に設置されることによって、この一対のカバー３４０を互いに連結する。
これによって、弾性部材３５は、一対のカバー３４０が形成する内部空間に正極端子２１
または負極端子２２が挿入されると、この一対のカバー３４０を引っ張って、これらのカ
バー３４０が正極端子２１または負極端子２２の外周面に密着する。
【００４５】
　カバー３４０には、前記導電体３２が設置され、この導電体３２は、電線からなり、前
記導電体３２は、前記カバー３４０にはんだ付けなどの方法で連結される。
【００４６】
　一方、ハウジング３６は、前記カバー３４０に正極端子２１または負極端子２２が挿入
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されて、このカバー３４０の位置が変動することを考慮して、十分な内部空間を有する大
きさに形成され、絶縁性が優れている素材からなることができる。また、カバー３４０は
、端子２１、２２の間の電気的連結のために、導電性を有する材質からなることができる
。
【００４７】
　さらに、ハウジング３６及びソケット部３４のカバー３４０は、弾性的な材質（例：ス
ポンジ）の部材３８によって互いに連結され、これによって、ソケット部３４のカバー３
４０は、ハウジング３６内に安定的に位置することができる。
【００４８】
　図４は本発明の第２実施例によるクリップのソケット部を示した斜視図であって、この
第２実施例のクリップは、前記第１実施例のクリップと基本的な構造は同一であり、ソケ
ット部の構造が異なるので、以下では、このソケット部についてのみ説明する。
【００４９】
　図４を参照すれば、ソケット部４４は、前記第１実施例のソケット部とは異なって、一
体に構成された金属薄板からなって、正極端子または負極端子の外形に対応した形状に形
成される。
【００５０】
　具体的に、このソケット部４４は、ほぼ円形のパイプ形状の曲面部４４１、及びこの曲
面部４４１の両先端に形成されて、弾性部材４５が設置される平面部４４２を含むカバー
４４０からなる。
【００５１】
　このように形成されたソケット部４４は、カバー４４０の内側に正極端子または負極端
子が挿入されると、前記ソケット部４４のカバー４４０は、前記正極または負極端子の外
形に合わせて弾性的に変形し、ここに弾性部材４５がカバー４４０に弾性力を付加してこ
のカバー４４０の両平面部４４２を引っ張るようになるので、これによって、ソケット部
４４のカバー４４０は、正極端子及び負極端子に弾力的に密着して接触する。
【００５２】
　図５は本発明の第３実施例によるクリップを示した断面図である。
【００５３】
　前記図面を参照して説明すれば、この第３実施例のクリップ５１は、前記第１実施例の
クリップと基本的な構造は同一であり、以下で説明される案内部材５７をさらに含むこと
が異なるので、以下では、この案内部材５７を中心にして説明する。
【００５４】
　この第３実施例において、案内部材５７は、ソケット部５４下に配置されて、このソケ
ット部５４の下端及びハウジング５６の下端に連結設置される。
【００５５】
　実質的に、案内部材５７は、弾性的に変形が可能な、例えばゴムなどの材質からなって
、その一端はソケット部５４のカバー５４０の下端に付着させ、他の一端はハウジング５
６の開口部の周囲部に付着させて、ソケット部５４及びハウジング５６に連結設置される
。
【００５６】
　本実施例で、この案内部材５７は、ソケット部５４のカバー５４０及びハウジング５６
の周囲に沿って配置されるバンド形状に形成されるが、これは、適正な数、例えばカバー
５４０の数に対応する数で前記周囲に配置されて、ソケット部５４のカバー５４０及びハ
ウジング５６を連結する帯状の部材に形成されることもできる。
【００５７】
　このような案内部材５７は、正極端子または負極端子がソケット部５４のカバー５４０
の内側に挿入された時に、弾性的に変形して、前記電極端子がカバー５４０の内側に容易
に挿入されるように、案内（ガイド）の役割を果たす。
【００５８】



(7) JP 4559389 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

　図６は本発明の第４実施例によるクリップを示した断面図である。
【００５９】
　前記図面を参照して説明すれば、この第４実施例のクリップ６１は、前記第１実施例の
クリップと基本的な構造は同一であり、ソケット部６４のカバー６４０の形状が異なるの
で、以下では、このカバー６４０を中心にして説明する。
【００６０】
　この第４実施例で、カバー６４０は、その内側面にねじ山が形成された構造からなる。
【００６１】
　このようなカバー６４０は、このカバー６４０に結合される正極端子７１または負極端
子７３が、その外周面にねじ山を形成した場合に、両者の間の結合をより堅固に行うこと
ができるようにする。
【００６２】
　つまり、この第４実施例によるカバー６４０は、通常の単位電池の電極端子がその外周
面にねじ山を形成して形成されることを勘案して形成されたものであって、このカバー６
４０は、その内側に正極端子７１または負極端子７３が挿入された時に、弾性部材６５の
弾性力によって弾性的に動いて、この正極端子７１または負極端子７３に付着するように
なる。最終的に、この第４実施例において、このカバー６４０及び正極端子７１または負
極端子７３は、ねじ結合される。
【００６３】
　この第４実施例によれば、通常の単位電池の電極端子に対応して、本発明による連結具
のクリップを有用に適用することができ、さらにクリップ及び電極端子の間の結合力を一
層強化することができるようになる。
【００６４】
　図７は本発明の第５実施例によるクリップを示した斜視図であり、図８は図７のＶＩＩ
Ｉ－ＶＩＩＩ線による断面図である。
【００６５】
　前記図面を参照して説明すれば、この第５実施例のクリップ７１は、前記第１実施例の
クリップと基本的な構造は同一であり、弾性部材７３の構造が異なるので、以下では、こ
の弾性部材７３を中心にして説明する。
【００６６】
　この第５実施例において、弾性部材７３は、圧縮スプリングからなって、ハウジング７
５及びソケット部７７のカバー７７０の間に配置される。
【００６７】
　つまり、弾性部材７３は、ハウジング７５の内周面及びカバー７７０の外周面に連結設
置されて、カバー７７０の内側に正極端子または負極端子が挿入された時に、収縮してこ
のカバー７７０に弾性力を付加する。本実施例では、図面に示したように、この弾性部材
７３がカバー７７０に対して四方に配置されるが、これは一例にすぎず、その配置形態や
数は、図面のものに限定されない。
【００６８】
　図９は本発明の第６実施例によるクリップを示した斜視図である。
【００６９】
　図９を参照すれば、この第６実施例のクリップ８１も、前記第１実施例のクリップと基
本的な構造は同一であり、弾性部材８３の構造が異なるので、以下では、この弾性部材８
３を中心にして説明する。
【００７０】
　この第６実施例において、弾性部材８３は、ソケット部８５のカバー８５０の外周面に
設置されて、弾性的に収縮または弛緩する弾性バンドからなる。
【００７１】
　この第６実施例において、ソケット部８５のカバー８５０は、弾性部材８３が良好な状
態でその外周面に設置されるようにするために、前記実施例とは異なって、その両先端に
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形成された平面部を排除して、正極端子９１または負極端子９３の外形に対応する曲面部
だけを含んで形成されている。
【００７２】
　このように形成されたクリップ８１は、図面に示したように、ソケット部８５のカバー
８５０の内側に正極端子９１または負極端子９３が嵌合されると、弾性部材８３の弾性力
によってソケット部８５のカバー８５０が正極端子９１または負極端子９３の外周面に密
着して、これに固定されるようになる。
【００７３】
　以上で説明した本発明の実施例による電池モジュールは、ハイブリッド電気自動車（Ｈ
ＥＶ）、電気自動車（ＥＶ）、無線掃除機、電動自転車、電動スクーターなどのモータを
使用して作動する機器において、当該機器のモータを駆動するためのエネルギー源として
使用することができる。
【００７４】
　前記では、本発明の好ましい実施例について説明したが、本発明はこれに限定されず、
特許請求の範囲、発明の詳細な説明、及び添付した図面の範囲内で多様に変形して実施す
ることができ、これも本発明の範囲に属する。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の第１実施例による電池モジュールを示した斜視図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線による断面図である。
【図３】本発明の第１実施例による連結具のクリップを示した斜視図である。
【図４】本発明の第２実施例による連結具のクリップを示した斜視図である。
【図５】本発明の第３実施例による連結具のクリップを示した断面図である。
【図６】本発明の第４実施例による連結具のクリップを示した断面図である。
【図７】本発明の第５実施例による連結具のクリップを示した斜視図である。
【図８】図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線による断面図である。
【図９】本発明の第６実施例による連結具のクリップを示した斜視図である。
【符号の説明】
【００７６】
　１０　単位電池
　１００　電池モジュール
　１１　正極
　１２　負極
　１３　セパレータ
　１４　ケース
　１５　電極群
　１７　キャッププレート
　２１　正極端子
　２２　負極端子
　２６　隔壁
　３０　連結具
　３１　クリップ
　３２　導電体
　３４　ソケット部
　３４０　カバー
　３４１　曲面部
　３４２　平面部
　３５　弾性部材
　３６　ハウジング
　５７　案内部材



(9) JP 4559389 B2 2010.10.6

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(10) JP 4559389 B2 2010.10.6

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(11) JP 4559389 B2 2010.10.6

【図９】



(12) JP 4559389 B2 2010.10.6

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  金　泰容
            大韓民国京畿道水原市霊通区▲シン▼洞５７５番地

    審査官  長谷山　健

(56)参考文献  実公昭３７－０１８９６５（ＪＰ，Ｙ１）　　
              特開平０９－２９３４９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０１６６２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０９２１０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０５－０３４６６１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開平０５－０３４６６３（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平１０－３３４８８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              実公昭４８－００１６３４（ＪＰ，Ｙ１）　　
              特開平０９－１９９０９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２９７３４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－１８１０５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第３０８６６０１（ＪＰ，Ｃ１）　　
              特開平１１－０８６８３１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｍ　　　２／２０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

