
JP 5843404 B2 2016.1.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
単一の円筒形電池セルを取り付けるように構成されたバッテリーセル・ホルダーにおいて
、
バッテリーセルの第１の電極端子が露出される状態で該バッテリーセルの上部を覆う第１
の本体と、該第１の本体から下方に延長される少なくとも１つの第１延長締結部と、を有
する上カバーと、
前記第１の電極端子と反対の極性である バッテリーセルの第２の電極端子が露出される
状態で該バッテリーセルの下部を覆う第２の本体と、該第２の本体から上方に延長される
第２延長締結部と、を有する下カバーと、
を備え、
前記バッテリーセルが前記バッテリーセル・ホルダーの中に取り付けられる状態で、前記
第１延長締結部の端部と前記第２延長締結部の端部とが互いに締結され、
前記上カバー及び／又は前記下カバーは、その外側に、別のバッテリーセル・ホルダーの
側面に締結するための側面締結部を少なくとも１つ備えると共に、該側面締結部と前記別
のバッテリーセル・ホルダーの前記側面締結部との間のスペースでクーラントの流路を形
成しうるように設けられており、
前記側面締結部は、前記バッテリーセル・ホルダーの長手方向に形成された摺動締結型溝
構造を有し、
前記摺動締結型溝構造は、前記長手方向と垂直な断面形状で、フックと、該フックに対応



(2) JP 5843404 B2 2016.1.13

10

20

30

40

50

する凹溝と、を有する、
ことを特徴とする、バッテリーセル・ホルダー。
【請求項２】
前記第１の本体及び／又は前記第２の本体は、前記円筒形電池セルの外形に対応する内部
構造を有するように構成された、
請求項１に係るバッテリーセル・ホルダー。
【請求項３】
前記第１の本体は、その上端に、前記バッテリーセルの対応する第１の電極端子を露出さ
せる開口を備え、
前記第２の本体は、その下端に、前記バッテリーセルの対応する第２の電極端子を露出さ
せる開口を備え、
前記開口は、前記第１の電極端子又は前記第２の電極端子から所定の厚さだけ突出する外
周部を有する、
請求項１に係るバッテリーセル・ホルダー。
【請求項４】
前記開口は平面形状で円形である、
請求項３に係るバッテリーセル・ホルダー。
【請求項５】
前記開口の前記外周部は０．１から１ｍｍの厚さを有する、
請求項３に係るバッテリーセル・ホルダー。
【請求項６】
前記第１延長締結部は、前記バッテリーセル・ホルダーの中心軸に関して対称な２つ又は
それ以上の第１延長締結部を有し、
前記第２延長締結部は、前記バッテリーセル・ホルダーの中心軸に関して対称な２つ又は
それ以上の第２延長締結部を有する、
請求項１に係るバッテリーセル・ホルダー。
【請求項７】
前記第１延長締結部は偶数の第１延長締結部を有し、
前記第２延長締結部は偶数の第２延長締結部を有する、
請求項１に係るバッテリーセル・ホルダー。
【請求項８】
前記第１及び第２延長締結部の内の一方は締結用突起部を有し、
前記第１及び第２延長締結部の内の他方は、該締結用突起部に対応する締結用小穴部を有
する、
請求項１に係るバッテリーセル・ホルダー。
【請求項９】
前記締結用突起部は、圧力ばめのやり方で前記締結用小穴部に締結される、
請求項８に係るバッテリーセル・ホルダー。
【請求項１０】
前記凹溝は、前記フックの湾曲部の内側に形成された、
請求項１に係るバッテリーセル・ホルダー。
【請求項１１】
各延長締結部が４の倍数の延長締結部を有する場合に、前記フックの湾曲部が、２つの延
長締結部毎に交互に配列されている、
請求項１に係るバッテリーセル・ホルダー。
【請求項１２】
一対の延長締結部で前記フックの前記湾曲部が互いに内側に向けられている場合に、隣接
する延長締結部で前記フックの前記湾曲部は互いに外側に向けられている、
請求項１に係るバッテリーセル・ホルダー。
【請求項１３】
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前記側面締結部が、前記延長締結部の仮想延長線の両側に、前記上カバー及び前記下カバ
ー上に形成された、
請求項１に係るバッテリーセル・ホルダー。
【請求項１４】
請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のバッテリーセル・ホルダーと、
該バッテリーセル・ホルダーに取り付けられた円筒形電池セルと、
を備えたユニットモジュール。
【請求項１５】
請求項１４に係る ２つ又はそれ以上のユニットモジュールと、
該ユニットモジュールを電気的に接続する 少なくとも１つの接続部材と、
を備えたバッテリーモジュール。
【請求項１６】
前記バッテリーモジュールは、少なくとも２行及び／又は少なくとも２列に配列される構
造を有するように構成された、
請求項１５に係るバッテリーモジュール。
【請求項１７】
前記バッテリーモジュールは、隣接するユニットモジュールの間であって、側面締結部の
間に形成されるスペースにてバッテリーセルの長手方向に形成された クーラントの流路
を有する、
請求項１５に係るバッテリーモジュール。
【請求項１８】
前記バッテリーモジュールは、隣接するユニットモジュールの間であって、前記延長締結
部の間に形成されるスペースにてバッテリーセルの横方向に形成された クーラントの流
路を有する、
請求項１５に係る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、５×５のマトリクスで配置される構造を有するように構成
され、
同じ極性の電極端子が列方向（垂直方向）に配置され、異なる極性の電極端子が行方向（
水平方向）に配置された、
請求項１５に係るバッテリーモジュール。
【請求項２０】
前記接続部材は電気伝導板で形成された、
請求項１５に係るバッテリーモジュール。
【請求項２１】
前記バッテリーモジュールの正面を基準に、第１列を電気的に接続するための第１接続部
材と、第２列と第３列をそれぞれ接続するための第２接続部材と、第４列と第５列をそれ
ぞれ接続するための第３接続部材と、を有し、
前記第２接続部材は、行方向に伸びる少なくとも１本の延長線を有しており、前記第３接
続部材は、行方向に伸びる少なくとも１本の延長線を有している、
請求項１９に係るバッテリーモジュール。
【請求項２２】
前記接続部材は、前記ユニットモジュールの横方向に湾曲された電圧検知端子を有する、
請求項１５に係るバッテリーモジュール。
【請求項２３】
外部入出力端子を構成するために、導線が前記電気伝導板に接続されてなる、
請求項２０に係るバッテリーモジュール。
【請求項２４】
請求項１５に係るバッテリーモジュールを動力源として備えた、
装置。
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【請求項２５】
前記装置は、電気自動車（ＥＶ）、ハイブリッド車（ＨＥＶ）、プラグインハイブリッド
車（Ｐｌｕｇ－ｉｎ ＨＥＶ）である、
請求項２４に係る装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、改良した接続信頼性を有するバッテリーセル・ホルダー及びバッテリーモジ
ュールに係り、詳しくは、円筒形電池セルを取り付けるように構成されたバッテリーセル
・ホルダーであって、バッテリーセルの第１の電極端子が露出される状態で該バッテリー
セルの上部を覆う第１の本体と、該第１の本体から下方に延長される第１延長締結部と、
を有する上カバーと；前記第１の電極端子と反対の極性である　バッテリーセルの第２の
電極端子が露出される状態で該バッテリーセルの下部を覆う第２の本体と、該第２の本体
から上方に延長される第２延長締結部と、を有する下カバーと；を備え、前記バッテリー
セルが前記バッテリーセル・ホルダーの中に取り付けられる状態で、前記第１延長締結部
の端部と前記第２延長締結部の端部とが互いに締結され、前記上カバー及び／又は前記下
カバーは、その外側に、前記バッテリーセル・ホルダーの側面を別のバッテリーセル・ホ
ルダーの側面に締結する側面締結部を備えた、バッテリーセル・ホルダーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、充電と放電とが可能な二次電池が、ワイヤレスのモバイル機器のエネルギー源と
して広く使用されている。二次電池は、また、化石燃料を使用するガソリン車やディーゼ
ル車によって引き起こされる大気汚染などのような問題を解決するために発達してきた、
電気自動車（ＥＶ）やハイブリッド車（ＨＥＶ）の動力源としてかなりの注目を浴びてい
る。
【０００３】
　したがって、二次電池は、その効果のために、ますます多くの利用がなされており、将
来的には、より多くの適用や製品に利用されることが期待されている。
【０００４】
　小型のモバイル機器は、各機器のために、１つか複数のバッテリーセルを使用している
。他方では、例えば車両などのような中型や大型の装置は、該中型や大型の装置のために
高出力で大容量が必要であるので、互いに電気的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している。
【０００５】
　該バッテリーモジュールのサイズと重量とは、対応する中型や大型の装置の設置スペー
スや出力に直接に関係する。そのため、製造業者は、小型で軽量のバッテリーモジュール
を製造しようと努力している。さらに、多くの外部衝撃や振動が前提となる、電動自転車
や電気自動車などの装置は、バッテリーモジュールの構成部品間の安定した電気的接続や
物理的結合を要求する。加えて、高出力と大容量を達成するために複数のバッテリーセル
が使用され、その結果、バッテリーモジュールの安全性が重視される。
【０００６】
　好ましくは、中型又は大型のバッテリーモジュールは、できるだけ小型かつ軽量である
ように製造される。このため、通常は、高い集積度で積層されて　小さな“重量－容量比
"を有することのできる角形のリチウム－ポリマー電池やパウチ形のリチウム－ポリマー
電池が中型や大型のバッテリーモジュールのバッテリーセルとして使用されている。
【０００７】
　しかしながら、該リチウム－ポリマー電池は、その複雑な製造工程のために比較的高価
であり、低温では比較的低い使用特性を示す。また、様々なサイズを持つ製品へのリチウ
ム－ポリマー電池の適用には限界がある。このため、近年は、円筒形のリチウム－イオン
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電池の使用が試みられてきている。
【０００８】
　円筒形電池は、角形電池やパウチ形電池に比べて大きな電気容量を有しているけれども
、その特徴的な外観のために積層構造としての配列を維持することは非常に難しい。この
ため、該円筒形電池には、固定部材の付加的使用が必要となる。該円筒形電池の配列構造
を維持するために、例えば、円筒形電池を配列し、かつ、円筒形電池をプラスチックでコ
ーティングすることや固定用テープで該円筒形電池を固定するという方法が普通は用いら
れてきている。
場合によっては、円筒形電池間の結合力をさらに増加させるために，円筒形電池の間に両
面接着テープが付着されるかも知れない。
【０００９】
　しかしながら、固定用テープやプラスチック・コーティングの力は小さいので、該固定
用テープやプラスチック・コーティングは簡単に損傷又は破壊されるかも知れない。した
がって、該固定用テープやプラスチック・コーティングは、バッテリーの配列構造を安定
して維持する上では適していない。
【００１０】
　さらに、バッテリーモジュールが使用される装置の仕様に応じて、互いに接続されるバ
ッテリーの数を調整することによって様々な出力や容量を持つバッテリーモジュールが要
求される。しかしながら、円筒形電池においては、該円筒形電池の配列構造を維持するた
めの固定部材が必要不可欠である。したがって、円筒形電池によりバッテリーモジュール
が構成されるときに組み付けられる円筒形電池の数に応じて様々な種類の固定部材が製造
されなければならないという問題がある。この問題を解決するために、１つ又はそれ以上
のバッテリーを取り付けることができるような、ユニット式の固定部材が製造されるよう
にしても良い。そして、　バッテリーパックを構成するために、複数のユニット式の固定
部材が互いに接続されるようにしても良い。しかしながら、この場合、ユニット式の固定
部材は、要求されるバッテリーパックの出力や容量に応じて互いに結合される必要がある
。
【００１１】
　したがって、上述のような問題を根本的に解決する技術の必要性は非常に高い。
［開示］
［技術的課題］
【００１２】
　したがって、本発明は、上記の問題、および未だ解決されていない他の技術的課題を解
決するためになされたものである。
【００１３】
　特に、本発明の目的は、容易に組み付けられると共に改良された絶縁性を示し、その結
果、バッテリー間でのショートの発生を防止するバッテリーセル・ホルダーを提供するこ
とである。
【００１４】
　本発明の別の目的は、バッテリーセル・ホルダーを有し、それによって、バッテリーモ
ジュールの要求される容量に応じてユニットモジュール間の機械的締結が可能となり、バ
ッテリーモジュールの容量及び出力が簡単に制御され、バッテリーの充電と放電の間にバ
ッテリーから発生する熱が効果的に除去されるという、バッテリーモジュールの構造的安
定性が改良される、バッテリーセル・ホルダーを備えたバッテリーモジュールを提供する
ことである。
［技術的解決法］
【００１５】
　本発明の１つの態様によれば、上記の、及び他の目的は、次のように構成されたバッテ
リーセル・ホルダーを提供することにより達成できる。すなわち、円筒形電池セルを取り
付けるように構成されたバッテリーセル・ホルダーであって、バッテリーセルの第１の電
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極端子が露出される状態で該バッテリーセルの上部を覆う第１の本体と、該第１の本体か
ら下方に延長される少なくとも１つの第１延長締結部と、を有する上カバーと；前記第１
の電極端子と反対の極性である　バッテリーセルの第２の電極端子が露出される状態で該
バッテリーセルの下部を覆う第２の本体と、該第２の本体から上方に延長される第２延長
締結部と、を有する下カバーと；を備え、前記バッテリーセルが前記バッテリーセル・ホ
ルダーの中に取り付けられる状態で、前記第１延長締結部の端部と前記第２延長締結部の
端部とが互いに締結され、前記上カバー及び／又は前記下カバーは、その外側に、前記バ
ッテリーセル・ホルダーの側面を別のバッテリーセル・ホルダーの側面に締結する側面締
結部を少なくとも１つ備えた、バッテリーセル・ホルダー。
【００１６】
　本発明に係るバッテリーセル・ホルダーにおいては、前記第１の本体及び／又は前記第
２の本体は、例えば、前記円筒形電池セルの外形に対応する内部構造を有するように構成
されていると良い。好ましくは、前記第１の本体及び前記第２の本体は、それぞれ電池セ
ルの長さの１０から４０％に相当する長さを有する。したがって、該円筒形電池セルは前
記第１の本体及び前記第２の本体の中に安定して取り付けられることができる。
【００１７】
　好ましい例では、前記第１の本体は、その上端に、前記バッテリーセルの対応する第１
の電極端子を露出させる開口を備え、前記第２の本体は、その下端に、前記バッテリーセ
ルの対応する第２の電極端子を露出させる開口を備え、各開口は、前記対応する第１の電
極端子又は前記第２の電極端子から所定の厚さだけ突出する外周部を有していても良い。
【００１８】
　通常は、カソード端子は、円筒形電池セルの上端の中央に突出した状態で形成されてお
り、該円筒形電池セルの上端の外周はアノード端子を構成している。したがって、外部衝
撃が該バッテリーセルに加えられたとき、電極端子と電極端子接続部材との結合は外れる
かも知れず、及び／又は該接続部材やバッテリーセルは定位置から外れるかも知れず、そ
の結果、断電やショートが発生するかも知れない。
【００１９】
　他方では、本発明に係るバッテリーセル・ホルダーでは、前記開口の前記外周部は所定
の厚さだけ突出している。外部衝撃がバッテリーセルに加えられたり、様々な原因により
該バッテリーセルが変形したりしたときでさえ、前記バッテリーセル・ホルダーは、電極
端子接続部材とバッテリーセルとの間の絶縁構造を形成し、その結果、断電やショートの
発生を防止し、バッテリーモジュールの全体の構造的安定性を改良する。
【００２０】
　特に、前記電極端子の形状に各開口が対応するように、該各開口は平面形状が円形であ
るようにしても良い。
【００２１】
　また、各開口の前記外周部は０．１から１ｍｍの厚さを有するようにしても良い。もし
、その厚さがとても小さければ、上述した絶縁構造は完全には機能しないかも知れない。
他方では、もし、その厚さがとても大きければ、電極端子と接続部材との間の結合は簡単
には成し遂げられないかも知れない。したがって、とても小さな厚み、及びとても大きな
厚みは好ましくない。
【００２２】
　一方、前記第１延長締結部は、前記バッテリーセル・ホルダーの中心軸に関して対称な
２つ又はそれ以上の第１延長締結部を有していても良く、前記第２延長締結部は、前記バ
ッテリーセル・ホルダーの中心軸に関して対称な２つ又はそれ以上の第２延長締結部を有
していても良い。その結果、前記上カバーと前記下カバーとの締結は　よりしっかりとな
される。
【００２３】
　この場合、前記第１延長締結部は、好ましくは偶数の第１延長締結部を有しており、前
記第２延長締結部は、好ましくは偶数の第２延長締結部を有している。



(7) JP 5843404 B2 2016.1.13

10

20

30

40

50

【００２４】
　好ましい例では、前記第１及び第２延長締結部の内の一方（例えば、前記第１延長締結
部）は締結用突起部を有していても良く、前記第１及び第２延長締結部の内の他方（例え
ば、前記第２延長締結部）は、該締結用突起部に対応する締結用小穴部を有していても良
い。
【００２５】
　上記の構成において、前記締結用突起部は、好ましくは圧力ばめのやり方で前記締結用
小穴部に固定される。つまり、前記延長締結部は、伸張性の材料で形成されていても良く
、前記締結用突起部は、前記締結用小穴部の内径よりも大きな外径を有していても良い。
したがって、前記締結用突起部と前記締結用小穴部との締結過程で、各締結用小穴部の内
径は、締結用突起部の外径に弾性的に広げられる。結果的に、前記締結用突起部は、締結
用小穴部の中に弾性的に締結される。
【００２６】
　一方、前記側面締結部は、前記バッテリーセル・ホルダーの長手方向に形成された摺動
締結型溝構造を有するように構成されていても良い。
【００２７】
　特に、前記摺動締結型溝構造は、前記長手方向と垂直な断面形状で、フックと、該フッ
クに対応する凹溝と、を有していても良い。また、該凹溝は、前記フックの湾曲部の内側
に形成されていても良い。したがって、バッテリーセル・ホルダーと他のバッテリーセル
・ホルダーとの締結時、それぞれの側面締結部に形成されたフックは、摺動締結方法によ
って互いに結合され、それらの間の機械締結を成し遂げる。その結果、全体の組み立て工
程は非常に容易かつ簡単になる。
【００２８】
　また、各延長締結部が４の倍数の延長締結部を有する場合に、前記フックの湾曲部が２
つのユニットにより交互に配列されていても良い。
【００２９】
　特に、一対の延長締結部で前記フックの前記湾曲部は互いに内側を向き、隣接する延長
締結部で前記フックの前記湾曲部は互いに外側を向くようにしても良い。したがって、隣
接するバッテリーセルの延長締結部は、互いに係合方法で締結される。その結果、それら
の間の構造的安定性が改良され、それらの結合部での締結強度が増加する。
【００３０】
　一方、前記側面締結部は、前記延長締結部の仮想延長線の両側に、前記上カバー及び前
記下カバー上に形成されていても良い。したがって、互いに密接した状態で隣接している
バッテリーセルを効果的に接続することが可能となる。
【００３１】
　本発明の別の態様によれば、上述した構成のバッテリーセル・ホルダーと、該バッテリ
ーセル・ホルダーに取り付けられた円筒形電池セルと、を備えたユニットモジュールが提
供される。
【００３２】
　本発明の別の態様によれば、それぞれが上述のように構成された、２つ又はそれ以上の
ユニットモジュールと、該ユニットモジュールを互いに電気的に接続する　少なくとも１
つの接続部材と、を備えたバッテリーモジュールが提供される。
【００３３】
　好ましい例では、前記バッテリーモジュールは、少なくとも２行及び／又は少なくとも
２列に配列される構造を有するように構成されていても良い。つまり、バッテリーモジュ
ールが使用される装置の仕様に応じて、互いに接続すべきバッテリーの数を容易に調整す
ることが可能となる。
【００３４】
　他の好ましい例では、前記バッテリーモジュールは、隣接するユニットモジュールの間
で、側面締結部の間に形成されるスペースにてバッテリーセルの長手方向に形成された　
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クーラントの流路を有していても良い。つまり、前記クーラントの流路は、隣接する側面
締結部の締結領域に連続的に形成され、その結果、別のクーラントシステムを設計するこ
となく、冷却効果を改良することができる。
【００３５】
　また、前記バッテリーモジュールは、隣接するユニットモジュールの間で、前記延長締
結部の間に形成されるスペースにてバッテリーセルの横方向に形成された　クーラントの
流路を有する。
【００３６】
　上記の構成では、本発明に係るバッテリーセル・ホルダーを使用して複数のユニットセ
ルを互いに接続しているとき、該ユニットセルの充電及び放電の間、又は該ユニットセル
の動作の間に該ユニットセルから生じる熱を効果的に取り除くことができる。
【００３７】
　具体例では、前記バッテリーモジュールは、５×５のマトリクスで配置される構造を有
するように構成されていても良く、同じ極性の電極端子が列方向（垂直方向）に配置され
ると共に、異なる極性の電極端子が行方向（水平方向）に配置されていても良い。
【００３８】
　上記の構成では、前記接続部材は様々な形態で構成されていても良い。好ましくは、伝
導板で形成されている。
【００３９】
　好ましい例では、前記バッテリーモジュールの正面を基準に、第１列を電気的に接続す
るための第１接続部材と、第２列と第３列をそれぞれ接続するための第２接続部材と、第
４列と第５列をそれぞれ接続するための第３接続部材と、を有し、前記第２接続部材は、
行方向に伸びる少なくとも１本の延長線を有しており、前記第３接続部材は、行方向に伸
びる少なくとも１本の延長線を有している。
【００４０】
　前記接続部材は、前記電極端子を互いに電気的に接続するために使用される。場合によ
っては、電圧検知端子がさらに必要とされても良い。したがって、前記接続部材が、前記
ユニットモジュールの横方向に湾曲された電圧検知端子を有していても良い。
【００４１】
　また、外部入出力端子を構成するために、導線が前記伝導板に接続されていても良い。
【００４２】
　本発明のさらなる態様によれば、動力源として上述の構成を持つバッテリーモジュール
を備えた装置が提供される。特に、該装置は、長い寿命と優れた耐久性が要求される、電
気自動車（ＥＶ）、ハイブリッド車（ＨＥＶ）、プラグインハイブリッド車（Ｐｌｕｇ－
ｉｎ　ＨＥＶ）、又は蓄電デバイスであっても良い。
［有益な効果］
【００４３】
　上記の記述から明らかなように、本発明に係るバッテリーセル・ホルダーは、構造的に
安定しているバッテリーモジュールを製造することができ、バッテリーセル・ホルダーの
組み立てが簡単であり、該組み立ての間、或いはバッテリーモジュールの使用の間でのシ
ョートの発生を防止し、前記ユニットセルの充電及び放電の際における　前記ユニットセ
ルから発生する熱を効果的に取り除くことができるという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
　本発明における上記の及び他の目的、特徴、並びに他の利益は、添付図面と合わせて記
載された次の詳細な説明から　より明確に理解されるであろう。
【００４５】
　図１は、本発明の実施の形態に係るユニットモジュールを示す分解図である。
【００４６】
　図２は、図１に示すバッテリーセルの正面図である。
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【００４７】
　図３は、図１に示す上カバーの斜視図である。
【００４８】
　図４は、図１に示すバッテリーセルに取り付けられる上カバーの部分正面図である。
【００４９】
　図５は、図１に示す下カバーの斜視図である。
【００５０】
　図６は、図１に示すバッテリーセル・ホルダーの分解図である。
【００５１】
　図７は、図６に示すバッテリーセル・ホルダーの組み立て図である。
【００５２】
　図８は、本発明の別の実施の形態に係るユニットモジュールが互いに摺動締結方法で締
結されている状態を示す模式図である。
【００５３】
　図９は、図８の正面部分拡大図である。
【００５４】
　図１０は、図８のＢ－Ｂ’線に沿った断面図である。
【００５５】
　図１１は、本発明の他の実施の形態に係るバッテリーモジュールを示す模式図である。
【００５６】
　図１２は、本発明のさらなる実施の形態に係るバッテリーモジュールを示す斜視図であ
る。
【発明の詳細な説明】
【００５７】
　次に、本発明の実施の形態は、添付図面を参照して詳細に説明されるだろう。しかしな
がら、示された実施の形態が、本発明の範囲を限定するものでは無い点に注意すべきであ
る。
【００５８】
　図１は、本発明の実施の形態に係るユニットモジュールを示す分解図であり、図２は、
図１に示すバッテリーセルを示す正面図である。
【００５９】
　これらの図面を参照すると、ユニットモジュール１１０は、バッテリーセル・ホルダー
１００と、該バッテリーセル・ホルダー１００の中に取り付けられた円筒形電池セル１０
と、を備えている。該バッテリーセル・ホルダー１００は、上カバー２００と下カバー３
００とを有している。
【００６０】
　上カバー２００は、少なくとも円筒形電池セル１０のカソード端子２０の部分を露出さ
せる状態で前記バッテリーセルの上部を覆うための第１の本体２１０と、該第１の本体２
１０から下方に伸びる　４つの　第１延長締結部２２０と、を有している。
【００６１】
　前記下カバー３００は、少なくともアノード端子３０の部分を露出させる状態で前記バ
ッテリーセルの下部を覆うための第２の本体３１０と、該第２の本体３１０から上方に伸
びる　第２延長締結部３２０と、を有している。
【００６２】
　第１延長締結部２２０の端部と、第２延長締結部３２０の端部とは、円筒形電池セル１
０がバッテリーセル・ホルダー１００の中に嵌め込まれる状態で互いに締結される。前記
上カバー２００は、他のバッテリーセル・ホルダー（不図示）の側面に締結するための側
面締結部４００をその外側に有している。同様に、下カバー３００は、他のバッテリーセ
ル・ホルダー（不図示）の側面に締結するための側面締結部４００をその外側に有してい
る。
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【００６３】
　前記第１の本体２１０と前記第２の本体３１０とは、前記円筒形電池セル１０の外形に
対応した内部構造を持つように構成されている。前記第１の本体２１０と前記第２の本体
３１０とは、円筒形電池セル１０の長さＬの約２０％に相当する長さＩを有している。
【００６４】
　図３は、図１に示す上カバーを示す斜視図であり、図４は、図１に示すバッテリーセル
に取り付けられる上カバーの部分正面図であり、図５は、図１に示す下カバーを示す斜視
図である。
【００６５】
　これらの図を図１及び２と共に参照すると、第１の本体２１０は、円筒形電池セル１０
の対応するカソード端子２０を少なくとも部分的に露出させる平面形状で円形の開口２３
０をその上端に備えている。同様に、第２の本体３１０は、円筒形電池セル１０の対応す
るアノード端子３０を少なくとも部分的に露出させる平面形状で円形の開口３３０をその
下端に備えている。
【００６６】
　開口２３０は、カソード端子２０から０．５ｍｍの厚さＷだけ突出する外周部を有して
いる。同様に、開口３３０は、アノード端子３０から０．５ｍｍの厚さＷだけ突出する外
周部を有している。したがって、接続部材とバッテリーセルとの間に絶縁構造が形成され
、その結果、断電やショートの発生が防止され、それらの間の構造的安定性が改良される
。
【００６７】
　図６は、図１に示すバッテリーセル・ホルダーを示す分解図であり、図７は、図６に示
すバッテリーセル・ホルダーを示す組み立て図である。
【００６８】
　これらの図面を図１と共に参照すると、締結用突起部２２５と締結用小穴部３２５とは
、前記第１延長締結部２２０にて交互に形成されている。同様に、締結用突起部２２５と
締結用小穴部３２５とは、前記第２延長締結部３２０にて交互に形成されている。締結用
小穴部３２５は締結用突起部２２５に対応している。
【００６９】
　該延長締結部２２０及び３２０は伸張性の材料で形成されており、各締結用突起部２２
５は、締結用小穴部３２５の内径（ａ）よりも僅かに大きな外径Ａを有している。したが
って、締結過程で、各締結用小穴部３２５の内径（ａ）は、締結用突起部２２５の外径（
Ａ）に弾性的に広げられる。結果的に、各締結用突起部２２５は、締結用小穴部３２５の
中に、圧力ばめのやり方で締結される。
【００７０】
　図８は、本発明の別の実施の形態に係るユニットモジュールが互いに摺動締結方法で締
結されている状態を示す模式図であり、図９は、図８の正面部分拡大図であり、図１０は
、図８のＢ－Ｂ’線に沿った断面図である。
【００７１】
　これらの図面を図１と共に参照すると、各側面締結部４００は、バッテリーセル・ホル
ダー１００の長手方向Ｌに形成された摺動締結型溝構造４１０を有するように構成されて
いる。
【００７２】
　図９に示すように、摺動締結型溝構造４１０は、フック４１２と、該フック４１２に対
応する凹溝４１４と、を有している。該凹溝４１４は、フック４１２の湾曲部の内側に形
成されている。
【００７３】
　したがって、他のバッテリーセル・ホルダー１００’との締結時に、それぞれの側面締
結部４００に形成されたフック４１２は、摺動締結方法によって互いに結合され、それら
の間の機械結合を成し遂げる。その結果、全体の組み立て工程は非常に容易かつ簡単にな
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る。
【００７４】
　４つの第１延長締結部２２０において、フック４２０の湾曲部は交互に２つずつ配置さ
れている。特に、一対の第１延長締結部２２０Ａ及び２２０Ｂのフック４２０の湾曲部が
互いに内側へ向けられている場合、隣接する第１延長締結部２２０Ｃ及び２２０Ｄのフッ
ク４２０の湾曲部は互いに外側に向けられている。その結果、隣接するバッテリーセル・
ホルダーの延長締結部は、互いに係合方法で締結され、それらの間の構造的安定性が改良
され、それらの結合部での締結強度が増加する。
【００７５】
　一方、側面締結部４００は、第１延長締結部２２０と第２延長締結部３２０の仮想延長
線の両側に、上カバー２００と下カバー３００上に形成されている。したがって、密接し
た状態で隣接しているバッテリーセルを効果的に接続することが可能となる。
【００７６】
　また、クーラントの流路４５０は、隣接するユニットモジュール１１０の間で、側面締
結部４００の間に形成されるスペースにて各バッテリーセル１００の長手方向Ｌに形成さ
れている。さらに、クーラントの流路は、延長締結部２２０及び３２０の間のスペースに
てバッテリーセルの横方向（Ｂ－Ｂ’）に形成されている（矢印参照）。したがって、複
数のユニットセルが互いに接続されているとき、別のクーラントシステムを設計すること
なく、充電及び放電の間、又は該ユニットセルの動作の間に該ユニットセルから生じる熱
を効果的に取り除くことができる。
【００７７】
　図１１は、本発明の他の実施の形態に係るバッテリーモジュールを示す模式図である。
【００７８】
　図１１を図１及び８と共に参照すると、バッテリーモジュール５００は、複数のユニッ
トモジュール１１０と、該ユニットモジュール１１０を互いに電気的に接続するための接
続部材５１０と、を有している。
【００７９】
　該ユニットモジュール１１０は、５×５のマトリクスで配置されている。同じ極性の電
極端子が列方向（垂直方向）に配置され、異なる極性の電極端子が行方向（水平方向）に
配置されている。
【００８０】
　接続部材５１０は、伝導板で形成されている。接続部材５１０は、バッテリーモジュー
ル５００の正面を基準に、第１列を電気的に接続するための第１接続部材５１１と、第２
列と第３列とをそれぞれ接続するための第２接続部材５１２と、第４列と第５列とをそれ
ぞれ接続するための第３接続部材５１３と、を有している。第２接続部材５１２は、行方
向に伸びる２本の延長線を有しており、第３接続部材５１３は、行方向に伸びる２本の延
長線を有している。
【００８１】
　図１１に示すように、前記と反対構造の接続部材はバッテリーモジュール５００の後に
取り付けられている（理解し易いように、該図面においては、該接続部材は前記バッテリ
ーモジュールから離間された状態で示している。）。
【００８２】
　図１２は、本発明のさらなる実施の形態に係るバッテリーモジュールを示す斜視図であ
る。
【００８３】
　バッテリーモジュール６００は、５×１のマトリクスを含む構造を有するように構成さ
れている。接続部材６１０は、第１列及び第２列を互いに接続しており、第３列及び第４
列を互いに接続している。各接続部材６１０は、ユニットモジュールの横方向に湾曲され
た電圧検知端子６２０を有している。
【００８４】
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　また、外部入出力端子を構成するために、前記接続部材のそれぞれに導線（不図示）が
接続されていても良い。
【００８５】
　本発明の実施の形態が説明のために開示されてきたけれども、当業者は、添付する特許
請求の範囲に開示されているような本発明の範囲や精神から逸脱することなく様々な改良
や付加や置換が可能であることを理解するであろう。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】
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