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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数の単位電池；
　前記単位電池の間に設けられるスペーサ；
　前記単位電池を電気的に連結する電極タブ；及び
　前記単位電池とスペーサを収納するケースを含み、
　前記スペーサの両端部には、安着面に設けられる単位電池の動きを防止する係止リブが
形成され、前記係止リブは、前記スペーサの両端部に交互に形成され、
　前記ケースの内側壁には、前記スペーサと対応する間隙防止リブが具備されたことを特
徴とするバッテリーパック。
【請求項２】
　前記単位電池は円筒形電池であり、前記多数の単位電池が多段に設けられ、互いに隣り
合う単位電池は互いに異なる極性を有するように配置されることを特徴とする請求項１に
記載のバッテリーパック。
【請求項３】
　前記スペーサのプレート形状のボディーに、前記単位電池の外周面と対応する複数の安
着面が形成され、前記安着面と別の安着面との間には放熱溝が形成された隔壁が具備され
たことを特徴とする請求項１に記載のバッテリーパック。
【請求項４】
　前記スペーサの長さ方向にリードワイヤ引出孔が形成されたことを特徴とする請求項１
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に記載のバッテリーパック。
【請求項５】
　前記スペーサは軟性プラスチック材質で形成されたことを特徴とする請求項１に記載の
バッテリーパック。
【請求項６】
　前記軟性プラスチックは、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ塩化
ビニール（ＰＶＣ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）ま
たはこれと等価の性質を有する材質から選択される少なくとも一つの材質を含むことを特
徴とする請求項５に記載のバッテリーパック。
【請求項７】
　前記ケースは、前記多数の単位電池及びスペーサが収納される下部ケースと前記下部ケ
ースを密閉する上部ケースとを含み、前記下部ケースの側壁内側面に前記間隙防止リブが
形成されたことを特徴とする請求項１に記載のバッテリーパック。
【請求項８】
　前記下部ケースは、底プレートに対してその側壁が上部に向かって外方へ傾くように形
成され、前記間隙防止リブの上部がその下部よりも突き出るように形成されたことを特徴
とする請求項７に記載のバッテリーパック。
【請求項９】
　前記間隙防止リブの最上端部の突出長さは１.６５６ｍｍであり、最下端部の突出長さ
は０.９９２ｍｍであることを特徴とする請求項８に記載のバッテリーパック。
【請求項１０】
　前記下部ケースの底プレートに、前記単位電池が安着する半円形状の断面を有する安着
溝部が格子形態に形成されたことを特徴とする請求項７に記載のバッテリーパック。
【請求項１１】
　多数の単位電池；
　前記単位電池の間に設けられるスペーサ；
　前記単位電池を電気的に連結する電極タブ；及び
　前記単位電池とスペーサを収納するケースを含み、
　前記スペーサの両端部には、安着面に設けられる単位電池の動きを防止する係止リブが
、前記スペーサの両端部に交互に形成され、
　前記ケースの内側壁には、前記電極タブに対応する間隙防止リブが具備されたことを特
徴とするバッテリーパック。
【請求項１２】
　前記スペーサのプレート形状のボディーに、前記単位電池の外周面と対応する複数の安
着面が形成され、前記安着面と別の安着面との間には放熱溝が形成された隔壁が具備され
たことを特徴とする請求項１１に記載のバッテリーパック。
【請求項１３】
　前記スペーサの長さ方向にリードワイヤ引出孔が形成されたことを特徴とする請求項１
１に記載のバッテリーパック。
【請求項１４】
　前記スペーサは軟性プラスチック材質で形成されたことを特徴とする請求項１１に記載
のバッテリーパック。
【請求項１５】
　前記電極タブは、前記単位電池と溶接される接点部と、リードワイヤが連結されるリー
ドワイヤ連結部とを含むことを特徴とする請求項１１に記載のバッテリーパック。
【請求項１６】
　前記ケースは、前記単位電池及びスペーサが収納される下部ケースと、前記下部ケース
を密閉する上部ケースとを含み、前記下部ケースの側壁の内側に前記間隙防止リブが形成
されたことを特徴とする請求項１１に記載のバッテリーパック。
【請求項１７】
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　前記下部ケースは、底プレートに対してその側壁が上部に向かって外方へ傾くように形
成され、前記間隙防止リブの上部がその下部よりも突き出るように形成されたことを特徴
とする請求項１６に記載のバッテリーパック。
【請求項１８】
　前記電極タブと前記ケースとの間に具備され、前記電極タブを保護する絶縁テープをさ
らに含むことを特徴とする請求項１１に記載のバッテリーパック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バッテリーパックに関し、特に、多数の単位電池を具備し高出力、大容量に
適するようにしたバッテリーパックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　二次電池（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｂａｔｔｅｒｙ）は、充電が不可能な一次電池とは異
なり、充電及び放電が可能な電池である。かかる二次電池は、低容量電池の場合、携帯電
話やノートパンコン及びカムコーダーのような携帯可能な小型電子機器に使用され、大容
量電池の場合、ハイブリッド自動車などのモーター駆動用電源として広く使用されている
。
【０００３】
　前記二次電池は、円筒形、角形等のように様々な形状からなる。大きい電力を必要とす
る機器、例えば、電気自動車等のモーター駆動に使用できるように、複数の高出力二次電
池を直列連結して、大容量の二次電池を構成する。
【０００４】
　このように一つの大容量二次電池である電池モジュールは、通常直列に連結される複数
の単位電池からなる。前記各々の単位電池は、陽極板と陰極板とがセパレーターを介在さ
せて位置する電極組立体と、前記電極組立体が内蔵されるケースと、前記ケースに結合さ
れてこれを密閉するキャップ組立体と、前記キャップ組立体に突き出て前記電極組立体に
具備された陽、陰極板の集電体と電気的に連結される陽、陰極端子とを含む。これにより
、前記電池モジュールは、前記多数の単位電池が所定の間隔で配列され、各単位電池が電
極タブにより直列または並列に連結されて構成される。前記電池モジュールはスペーサに
挿入されて単位電池同士が互いに離隔する。
【０００５】
　そして前記電池モジュールは、最終的に電気的に連結された保護回路基板とともに外装
ケースの内部に収納されて、バッテリーパックを形成する。
【０００６】
　このような前記バッテリーパックは、前記外装ケースへの収納後、外部衝撃によって電
池モジュールが動き、各単位電池の間の連結が解除されることがある。または、単位電池
と保護回路基板との連結が解除されてしまう問題がある。
【０００７】
　したがって従来には、前記電池モジュールと前記外装ケースの内側壁との間に別の間隙
発生防止用部材を具備して、電池モジュールが外装ケースの内部で動かないようにしてい
る。しかし、このような従来技術にかかるバッテリーパックにおいては、部品数が増加し
て製造費用が上昇し、別の間隙発生防止用部材の組立てが難しいので、組立て生産性が低
下する問題がある。
【０００８】
　さらに従来には、電池モジュールを取り囲む別のインナーケースを具備して、前記イン
ナーケースに電池モジュールを収納した状態で、外装ケースの内部にまたインナーケース
を収納する方式が提供される。しかし、このような従来技術にかかるバッテリーパックに
おいては、追加されたインナーケースと外装ケースの内側壁との間にまた間隙が発生する
ので、電池の動き発生を解決し難い問題がある。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、多数の単位電池がケースの内部で動くのを防止することにある。
【００１０】
　本発明の他の目的は、前記単位電池の動き防止効果を、スペーサを固定して達成するこ
とにある。
【００１１】
　本発明の他の目的は、前記単位電池の動き防止効果を、電極タブを固定して達成するこ
とにある。
【００１２】
　本発明のまた他の目的は、多数の単位電池がスペーサから離脱せず、且つそれらの動き
が防止されるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述の目的を達成するために、本発明の一態様にかかるバッテリーパックは、多数の単
位電池；前記単位電池の間に設けられるスペーサ；前記単位電池を電気的に連結する電極
タブ；及び前記単位電池とスペーサを収納するケースを含み、前記ケースの内側壁には、
前記スペーサと対応する間隙防止リブが具備されたことを特徴とする。
【００１４】
　前記単位電池は円筒形電池であり、前記多数の単位電池が多段に設けられ、互いに隣り
合う単位電池は互いに異なる極性を有するように配置されることが好ましい。
【００１５】
　前記スペーサのプレート形状のボディーに、前記単位電池の外周面と対応する複数の安
着面が形成され、前記安着面と別の安着面との間には放熱溝が形成された隔壁が具備され
ることが好ましい。
【００１６】
　前記スペーサには、スペーサボディーの長さ方向にリードワイヤ引出孔が形成されるこ
とが好ましい。
【００１７】
　前記スペーサの両端部には、前記安着面に設けられる単位電池の動きを防止する係止リ
ブが形成され、前記係止リブは、前記スペーサボディーの両端部に交互に形成されること
が好ましい。
【００１８】
　前記スペーサは軟性プラスチック材質で形成されることが好ましい。
【００１９】
　前記軟性プラスチックは、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ塩化
ビニール（ＰＶＣ）、ポリスチレン（ＣＰＳ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴＥ
）またはこれと等価の性質を有する材質から選択される少なくとも一つの材質を含むこと
が好ましい。
【００２０】
　前記ケースは、前記多数の単位電池及びスペーサが収納される下部ケースと前記下部ケ
ースを密閉する上部ケースとを含み、前記下部ケースの側壁内側面に前記間隙防止リブが
形成されることが好ましい。
【００２１】
　前記下部ケースは、底プレートに対してその側壁が上部に向かって外方へ傾くように形
成され、前記間隙防止リブの上部がその下部よりも突き出るように形成されることが好ま
しい。
【００２２】
　前記間隙防止リブの最上端部の突出長さは１.６５６ｍｍであり、最下端部の突出長さ
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は０.９９２ｍｍであることが好ましい。
【００２３】
　前記下部ケースの底プレートに、前記単位電池が安着する半円形状の断面を有する安着
溝部が格子形態に形成されることが好ましい。
【００２４】
　上述の目的を達成するために、本発明の他の態様にかかるバッテリーパックは、多数の
単位電池；前記単位電池の間に設けられるスペーサ；前記単位電池を電気的に連結する電
極タブ；及び前記単位電池とスペーサを収納するケースを含み、前記ケースの内側壁には
、前記電極タブに対応する間隙防止リブが具備されたことを特徴とする。
【００２５】
　前記スペーサのプレート形状のボディーに、前記単位電池の外周面と対応する複数の安
着面が形成され、前記安着面と別の安着面との間には放熱溝が形成された隔壁が具備され
ることが好ましい。
【００２６】
　前記スペーサには、スペーサボディーの長さ方向にリードワイヤ引出孔が形成されるこ
とが好ましい。
【００２７】
　前記スペーサの両端部には、前記安着面に設けられる単位電池の動きを防止する係止リ
ブが、前記スペーサボディーの両端部に交互に形成されることが好ましい。
【００２８】
　前記スペーサは軟性プラスチック材質で形成されることが好ましい。
【００２９】
　前記電極タブは、前記単位電池と溶接される接点部と、リードワイヤが連結されるリー
ドワイヤ接連結部とを含むことが好ましい。
【００３０】
　前記ケースは、前記単位電池及びスペーサが収納される下部ケースと、前記下部ケース
を密閉する上部ケースとを含み、前記下部ケースの側壁の内側に前記間隙防止リブが形成
されることが好ましい。
【００３１】
　前記下部ケースは、底プレートに対してその側壁が上部に向かって外方へ傾くように形
成され、前記間隙防止リブの上部がその下部よりも突き出るように形成されることが好ま
しい。
【００３２】
　前記電極タブと前記ケースとの間に具備され、前記電極タブを保護する絶縁テープをさ
らに含むことが好ましい。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明にかかるバッテリーパックは、高出力を要求する大容量バッテリーパックを提供
しながら、多数の単位電池を収納するケースの内部に間隙防止リブをスペーサまたは電極
タブと密着するように形成することで、外部衝撃による単位電池の動き発生を最小化して
、電池セルの作動不良を防止し製品の信頼性を向上させる効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明にかかるバッテリーパックの外観斜視図である。
【図２】本発明にかかるバッテリーパックから上部ケースが分離された状態図である。
【図３】本発明にかかるバッテリーパックの分解斜視図である。
【図４】本発明の一実施例にかかるスペーサの斜視図である。
【図５】図４のスペーサと単位電池との組立状態図である。
【図６】図５の単位電池に電極タブが組み立てられた状態図である。
【図７】本発明の一実施例にかかる下部ケースの斜視図である。
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【図８】図７の下部ケースの断面図である。
【図９】本発明の一実施例にかかるバッテリーパックの組立状態平面図である。
【図１０】本発明の他の実施例にかかるバッテリーパックの斜視図である。
【図１１】本発明の他の実施例にかかるバッテリーパックの組立状態平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、上記のような本発明の好ましい実施例を添付図面を参照して説明する。
【実施例】
【００３６】
　図１は、本発明にかかるバッテリーパックの外観斜視図、図２は、本発明にかかるバッ
テリーパックから上部ケースが分離された状態図、図３は、本発明にかかるバッテリーパ
ックの分解斜視図、図４は、本発明の一実施例にかかるスペーサの斜視図、図５は、図４
のスペーサと単位電池との組立状態図、図６は、図５の単位電池に電極タブが組み立てら
れた状態図、図７は、本発明の一実施例にかかる下部ケースの斜視図、図８は、図７の下
部ケースの断面図、図９は、本発明の一実施例にかかるバッテリーパックの組立状態平面
図である。
【００３７】
　図１乃至図９を参照すれば、本発明の一実施例にかかるバッテリーパック１００は、多
数の単位電池１１０と、前記多数の単位電池１１０を区分けするスペーサ１２０と、前記
多数の単位電池１１０を直列または並列に接続する電極タブ１３０と、前記単位電池１１
０、スペーサ１２０及び電極タブ１３０が収納されるケースとを含む。前記ケースの内側
壁には、前記スペーサ１２０に対応する間隙防止リブ１５４が形成される。
【００３８】
　前記バッテリーパック１００は、前記単位電池１１０の過充放電時に単位電池を保護す
る保護回路基板１４０と、前記単位電池１１０と前記保護回路基板１４０とを電気的に連
結するリードワイヤ１４１とをさらに含む。
【００３９】
　また、前記電極タブ１３０の外周面に付着する絶縁テープ１７０と、前記ケースの底面
に設けられるクッションテープ１８０と、前記単位電池１１０の上部に結合され、前記保
護回路基板１４０が設けられるホルダー１９０とをさらに含む。
【００４０】
　前記多数の単位電池１１０は円筒形電池である。前記単位電池１１０は、５個の単位電
池１１０が一列に設けられ、一列に設けられた電池は２段に配置される。前記単位電池１
１０は、互いに隣り合う単位電池の極性が互いに異なるように設けられる。すなわち、陽
極（＋）極性が一端に位置する単位電池と隣り合う単位電池は、陰極（－）極性が一端に
位置するように配置される。
【００４１】
　前記スペーサ１２０は、プレート形状のスペーサボディー１２１に、前記円筒形電池で
ある単位電池１１０の外周面と対応する半円状の安着面１２２が形成された構成からなる
。前記安着面１２２は、前記スペーサボディー１２１の上、下面に各々５区間ずつ形成さ
れる。前記安着面１２２と別の安着面１２２との間には、隔壁１２３が具備される。前記
隔壁１２３には放熱溝１２４が形成される。
【００４２】
　前記スペーサ１２０には、前記スペーサボディー１２１の長さ方向に貫通されるリード
ワイヤ引出孔１２５が形成される。前記リードワイヤ引出孔１２５は上、下段に形成され
た二つの安着面１２２の間に形成される。図面には、前記リードワイヤ引出孔１２５が４
個形成された状態が図示されている。
【００４３】
　前記スペーサ１２０において、前記スペーサボディー１２１の両端部に単位電池１１０
の動きを防止する係止リブ１２６が形成される。前記係止リブ１２６は前記安着面１２２
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の少なくとも一側端部に形成される。これにより、前記係止リブ１２６は、安着面１２２
に挿入された単位電池１１０がスペーサボディー１２１の外側へ離脱しないようにする。
前記係止リブ１２６は、前記リードワイヤ引出孔１２５の上、下部に形成される。この時
、前記係止リブ１２６はスペーサ１２０の安着面１２２の一側のみに形成され、他側には
形成されない。そして、その次の安着面１２２には、他側のみに係止リブが形成され、一
側には係止リブが形成されない。このようにスペーサ１２０の一側と他側に交互に係止リ
ブが形成されても、単位電池の動き及び離脱を防止することができる。このように前記係
止リブ１２６は、前記スペーサ１２０の両端部に交互に形成されるので、前記電極タブ１
３０が単位電池１１０と溶接された状態で、前記電極タブ１３０と係止リブ１２６が互い
に干渉されない。
【００４４】
　前記スペーサ１２０は軟性プラスチック材質で形成される。前記軟性プラスチックは、
ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ塩化ビニール（ＰＶＣ）、ポリス
チレン（ＣＰＳ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴＥ）またはこれと等価の性質を
有する材質から選択される少なくとも一つの材質を含む。このような材質の特性により、
衝撃を吸収しながら対象物を支持し、保護する。
【００４５】
　前記電極タブ１３０は、前記単位電池１１０のうち上下段に互いに隣接して位置する２
個または４個の単位電池を直列に連結する。前記電極タブ１３０の四つの角部または両端
部に、前記単位電池１１０の陽極（＋）または陰極（－）と溶接される接点部１３１が具
備される。前記電極タブ１３０の中央には、前記リードワイヤ１４１を通過した状態で保
持するリードワイヤ連結部１３２が形成される。前記電極タブ１３０は伝導性の良好な金
属材質で形成される。前記金属材質は、ニッケル、アルミニウム、銅または銀から選択さ
れる少なくとも一つの材質を含む。
【００４６】
　前記保護回路基板１４０には、過充放電時に前記多数の単位電池１１０を保護する保護
回路（図示せず）または電気素子（図示せず）が装着される。
【００４７】
　前記リードワイヤ１４１は前記保護回路基板１４０から引き出され、前記保護回路また
は電気素子と前記単位電池１１０とを連結する。前記リードワイヤ１４１は、前記スペー
サ１２０のリードワイヤ引出孔１２５を通過して設けられる。そして、前記電極タブ１３
０のリードワイヤ連結部１３２に固定設置される。
【００４８】
　前記ケースは、前記単位電池１１０、スペーサ１２０、電極タブ１３０及び前記保護回
路基板１４０が収納される下部ケース１５０と、前記下部ケース１５０の開放された上部
を密閉する上部ケース１６０とを含む。
【００４９】
　前記下部ケース１５０は、底プレート１５１と前記底プレート１５１の各辺から上部に
延長された四つの側壁１５２とを有する。
【００５０】
　前記底プレート１５１の上面には、前記単位電池１１０が安着する半円形状の断面を有
する安着溝部１５３が多数形成される。これにより、前記安着溝部１５３は底プレート１
５１に格子形態に形成される。
【００５１】
前記側壁１５２の内側面に複数の間隙防止リブ１５４が形成される。
【００５２】
　前記間隙防止リブ１５４は前記スペーサ１２０と対応するように形成される。よって、
複数の間隙防止リブ１５４が内側壁に長さ方向に形成される。このような前記間隙防止リ
ブ１５４は、スペーサ１２０と対応する部分に各々一対のリブが互いに平行に形成される
。
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【００５３】
　前記下部ケース１５０において、側壁１５２が底プレート１５１に対して傾くように形
成される。すなわち、側壁１５２は上部に向かって外方へ傾くように形成される。
【００５４】
　よって、前記間隙防止リブ１５４は、その上部が下部よりも突き出るように形成される
ことが好ましい。一例として前記間隙防止リブ１５４は、その最下端部１５４ｂの突出長
さｄ２が０.９９２ｍｍで、最上端部１５４ａの突出長さｄ１は１.６５６ｍｍに形成され
る。つまり、前記間隙防止リブ１５４の最上端部１５４ａと最下端部１５４ｂの突出長さ
は、略３：２の比率で形成される。このような比率は限定されるのではなく、底プレート
１５１に対して側壁１５２が傾いた分だけ間隙防止リブ１５４の上、下部の突出長さは異
なるように形成される。このように前記間隙防止リブ１５４の上部が下部よりも突き出る
ことにより、スペーサ１２０から離隔することなく保持されるようになる。
【００５５】
　前記上部ケース１６０は、前記下部ケース１５０の開放された上部を密閉することがで
きる形態と大きさに形成される。よって、略ボックス状に形成された下部ケース１５０に
対してそのボックスをカバーするカバープレート形状に形成される。
【００５６】
　前記絶縁テープ１７０は、前記電極タブ１３０と下部ケース１５０との間に付着して前
記電極タブ１３０を保護する。また、前記クッションテープ１８０は、下部ケース１５０
の内側に設けられる。この時、クッションテープ１８０は、底プレート１５１の上面に設
けられ、安着した単位電池１１０が底プレート１５１から受ける衝撃を吸収する。
【００５７】
　前記ホルダー１９０は、前記単位電池１１０の上面と側面を取り囲むようにして、外部
衝撃から単位電池１１０を保護する。
【００５８】
　このように構成された本発明にかかるバッテリーパックの一実施例の組立て方法を説明
する。
【００５９】
　先ず多数の単位電池１１０をスペーサ１２０に安着させる。前記単位電池１１０は、互
いに隣り合う単位電池１１０が互いに異なる極性を有するように、スペーサ１２０の安着
面１２２に各々安着される。前記安着面１２２の間には、隔壁１２３に放熱溝１２４が形
成されており、単位電池１１０から発生する熱を外部に放出する。また、前記スペーサ１
２０に安着した多数の単位電池１１０は、スペーサボディー１２１の両端に対応して交互
に形成された係止リブ１２６によって、その離脱が防止される。前記係止リブ１２６は、
外部衝撃が発生しても、単位電池１１０の一端と他端を保持しているので、単位電池１１
０の動きが発生しない。
【００６０】
　前記多数の単位電池１１０のうち少なくとも２個の電池（または４個の電池）の両端部
に、各々一つの電極タブ１３０が溶接される。よって、前記電極タブ１３０によって溶接
された複数の単位電池１１０は直列または並列に連結される。
【００６１】
　前記電極タブ１３０の外面には絶縁テープ１７０が付着される。前記絶縁テープ１７０
は、前記電極タブ１３０と対応する形状に形成され、前記電極タブ１３０を保護する。
【００６２】
　前記単位電池１１０の上部にはホルダー１９０が組み立てられる。前記ホルダー１９０
は、前記単位電池１１０の上面と側面を取り囲む形態に組み立てられる。
【００６３】
　また、前記ホルダー１９０の上面には保護回路基板１４０が設けられる。前記保護回路
基板１４０からは複数のリードワイヤ１４１が引き出される。前記リードワイヤ１４１は
前記各単位電池１１０と連結される。この時、前記リードワイヤ１４１は、前記スペーサ
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１２０に形成されたリードワイヤ引出孔１２５を通過し、前記電極タブ１３０に形成され
たリードワイヤ連結部１３２に固定設置される。これにより、前記リードワイヤ１４１は
、前記保護回路基板１４０から引き出されて、前記単位電池１１０に溶接された電極タブ
１３０と連結される。
【００６４】
　前記単位電池１１０は、スペーサ１２０に安着し電極タブ１３０と保護回路基板１４０
とに連結されることで、電池モジュールを形成し、下部ケース１５０の内部に収納される
。前記電池モジュールは、下部ケース１５０の底プレート１５１に安着する際にクッショ
ンテープ１８０の上に安着するので、底プレート１５１との衝突から保護される。
【００６５】
　そして電池モジュールのうちホルダー１９０によって取り囲まれない単位電池１１０の
下面は、下部ケース１５０の底プレート１５１の上面に形成された多数の安着溝部１５３
に各々安着する。そして前記スペーサ１２０は、下部ケース１５０の側壁１５２に形成さ
れた間隙防止リブ１５４と密着する。この時、前記間隙防止リブ１５４は、スペーサ１２
０のスペーサボディー１２１と接触した状態で、スペーサ１２０の両端部に対応する。す
なわち、前記間隙防止リブ１５４はスペーサ１２０を保持し、係止リブ１２６によって、
スペーサ１２０に安着した単位電池１１０の動きが防止される。これにより、前記間隙防
止リブ１５４は、スペーサ１２０に安着した各単位電池１１０が動くことを防止するよう
になる。特に前記間隙防止リブ１５４は、その最上端部１５４ａが最下端部１５４ｂより
も突き出て形成されているので、下部ケース１５０の側壁１５２が外方へ広がった状態で
も、スペーサ１２０から離隔することなく、密着した状態を維持する。
【００６６】
　最後に前記下部ケース１５０の上部側で上部ケース１６０をスクリュー１９５で締結す
ると、バッテリーパックの組立てが完了する。
【００６７】
　次に、本発明の他の実施例にかかるバッテリーパックを図３を参照して説明する。
【００６８】
　図１０は、本発明の他の実施例にかかるバッテリーパックの斜視図であり、図１１は、
本発明の他の実施例にかかるバッテリーパックの組立状態平面図である。
【００６９】
　図３と図１０及び図１１を参照すれば、本発明の他の実施例にかかるバッテリーパック
２００は、多数の単位電池１１０と、前記多数の単位電池１１０を区分けするスペーサ１
２０と、前記多数の単位電池１１０を直列または並列に接続する電極タブ１３０と、前記
単位電池１１０、スペーサ１２０及び電極タブ１３０が収納されるケースとを含む。前記
ケースの内側壁には、前記電極タブ１３０に対応する間隙防止リブ２５４が形成される。
【００７０】
　前記ケースは、過充放電時に単位電池を保護する保護回路基板１４０を含み、また、前
記電極タブ１３０の外周面に付着する絶縁テープ１７０と、前記ケースの底面に設けられ
るクッションテープ１８０と、前記単位電池１１０の上部に結合され、前記保護回路基板
１４０が設けられるホルダー１９０とをさらに含む。
【００７１】
　本発明の他の実施例にかかるバッテリーパック２００は、前記電極タブ１３０を保持す
る間隙防止リブ２５４を含む下部ケース２５０の構成を除いて、上述した一実施例と等し
い構成を有する。よって、同一構成には同一符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００７２】
　前記ケースは、前記多数の単位電池１１０、スペーサ１２０、電極タブ１３０及び保護
回路基板１４０が収納される下部ケース２５０と、前記下部ケースを密閉する上部ケース
１６０とを含む。
【００７３】
　前記下部ケース２５０は、底プレート２５１と前記底プレート２５１の各辺から上部に
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ブ２５４が形成される。
【００７４】
　前記間隙防止リブ２５４は、前記側壁２５２の内側で前記電極タブ１３０と対応する位
置に形成される。これにより、前記間隙防止リブ２５４は側壁２５２の内側面に長さ方向
に形成され、前記電極タブ１３０と各々対応する位置に一対の間隙防止リブ２５４が各々
互いに平行に形成される。
【００７５】
　このように構成された本発明の他の実施例にかかるバッテリーパックの組立て方法は、
上述した本発明の一実施例にかかるバッテリーパックの組立て方法と等しい。
【００７６】
　本発明の他の実施例にかかるバッテリーパックは、多数の単位電池１１０が下部ケース
２５０に収納される際、単位電池１１０に溶接された複数の電極タブ１３０が各々の間隙
防止リブ２５４によって保持される。これにより、前記電極タブ１３０は、各々の単位電
池１１０と溶接された状態を維持するようになる。それとともに、前記間隙防止リブ２５
４は各々の単位電池１１０の動きを防止するようになる。
【００７７】
　上述したような本発明の一実施例及び他の実施例においては、下部ケースに形成された
間隙防止リブによってスペーサのみ保持されるか、または間隙防止リブによって電極タブ
のみ保持される実施例を説明した。しかし、スペーサと電極タブを同時に保持する場合に
も、本発明の目的を達成する効果を発揮できることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００７８】
　　１００、２００：バッテリーパック
　　１１０：単位電池
　　１２０：スペーサ
　　１２１：スペーサボディー
　　１２２：安着面
　　１２３：隔壁
　　１２４：放熱溝
　　１２５：リードワイヤ引出孔
　　１２６：係止リブ
　　１３０：電極タブ
　　１３１：接点部
　　１３２：リードワイヤ連結部
　　１４０：保護回路基板
　　１４１：リードワイヤ
　　１５０、２５０：下部ケース
　　１５１、２５１：底プレート
　　１５２、２５２：側壁
　　１５３：安着溝部
　　１５４、２５４：間隙防止リブ
　　１６０：上部ケース
　　１７０：絶縁テープ
　　１８０：クッションテープ
　　１９０：ホルダー
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