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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電池セルがセルカバーで覆われている構造の一つ以上の単位モジュールが垂直に立てら
れて積層された状態でモジュールケースに装着されている一つ以上の電池モジュールで構
成された電池モジュール配列体と、
　前記電池モジュール配列体が搭載されるベースプレートと、
　下端が前記ベースプレートに固定された状態で前記電池モジュール配列体の両側面を支
持する１対のエンドプレートと、
　前記電池モジュール配列体とエンドプレートとの間に挟持され、前記電池モジュール配
列体に対面する面には、外力に対する緩衝作用と冷媒流路の形成のための一つ以上のリブ
が設けられている絶縁部材と、
を備え、
　前記単位モジュールは、２つ以上の電池セルが電極端子部位を除いてセルカバーで覆わ
れており、
　前記セルカバーの外面には冷媒流路の形成のための一つ以上のビードが設けられており
、前記絶縁部材のリブは前記セルカバーのビードに対面していることを特徴とする電池パ
ック。
【請求項２】
　前記電池セルは、板状電池セルであることを特徴とする、請求項１に記載の電池パック
。
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【請求項３】
　前記電池セルは、ラミネート電池ケースに電極組立体が内蔵されていることを特徴とす
る、請求項２に記載の電池パック。
【請求項４】
　前記電池モジュールは、２つ以上の単位モジュールを含んでおり、最外側の単位モジュ
ールの一側面が外部に開放される形状の上下部ケースの間に装着されていることを特徴と
する、請求項１に記載の電池パック。
【請求項５】
　前記エンドプレートは平面上において長方形になっていることを特徴とする、請求項１
に記載の電池パック。
【請求項６】
　１対の前記エンドプレートの少なくともいずれか一方には、電池セルのスウェリングに
よる膨脹応力が電池セル又は単位モジュールの電極端子連結部位に集中してスウェリング
が所定値以上になるとき、前記電極端子連結部位が破裂しながら断電となるように、電極
端子連結部位に対応する箇所に開口が設けられていることを特徴とする、請求項１に記載
の電池パック。
【請求項７】
　前記絶縁部材は、単位モジュールの一側面に対応する板状構造の発泡体からなることを
特徴とする、請求項１に記載の電池パック。
【請求項８】
　前記発泡体はＥＰＰ（Ｅｘｐａｎｄｅｄ　Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ）素材からなる
ことを特徴とする、請求項７に記載の電池パック。
【請求項９】
　前記絶縁部材は、電池パックの上下方向に配列された２つ以上のリブを有していること
を特徴とする、請求項１に記載の電池パック。
【請求項１０】
　２つ以上の前記リブの少なくともいずれか一方には、リブの両側部位が連通するように
一つ以上の段差部が設けら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。
【請求項１１】
　前記電池モジュールの荷重を支持するように電池モジュール配列体の前面と後面にそれ
ぞれ配置されており、且つ両端部が外部デバイスに締結される構造になっている１対の固
定フレームをさらに備えることを特徴とする、請求項１に記載の電池パック。
【請求項１２】
　請求項１に記載の電池パックを電源として用いることを特徴とする、デバイス。
【請求項１３】
　前記デバイスは、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ド電気
自動車、又は電力貯蔵装置であることを特徴とする、請求項１２に記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、安全性の向上した電池モジュール及びこれを含む電池パックに関し、特に、
電池セルがセルカバーで覆われている構造の一つ以上の単位モジュールが垂直に立てられ
て積層された状態でモジュールケースに装着されている一つ以上の電池モジュールで構成
された電池モジュール配列体と、電池モジュール配列体が搭載されるベースプレートと、
下端がベースプレートに固定された状態で前記電池モジュール配列体の両側面を支持する
１対のエンドプレートと、前記電池モジュール配列体とエンドプレートとの間に挟持され
、電池モジュール配列体に対面する面には、外力に対する緩衝作用と冷媒流路の形成のた
めの一つ以上のリブが設けられている絶縁部材と、を備えることを特徴とする電池パック
に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　モバイル機器の技術開発と需要が増加するに伴い、エネルギー源としての二次電池の需
要も急増しつつある。二次電池の中でも、高いエネルギー密度と放電電圧を有するリチウ
ム二次電池に関して多くの研究が行われ、商用化して広く使用されている。
【０００３】
　二次電池は、携帯電話、デジタルカメラ、ＰＤＡ、ノートパソコンなどのモバイル、ワ
イヤレス電子機器の他、電気自転車（Ｅ－ｂｉｋｅ）、電気自動車（ＥＶ）、ハイブリッ
ド電気自動車（ＨＥＶ）のような動力装置のエネルギー源としても高い関心を集めている
。
【０００４】
　携帯電話、カメラなどの小型デバイスには、１つの電池セルがパックキングされている
小型電池パックが使われているが、ノートパソコン、電気自動車などの中大型のデバイス
には、２つ又はそれ以上の電池セル（以下、「マルチ－セル」と呼ばれることもある）を
並列及び／又は直列に連結した電池パックがパックキングされている中型又は大型の電池
パックが使われている。
【０００５】
　上述したように、リチウム二次電池は、優れた電気的特性を有してはいるが、安全性が
低いという問題点がある。例えば、リチウム二次電池は、過充電、過放電、高温への露出
、電気的短絡などの異常作動において、電池構成要素である活物質、電解質などの分解反
応が起こり、熱とガスが発生し、これによる高温高圧の状態は上記分解反応をさらに促し
、発火又は爆発につながることもある。
【０００６】
　そのため、リチウム二次電池には、過充電、過放電、過電流時に電流を遮断する保護回
路、温度上昇時に抵抗が大きく増加して電流を遮断するＰＴＣ素子（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　
Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）、ガス発生による
圧力上昇時に電流を遮断し、またガスを排気する安全ベントなどの安全システムが備えら
れている。例えば、円筒形の小型二次電池では、円筒形の缶に内蔵されている正極／分離
膜／負極の電極組立体（発電素子）の上部にＰＴＣ素子及び安全ベントが一般に設けられ
ており、角形又はパウチ形の小型二次電池では、発電素子が封止された状態で内蔵されて
いる角形缶又はパウチ形ケースの上端に、保護回路モジュール、ＰＴＣ素子などが一般に
搭載されている。
【０００７】
リチウム二次電池の安全性問題はマルチ－セル構造の中大型電池パックにおいてより深刻
である。マルチ－セル構造の電池パックでは多数の電池セルが使用されているから、一部
の電池セルでの作動異常は他の電池セルへと連鎖反応を引き起こし、それによる発火及び
爆発は大型事故につながりがちなためである。そこで、電池パックには、過放電、過充電
、過電流などから電池セルを保護するためのヒューズ、バイメタル、ＢＭＳ（Ｂａｔｔｅ
ｒｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）などの安全システムが備えられている。
【０００８】
　しかしながら、リチウム二次電池は、継続した使用、すなわち、継続した充放電過程で
発電素子、電気的連結部材などが次第に劣化していくが、例えば、発電素子の劣化は、電
極材料、電解質などの分解によってガス発生を誘発し、これにより電池セル（缶、パウチ
形のケース）は次第に膨脹することになる。正常状態では、安全システムであるＢＭＳが
過放電、過充電、過電流などを探知し、電池パックを制御／保護しているが、異常状況で
ＢＭＳが作動しないと、危険性が増加し、安全のための電池パック制御がし難くなる。中
大型電池パックは一般に多数の電池セルが一定のケース内に固定した状態で装着された構
造になっているため、それぞれの膨脹した電池セルは、限定されたケース内でより加圧さ
れ、異常作動条件下で発火及び爆発の危険性は著しく増加する。
【０００９】
　これと関連して、図１には従来の中大型電池パックの回路模式図が示されている。
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【００１０】
　図１を参照すると、従来の中大型電池パック１は、多数の電池セルで構成された電池モ
ジュール１０、電池モジュール１０の作動状態に関する情報を検出してそれを制御するＢ
ＭＳ６０、ＢＭＳ６０の作動命令に応じて電池モジュール１０と外部入出力回路（インバ
ータ）８０との連結を開閉する電源開閉部（リレー）７０などで構成されている。
【００１１】
　ＢＭＳ６０は、電池モジュール１０の正常作動条件で電源開閉部７０をオン（ＯＮ）状
態に維持し、異常が感知されたときは電源開閉部７０をオフ（ＯＦＦ）状態に切り換えて
電池モジュール１０の充放電を中止させる。しかし、ＢＭＳ６０の誤作動又は不作動時に
は、ＢＭＳ６０からいかなる制御も行われず、電源開閉部７０は継続してオン（ＯＮ）状
態に維持されるため、異常作動状態においても電池モジュール１０は継続して充放電され
る。
【００１２】
　また、従来の中大型電池パック１は、電池セルが内蔵されるセルカバーと、これを含む
外部構成部品で構成される。しかし、セルカバーと外部構成部品はプレス又は金属素材に
よって構成されているため、相互間に接触などによる短絡の可能性がきわめて高い。これ
によって、電池パックの根本的な絶縁性が担保されず、特に、このような問題は、反復的
な外力が発生する場合に一層深刻化することがある。
【００１３】
　このことから、上記のような問題点を解決する一方で、中大型電池パックの絶縁性を向
上させて安全性を根本的に担保することができる技術が強く望まれている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、上記のような従来技術の問題点、及び過去から要請されてきた技術的課題を
解決することを目的とする。
【００１５】
　本出願の発明者らは、鋭意な研究と多様な実験を重ねた結果、後述するように、電池モ
ジュールが側面で配列されている電池パックの製造時に、電池モジュール配列体とエンド
プレートとの間に、絶縁性を持つ発泡体素材の絶縁部材をダンパーとして適用することに
よって、部品間の絶縁性及び耐久性を確保することができる電池パックを開発し、本発明
を完成するに至った。
【００１６】
　したがって、本発明の目的は、安全性を向上させることができる特定の構造の電池モジ
ュール及びこれを含む電池パックを提供することにある。
【００１７】
　本発明の他の目的は、電池モジュール配列体に対面する面に冷媒流路形成のためのリブ
が設けられている絶縁部材を装着することによって、冷却流路の構成が容易であり、且つ
冷却効率が向上した電池パックを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　このような目的を達成するための本発明に係る電池パックは、電池セルがセルカバーで
覆われている構造の一つ以上の単位モジュールが垂直に立てられて積層された状態でモジ
ュールケースに装着されている一つ以上の電池モジュールで構成された電池モジュール配
列体と、電池モジュール配列体が搭載されるベースプレートと、下端がベースプレートに
固定された状態で前記電池モジュール配列体の両側面を支持する１対のエンドプレートと
、前記電池モジュール配列体とエンドプレートとの間に挟持され、電池モジュール配列体
に対面する面には、外力に対する緩衝作用と冷媒流路の形成のための一つ以上のリブが設
けられている絶縁部材と、を備えている。
【００１９】
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　したがって、本発明に係る電池パックは、電池モジュール配列体とエンドプレートとの
間に、エンドプレートのビードと対応するリブがモジュール配列体に対面する面に設けら
れている特定の絶縁部材が装着されているため、外力に対する衝撃を確実に吸収し、且つ
電池モジュールの冷媒流路を容易に確保することが可能になる。
【００２０】
　前記電池セルの構造は、特に制限されず、例えば、一側又は両側に電極端子が突出して
いる板状電池セルであってもよい。
【００２１】
　このような板状電池セルは、電池モジュールの構成のために積層されたとき、全体の大
きさを最小化できるように薄い厚さと相対的に大きい幅及び長さを有する二次電池セルで
ある。その好適な例としては、樹脂層及び金属層を有するラミネートシートの電池ケース
に電極組立体が内蔵されており、上下両端部に電極端子が突出していればよい。
【００２２】
　前記単位モジュールは、好ましくは、２つ以上の電池セルが電極端子部位を除いてセル
カバーで覆われていてもよい。
【００２３】
　このように、電池セルが合成樹脂又は金属素材の高強度セルカバーで覆われて一つの単
位モジュールを構成することによって、高強度セルカバーが機械的剛性の低い電池セルを
保護しながら、充放電時の反復的な膨脹及び収縮の変化を抑え、電池セルのシーリング部
位が分離されることを防止する。その結果、より安全性に優れた電池モジュールの作製が
可能になる。
【００２４】
　好適な一例において、前記セルカバーの外面には冷媒流路の形成のための一つ以上のビ
ードが設けられていてもよい。
【００２５】
　このような構造のビードは、セルカバーの外側に凹凸形状の溝で形成され、電池の充放
電によって電池セルなどで発生する熱を単位モジュールの外側に排出させる。
【００２６】
　上述したように、電池モジュール配列体とエンドプレートとの間に挟持される絶縁部材
において、電池モジュール配列体に対面する面に設けられているリブは、後述するように
、単位モジュールの外面、すなわち、セルカバーの外面に設けられているビードとの組合
せによって、好ましい冷媒流路を提供することができる。
【００２７】
　前記電池モジュールは、例えば、２つ以上の単位モジュールを含んでおり、最外側単位
モジュールの一側面が外部に開放される形状の上下部ケースの間に装着されている構造で
あってもよい。
【００２８】
　前記エンドプレートは電池モジュール配列体の前面又は後面に対応する大きさであれば
特に制限されず、例えば、平面上、長方形であってもよい。
【００２９】
　好ましくは、前記エンドプレートの少なくともいずれか一方には、電池セルのスウェリ
ングによる膨脹応力が電池セル又は単位モジュールの電極端子連結部位に集中してスウェ
リングが所定値以上になるとき、前記電極端子連結部位が破裂しながら断電となるように
、電極端子連結部位に対応する箇所に開口が設けられていてもよい。
【００３０】
　具体的に、電池セル又は単位モジュールの電極端子連結部位を、スウェリング時に体積
膨脹に弱い構造とすることによって、スウェリング体積が限界値である所定値以上になる
と、電極端子連結部位に膨脹応力が集中して物理的変形によって破裂するように誘導する
ことができる。
【００３１】
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　このような電極端子連結部位の破裂によって、前記エンドプレートの一部に設けられた
開口に膨脹応力が伝達されるようにすることによって、電池モジュール内部の電気的連結
が切れて充放電過程が中止され、電池セル又は単位モジュールのスウェリング体積がそれ
以上増加しないようにすることができる。その結果、電池モジュールの発火又は爆発を防
止し、電池の安全性を大幅に向上させることが可能になる。
【００３２】
　本発明に係る前記絶縁部材は、好ましくは、単位モジュールの一側面に対応する板状構
造の発泡体からなり、該発泡体としては、例えば、ＥＰＰ（Ｅｘｐａｎｄｅｄ　Ｐｏｌｙ
ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ）素材を用いることができるが、これに限定されるものではない。し
たがって、絶縁性を持つパッド類の構造物であって、例えば、ＥＤＳ、ＥＰＤＭなどのよ
うな弾性力を持つ素材などを用いてもよい。
【００３３】
　他の好適な例において、前記セルカバーの外面には冷媒流路の形成のための一つ以上の
ビードが設けられており、前記絶縁部材のリブは、前記セルカバーのビードに対面する構
造になっていてもよい。
【００３４】
　したがって、前記ビードとリブとが凹凸状に互いに対面する構造となって、冷媒の流動
を案内する冷媒流路の役割を担い、電池セルの充放電時に発生した熱をより效果的に除去
することが可能になる。
【００３５】
　前記絶縁部材に設けられているリブの形状は様々であってもよく、好ましくは、２つ以
上のリブが電池パックの上下方向に配列されている形状であればよい。特に好ましくは、
２つ以上の前記リブの少なくともいずれか一方にリブの両側部位が連通するような一つ以
上の段差部が設けられた構造であればよい。
【００３６】
　このように前記絶縁部材のリブに段差部が設けられると、冷媒が垂直方向及び水平方向
に流動しながらより優れた冷却効率性を発揮することができる。
【００３７】
　好適な一例において、前記電池パックは、前記電池モジュールの荷重を支持するために
電池モジュール配列体の前面と後面にそれぞれ配置され、両端部が外部デバイスに締結さ
れるようになっている１対の固定フレームをさらに備えてもよい。
【００３８】
　本発明はまた、前記電池パックを電源として使用するデバイスを提供する。
【００３９】
　本発明に係る電池パックを使用できるデバイスの好適な例には、前記電池パックを電源
として使用し、限定された装着空間を有し、頻繁な振動と強い衝撃などに露出される、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ド電気自動車、又は電力貯蔵
装置などが挙げられる。
【００４０】
　自動車の電源として使用される電池パックは、所望する出力及び容量に応じて組み合わ
せて作製することができる。
【００４１】
　電池パックを電源として使用する電気自動車、ハイブリッド電気自動車、プラグインハ
イブリッド電気自動車などは、当業者にとって公知のものであり、その詳細な説明を本明
細書では省略する。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】従来の中大型電池パックの回路模式図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る電池モジュールアセンブリーの分解斜視図である。
【図３】本発明に係る電池モジュールアセンブリーの平面図である。
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【図４】本発明に係る電池モジュールアセンブリーの平面図である。
【図５】図３の「Ａ」部分を拡大した部分拡大図である。
【図６】単位モジュールを構成する１対の電池セルとセルカバーの斜視図である。
【図７】単位モジュールを構成する１対の電池セルとセルカバーの斜視図である。
【図８】単位モジュール積層体の斜視図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る電池モジュールの斜視図である。
【図１０】電池モジュールを構成するパックケースの構造を示す模式図である。
【図１１】本発明の他の実施形態に係る電池パックの斜視図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る絶縁部材の内側面及び外側面をそれぞれ示す斜視図
である。
【図１３】本発明の一実施形態に係る絶縁部材の内側面及び外側面をそれぞれ示す斜視図
である。
【図１４】本発明の他の実施形態に係る絶縁部材の内側面を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　以下では、本発明の実施形態に係る電池パックの図面を参照して説明するが、これは、
本発明のより容易な理解を助けるためのもので、本発明の範ちゅうを限定するためのもの
ではない。
【００４４】
　図２には、本発明の一実施形態に係る電池モジュールアセンブリーの分解斜視図が模式
的に示されており、図３及び図４には、本発明に係る電池モジュールアセンブリーの平面
図が模式的に示されており、図５には、図３の「Ａ」部分を拡大した部分拡大図が模式的
に示されている。
【００４５】
　図２乃至図５を参照すると、電池モジュールアセンブリー３００は、複数個の単位モジ
ュール（図示せず）が積層された構造になっている。具体的に、複数個の単位モジュール
（図示せず）が直列に連結されて積層された状態でモジュールケースに装着されて一つ以
上の電池モジュール配列体５４０を構成し、１対のエンドプレート５３０が電池モジュー
ル配列体５４０の両側面を支持するように両側面にそれぞれ装着されて電池モジュールア
センブリー３００を構成している。
【００４６】
　電池モジュール配列体５４０を構成する単位モジュール（図示せず）のうち最外側に位
置している単位モジュール２０２には、一側に所定の大きさを持つ切取り部３５０が設け
られており、両側に装着される１対のエンドプレート５３０の少なくとも一方には、単位
モジュール（図示せず）の電極端子連結部位（図示せず）に対応する箇所に開口５３１が
設けられている。
【００４７】
　最外側に位置している単位モジュール２０２とエンドプレート５３０との間には、外力
による内部の絶縁破壊を防止するとともに最外側の単位モジュール２０２が過冷却される
ことを防止するための絶縁部材５００が挟持されている。このような絶縁部材５００は、
所定の復元力を有するとともに、電気及び熱絶縁性の発泡体であるＥＰＰ素材でできてい
る。また、絶縁部材５００の外側面には上下方向に少なくとも一つのリブ５１０が設けら
れている。
【００４８】
　このような構造により、切取り部３５０を有する最外側単位モジュール２０２の内部に
内蔵されている電池セルが、充放電時に発生するガスによるスウェリング現象による膨張
力を、所定の復元力を持つ発泡体素材の絶縁部材５００に誘導し、エンドプレート５３０
に電池セルのスウェリングによる膨脹応力を集中させることによって、エンドプレート５
３０に設けられた開口５３１を通して切取り部３５０が破裂し、断電となるようにする。
【００４９】
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　一方、最外側単位モジュール２０２は、外側にビード３１１が設けられたセルカバー３
１０で覆われており、絶縁部材５００のリブ５１０は、セルカバー３１０に設けられたビ
ード３１１に対面する構造になっている。そのため、セルカバー３１０のビード３１１及
び絶縁部材５００のリブ５１０は相互対応する構造によって自然に冷媒流路５６０を形成
する他、外力に対して優れた弾力性を与える。
【００５０】
　図６及び図７には、単位モジュールを構成する１対の電池セル及びセルカバーの斜視図
がそれぞれ模式的に示されている。
【００５１】
　図６及び図７を参照すると、単位モジュール（図示せず）は、２個の電池セル３０２，
３０４を直列に連結し、電極端子３０５，３０６を折れ曲がった状態で、高強度セルカバ
ー３１０で覆った構造になっている。セルカバー３１０は、電極端子３０５，３０６部位
を除いて電池セル３０２，３０４の外面を覆うように相互結合する構造になっている。電
極端子３０５，３０６連結部位に隣接しているセルカバー３１０の部位は、セルカバー３
１０自体が一部切り取られた形態の切取り部３１２となっているため、スウェリング時に
、電池セル３０２，３０４の電極端子連結部位３１４が切取り部３１２の外部に突出及び
変形されるように誘導する。
【００５２】
　図８には、単位モジュール積層体の斜視図が模式的に示されている。
【００５３】
　図８を図６及び図７と共に参照すると、単位モジュール積層体２００は、電池セルをセ
ルカバー３１０で覆った構造にした４個の単位モジュール２０２，２０３，２０４，２０
５を互いに直列に連結した後、ジグザグに積層した構造になっており、単位モジュール２
０２，２０３，２０４，２０５のうち最外側に位置している単位モジュール２０２を覆っ
ているセルカバーにおいて電極端子連結部位に隣接した部位３１８には所定形状の切取り
部３１６が設けられている。
【００５４】
　図９には、本発明の一実施形態に係る電池モジュールの斜視図が模式的に示されており
、図１０には、電池モジュールを構成するパックケースの構造が模式的に示されている。
【００５５】
　図９及び図１０を参照すると、電池モジュール１００’は、単位モジュール積層体２０
０を側面で直立させた状態で上下組立型のケース１２０，１３０に装着した構造になって
おり、上部ケース１２０の前面には入出力端子１４０が設けられている。下部ケース１３
０の前面には、入出力端子１４０との電気的連結のためのバスバー１５０が設けられてお
り、後面には、電圧及び温度検出用センサーの接続のためのコネクター１６０が装着され
ている。
【００５６】
　単位モジュール積層体２００において最外側単位モジュール２１０のセルカバーには切
取り部２１２が設けられているため、電池セルの短絡又は過充電による内部発生ガスによ
ってスウェリングが発生するとき、電池セルの局部的な変形を切取り部２１２に誘導する
ことができる。
【００５７】
　図１１には、本発明の他の実施形態に係る固定フレームが適用された電池パックの斜視
図が模式的に示されている。
【００５８】
　図１１を参照すると、電池パック６００は、電池モジュール１００’，１００”が２列
側面で配列されている電池モジュール配列体５４０、ベースプレート８００、１対の固定
フレーム７００、及びエンドプレート５３０で構成されている。
【００５９】
　ベースプレート８００の上部には電池モジュール１００’，１００”が垂直に立てられ
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て積層されており、エンドプレート５３０は、ベースプレート８００に下端が固定された
状態で電池モジュール配列体５４０の前面と後面に密着されている。
【００６０】
　固定フレーム７００は、電池モジュール１００’，１００”の荷重を支持するために電
池モジュール配列体５４０の前面と後面にそれぞれ配置されており、両端部が外部デバイ
ス（図示せず）に取り付けられる。
【００６１】
　このような構造の固定フレーム７００は、電池モジュール１００’，１００”の両側面
と下面を取り囲むＵ字状のフレーム構造になっており、固定フレーム７００の上端部は外
側に折れ曲がっており、折れ曲がった部分には締結孔７１０が設けられているため、電池
パック６００を外部デバイスに容易に取り付けることが可能である。
【００６２】
　エンドプレート５３０は、電池モジュール配列体５４０の前面に対応する大きさを有し
、一体形であるとともに平面上において長方形になっている。また、エンドプレート５３
０は、電池モジュール配列体５４０に接する本体部５３１、本体部５３１の外周面から外
側方向に突出した形状の上端壁５３３、下端壁５３４、及び１対の側壁５３２を有してい
る。
【００６３】
　エンドプレート５３０の下端壁５３４は、ベースプレート８００及び固定フレーム７０
０の下端部と４点溶接５３６によって結合されており、エンドプレート５３０の側壁５３
２は、固定フレーム７００の側面部と３点溶接５３５によって結合されている。このよう
な溶接の数及び方式は、特に限定されず、エンドプレート５３０と固定フレーム７００と
の高い結合力を維持するための様々な結合例が提案されてもよいことは勿論である。
【００６４】
　場合によって、エンドプレート５３０の下端壁５３４は、ベースプレート８００及び固
定フレーム７００の下端部とボルティング（図示せず）によって結合されていてもよい。
同様に、エンドプレート５３０の側壁５３２も固定フレーム７００の側面部とボルティン
グ（図示せず）によって結合されていてもよい。
【００６５】
　図１２及び図１３には、本発明の一実施形態に係る絶縁部材の内側面及び外側面の斜視
図がそれぞれ模式的に示されている。
【００６６】
　図１２及び図１３を図２乃至図５と共に参照すると、絶縁部材５００は、電池モジュー
ル配列体５４０とエンドプレート５３０との間に挟持される。最外側の単位モジュール２
０２と対面する内側面には複数個のリブ５１０が設けられており、リブ５１０及びビード
３１１が相互対面することによって冷媒流路５６０が形成される。
【００６７】
　リブ５１０は２個以上が上下の長さ方向に設けられ、リブ５１０の少なくとも一つには
、両側部位が連通するよう、垂直方向に少なくとも一つの段差部５２０が設けられている
。この段差部５２０によって水平方向にも冷媒流路が確保される。このような段差部５２
０の数及び形状は特に限定されない。
【００６８】
　図１４には、本発明の他の実施形態に係る絶縁部材の内側面の斜視図が示されている。
この絶縁部材５００は、段差部５２０が設けられていない以外は上記と同様であり、その
説明は省略するものとする。
【００６９】
　以上、本発明の実施形態に係る図面を参照して説明したが、当業者にとっては上記内容
に基づいて本発明の範ちゅう内で様々な応用及び変形を行うことが可能であろう。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
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　以上説明した通り、本発明によれば、電池モジュールが２列以上側面で配列されている
電池パックにおいて、電池モジュール配列体とエンドプレートとの間に特定の形状の絶縁
部材をダンパーとして付加することによって、部品間の絶縁性及び耐久性を確保するとと
もに、電池モジュール配列体との間に冷媒流路を形成して冷却効率を向上させることが可
能になる。
【符号の説明】
【００７１】
　　３００　電池モジュールアセンブリー
　　３５０　切取り部
　　５００　絶縁部材
　　５３０　１対のエンドプレート
　　５３１　開口
　　５４０　電池モジュール配列体

【図２】 【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】
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