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(57)【要約】
本発明は、多数の電極組立体を含む二次電池に関し、よ
り具体的に、第1正極、第1分離膜及び第1負極を含む第1
電極組立体;第2正極、第2分離膜及び第2負極を含む第2
電極組立体を含み、前記第2電極組立体の極板面積が前
記第1電極組立体の極板面積より小さい場合、前記第2電
極組立体の断面の厚さは、前記第1電極組立体の断面の
厚さより大きいことを特徴とする二次電池に関する。
【選択図】図2
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第1正極、第1分離膜及び第1負極を含む第1電極組立体;
第2正極、第2分離膜及び第2負極を含む第2電極組立体を含み、
前記第2電極組立体の極板面積が前記第1電極組立体の極板面積より小さい場合、前記第2
電極組立体の断面の厚さは、前記第1電極組立体の断面の厚さより大きいことを特徴とす
る二次電池。
【請求項２】
前記第2電極組立体の前記第2正極の正極活物質層が、前記第1電極組立体の前記第1正極の
正極活物質層よりさらに厚いことを特徴とする請求項1に記載の二次電池。
【請求項３】
前記第2電極組立体の前記第2負極の負極活物質層が、前記第1電極組立体の前記第1負極の
負極活物質層よりさらに厚いことを特徴とする請求項1に記載の二次電池。
【請求項４】
前記第1電極組立体の極板面積と第2電極組立体の極板面積は、下記式（1）で表されるこ
とを特徴とする請求項1に記載の二次電池：
0.5≦S2/S1≦0.98   （1）
S1は第1電極組立体の極板面積であり、S2は第2電極組立体の極板面積である。
【請求項５】
前記第1電極組立体の断面の厚さと第2電極組立体の断面の厚さは、下記式（2）で表され
ることを特徴とする請求項1に記載の二次電池：
0≦I1/I2≦0.2   （2）
I1は第1電極組立体の断面の厚さであり、I2は第2電極組立体の断面の厚さである。
【請求項６】
前記第1正極及び第2正極は、正極集電体の両面又は一面に正極活物質が塗布されることを
特徴とする請求項1に記載の二次電池。
【請求項７】
前記第1正極の単位面積当たりの基準容量は、0.0121乃至0.0123 Ah/cm2であることを特徴
とする請求項1に記載の二次電池。
【請求項８】
前記第2正極の単位面積当たりの基準容量は、0.0123乃至0.0126 Ah/cm2であることを特徴
とする請求項1に記載の二次電池。
【請求項９】
前記第1負極及び第2負極は、負極集電体の両面又は一面に負極活物質が塗布されることを
特徴とする請求項1に記載の二次電池。
【請求項１０】
前記第1負極の単位面積当たりの基準容量は、0.0132乃至0.0136 Ah/cm2であることを特徴
とする請求項1に記載の二次電池。
【請求項１１】
前記第2負極の単位面積当たりの基準容量は、0.0135乃至0.0139 Ah/cm2であることを特徴
とする請求項1に記載の二次電池。
【請求項１２】
前記第1電極組立体と前記第2電極組立体との電池容量は同一であることを特徴とする請求
項1に記載の二次電池。
【請求項１３】
請求項1に記載の二次電池を2つ以上電気的に接続して含むことを特徴とする中大型電池モ
ジュール。
【請求項１４】
請求項13に記載の中大型電池モジュールを2つ以上電気的に接続して含むことを特徴とす
る中大型電池パック。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、多数の電極組立体を含む二次電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
現存する二次電池及び電池パックの構造において、二次電池の使用及び配列は制限され得
る。特に、電池パックは、一般的に同一の容量、サイズ及び寸法の四角形電池で構成され
ている。このような二次電池の物理的な形状は、二次電池の電気的な配列を反映しており
、例えば、6つの電極組立体を有する電池パックは同一のサイズ及び容量の電極組立体を6
つ含むことができる。このような電池パックで、電極組立体は、 2列に3つが並んで備え
られ製造することができる。しかし、このような普通の二次電池又は電池パックの形態は
、携帯用電子装置又は大容量の自動車用電池において四角形でないか不規則な形状の空間
で二次電池を効率的に用いることができなくなる問題があり、これに伴い形状の異なる電
極組立体を多数備えて空き空間を効率的に用いるようにすることができるが、それぞれの
電極組立体の容量が異なっているため、出力が円滑でないという問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
  本発明の一実施例は、電極組立体の極板面積が減少するにつれて、断面の厚さを増加さ
せ、類似した容量の電極組立体を含む二次電池を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
本発明の一実施例は、第1正極、第1分離膜及び第1負極を含む第1電極組立体;第2正極、第
2分離膜及び第2負極を含む第2電極組立体を含み、前記第2電極組立体の極板面積が前記第
1電極組立体の極板面積より小さい場合、前記第2電極組立体の断面の厚さは、前記第1電
極組立体の断面の厚さより大きいことを特徴とする二次電池を提供する。
【発明の効果】
【０００５】
本発明は、電極組立体の極板面積が小さいと、断面の厚さを大きくして多様な面積の電極
組立体での出力が一定に出るようにすることにより、電極組立体間の電気的負荷が集中さ
れる現象を緩和し、出力が円滑になるようにして二次電池を効率的に用いることができる
。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明の一実施例に係る二次電池の模式図である。
【図２】本発明の一実施例に係る二次電池の断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
本発明は、第1正極、第1分離膜及び第1負極を含む第1電極組立体;
第2正極、第2分離膜及び第2負極を含む第2電極組立体を含み、
前記第2電極組立体の極板面積が前記第1電極組立体の極板面積より小さい場合、前記第2
電極組立体の断面の厚さは、前記第1電極組立体の断面の厚さより大きいことを特徴とす
る二次電池を提供する。
【０００８】
本発明の一実施例に係る二次電池は、電極組立体の極板面積が異なるため、四角形でない
か不規則な形状の空間で二次電池を効率的に用いることができる。また、本発明の一実施
例に係る二次電池は、従来の二次電池で現れ得る電極組立体間の容量の差による二次電池
の寿命短縮と、容量が残っている電極組立体を使用できない非効率性を、極板面積に応じ
て断面の厚さを変えて解決することができ、電極組立体間の容量を類似にすることにより
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、二次電池の出力が円滑になるようにすることができる。
【０００９】
本発明の一実施例に係る二次電池において、前記第1電極組立体の極板面積と第2電極組立
体の極板面積は下記式（1）で表すことができる：
0.5≦S2/S1≦0.98   （1）
S1は、第1電極組立体の極板面積であり、 S2は、第2電極組立体の極板面積である。
【００１０】
また、前記第1電極組立体の断面の厚さと第2電極組立体の断面の厚さは、下記式（2）で
表すことができる：
0≦I1/I2≦0.2   （2）
I1は第1電極組立体の断面の厚さであり、 I2は第2電極組立体の断面の厚さである。
【００１１】
すなわち、前記第2電極組立体の面積は、前記第1電極組立体の面積に比べて、前記式（1
）で表される比率ほど小さいことがある。しかし、前記第1電極組立体及び前記第2電極組
立体の電池容量は同一若しくはほぼ同一であることが好ましい。前記第1電極組立体と前
記第2電極組立体との間の容量差が生じるならば、容量が小さい電極組立体の場合に充放
電が進むほど寿命が短くなり、逆に容量が大きい電極組立体の場合には、電池容量が残っ
て非効率的であり得るためである。このため、前記第1電極組立体の断面の厚さより前記
第2電極組立体の断面の厚さを大きく設定することができ、または、前記第2電極組立体の
電極材料を前記第1電極組立体の電極材料より高効率なものを用いることができる。
【００１２】
第1電極組立体と第2電極組立体との電極材料が同一な場合、第2電極組立体の面積が第1電
極組立体の面積より小さく設定されるのであれば、第2電極組立体の容量が第1電極組立体
の容量より少なくなるが、このような容量の差を克服するため、相対的に第2電極組立体
の断面の厚さを第1電極組立体の断面の厚さより大きく設定するものである。具体的に、
第2電極組立体の第2正極の正極活物質層及び第2負極の負極活物質層を、第1電極組立体の
第1正極の正極活物質層及び第1負極の負極活物質層よりそれぞれ一層厚くして、同一な電
池容量の電極組立体を形成することができる。
【００１３】
一方、前記第1電極組立体及び前記第2電極組立体の電極材料を異に用いる場合、すなわち
、前記第2電極組立体の電極材料が前記第1電極組立体の電極材料より高効率の電極材料を
用いることができる。
【００１４】
本発明の一実施例に係る二次電池において、前記第1正極及び第2正極は、正極集電体の両
面又は一面に正極活物質が塗布され得る。
【００１５】
前記第1正極の単位面積当たりの基準容量は、0.0121乃至0.0123 Ah/cm2であり得る。前記
第1正極の単位面積当たりの基準容量が0.0121 Ah/cm2未満の場合には、単位面積当たりの
容量低下による容量設計効率性の低下の問題があり、0.0123 Ah/cm2を超える場合には、
電極コーティングした後、圧延強度の増加に伴う電解液含浸の低下の問題がある。
【００１６】
前記第2正極の単位面積当たりの基準容量は、0.0123乃至0.0126 Ah/cm2であり得る。前記
第1正極の単位面積当たりの基準容量が0.0123Ah/cm2未満の場合には、単位面積当たりの
容量低下による容量設計効率性の低下の問題があり、0.0126Ah/cm2を超える場合には、電
極コーティングした後、圧延強度の増加に伴う電解液含浸の低下の問題があるためである
。
【００１７】
また、本発明の一実施例に係る二次電池において、前記第1負極及び第2負極は、負極集電
体の両面又は一面に負極活物質が塗布され得る。
【００１８】
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前記第1負極の単位面積当たりの基準容量は、0.0132乃至0.0136Ah/cm2であり得る。前記
第1負極の単位面積当たりの基準容量が0.0132Ah/cm2未満の場合には、電池内でリチウム
が析出するとの問題があり、0.0136Ah/cm2を超える場合には、ローディング量が増加され
るため、価格競争力の問題がある。
【００１９】
　前記第2負極の単位面積当たりの基準容量は、0.0135乃至0.0139 Ah/cm2であり得る。前
記第2負極の単位面積当たりの基準容量が0.0135 Ah/cm2未満の場合には、電池内のリチウ
ム析出の問題があり、0.0139 Ah/cm2を超える場合には、容量設計効率及び価格競争力低
下の問題がある。
【００２０】
また、本発明の一実施例に係る二次電池において前記電極組立体は、単純スタック型、ス
タック-折り畳み型の構造を有することができる。前記電極組立体は、活物質が塗布され
た正極と負極との間に分離膜を介在させ、正極/分離膜/負極を連続的に積層して製造する
ことができる。一方、前記積層される電極組立体は、容量の増大のために交互に積層され
た複数の電極と分離膜とを含むことができる。
【００２１】
本発明の一実施例によれば、前記電極組立体は、正極/分離膜/負極又は負極/分離膜/正極
を繰り返し単位で積層させて製造することができ、フルセル又はバイセルの構造を有する
複数の単位セルを、折り畳みフィルムに集合させて製造することができる。ここで、前記
折り畳みフィルムは、一般的な絶縁フィルムなどを用いることができる。フルセル構造は
、極性が異なる電極の間に分離膜が介在されたセル構造を少なくとも一つ以上含むものの
、最外側に位置した電極の極性が異なるセル構造を意味する。フルセル構造の一例として
は、正極/分離膜/負極又は正極/分離膜/負極/分離膜/正極/分離膜/負極などが挙げられる
。バイセル構造は、極性が異なる電極の間に分離膜が介在されたセル構造を少なくとも一
つ以上含むものの、最外側に位置した電極の極性が同じセル構造を意味する。バイセル構
造の一例としては、正極/分離膜/負極/分離膜/正極又は負極/分離膜/正極/分離膜/負極な
どが挙げられる。
【００２２】
一方、折り畳みフィルムを用いて単位セル等を集合させる方式は、いろいろ可能である。
一例として、長手方向に延長された折り畳みフィルムの一方の面に、複数の単位セルを所
定の間隔で配列した後、配列された単位セル等とともに折り畳みフィルムを一方向に巻き
取り、電極組立体を製造することができる。このように製造された電極組立体は、巻き取
られた折り畳みフィルムの間に単位セル等が挿入された構造を有する。他の例として、長
手方向に延長された折り畳みフィルムの両面に複数の単位セルを所定の間隔で配列した後
、配列された単位セル等とともに折り畳みフィルムを一方向に巻き取り、電極組立体を製
造することができる。
【００２３】
このように製造された電極組立体は、巻き取られた折り畳みフィルムの間に単位セル等が
挿入された構造を有する。前記単位セル等の配置間隔と、各単位セルの最外郭に位置する
電極の極性は、折り畳みフィルムに接した上部セルの電極と下部セルの電極の極性が逆と
なるように選択される。一例として、正極/分離膜/負極/折り畳みフィルム/正極/分離膜/
負極/折り畳みフィルム/正極...のような電極組立体の構造が形成されるように、単位セ
ルの配置間隔と各単位セルの最外郭に位置する電極の極性が選択され得る。
【００２４】
一方、電極組立体の製造に用いられる折り畳みフィルムの長さは、最後の単位セル又は電
極を前記で説明した方式で集合させた後、電極組立体を少なくとも一回以上包むことがで
きるよう選択され得る。但し、前記電極組立体等はいくつか他の形態に変形され得、また
、本発明の範囲がこれに限定されるものではない。
【００２５】
また、本発明の一実施例は、前記二次電池を2つ以上電気的に接続して含むことを特徴と
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する中大型電池モジュールを提供する。
【００２６】
また、本発明の一実施例は、前記中大型電池モジュールを2つ以上電気的に接続して含む
ことを特徴とする中大型電池パックを提供する。
【００２７】
バッテリーのみで運行され得る電気自動車(EV)、バッテリーと既存のエンジンを併用する
ハイブリッド電気自動車(HEV)などに動力源として用いられるためには、高出力、大容量
が要求されるところ、このために本発明の一実施例に係る電池モジュールを2つ以上電気
的に直列に接続するか、場合によっては、並列に接続して電池パックを構成することがで
きる。前記中大型電池パックはパワーツール(Power Tool);電気車(Electric Vehicle、EV
)、ハイブリッド電気車(Hybrid Electric Vehicle、HEV)、及びプラグインハイブリッド
電気車（Plug- in Hybrid Electric Vehicle、PHEV）を含む電気車;電気トラック;電気商
用車;又は電力貯蔵用システムの何れか1つ以上の中大型デバイスの電源として利用される
ことを特徴とする。
【００２８】
以下、図を参照して本発明の好ましい実施例を詳細に説明する。これに先立って、本明細
書及び特許請求の範囲に用いられた用語や単語は、通常的且つ辞典的な意味に限定して解
釈されてはならず、発明者は、自分の発明を最善の方法で説明するために用語の概念を適
切に定義することができるとの原則に立脚して、本発明の技術的思想に符合する意味と概
念として解釈されるべきである。
【００２９】
したがって、本明細書に記載された実施例と図に示された構成は、本発明の最も好ましい
一実施例に過ぎないだけで、本発明の技術的思想を全て代弁するものではないので、本出
願時点においてこれらを代替することができる多様な均等物と変形例があり得ることを理
解しなければならない。
【００３０】
図1は、本発明の一実施例に係る二次電池100の模式図であって、2つの電極組立体が積層
された構造を示す図である。
【００３１】
図1を参照すると、第1正極111、第1分離膜113、第1負極112、第1分離膜113が順次に積層
された第1電極組立体110と、第2正極121、第2分離膜123、第2負極122、第2分離膜123が順
次に積層された第2電極組立120とがスタック方式で積層される。第2電極組立体120の極板
面積は、第1電極組立体110の極板面積より小さいが、第2電極組立体120の断面の厚さは、
第1電極組立体110の断面の厚さより大きいことが分かる。
【００３２】
現在の多様な形態の携帯電話、ノートパソコン及びタブレットPCだけでなく、大容量の自
動車用電池に用いられるためには、本発明の一実施例のような第1電極組立体110と第2電
極組立体120の極板面積が異に構成されたピラミッド形態の二次電池100を構成することが
できる。前記第1電極組立体110及び第2電極組立体120が積層された二次電池で、第2電極
組立体120の極板面積が第1電極組立体110の極板面積より小さいため、活物質が塗布され
た面積が小さくなるので第2電極組立体120の容量が減少し得るが、第2電極組立体120の断
面の厚さを増加させ、減少する容量ほど電極活物質を厚くコーティングさせて、生じた容
量の差を相殺することができる。
【００３３】
したがって、積層された電極組立体間の容量差により、容量が小さい電極組立体ほど充放
電が進むほど寿命が短くなり、容量が残っている電極組立体は使用できなくなる問題が生
じ得るが、本発明の一実施例に係る極板の面積の差による容量差を断面の厚さを増加させ
て前記のような問題を解決することができ、容量が類似した電極組立体を積層した二次電
池を製造して出力が円滑になるようにすることができる。
【００３４】
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図2は、本発明の一実施例に係る二次電池200の断面図である。
【００３５】
図2に示すように、図1に示した電極組立体が積層された二次電池100を多数個構成し、二
次電池200を製造することができる。図2をより具体的に検討してみると、第1正極211、第
1分離膜213、第1負極212、第1分離膜213が順次に積層された第1電極組立体210と、第2正
極221、第2分離膜223、第2負極222、第2分離膜223が順次に積層された第2電極組立体220
とがスタック方式で積層され、第3正極231、第3分離膜233、第3負極232、第3分離膜233が
順次に積層された第3電極組立体230と、第4正極241、第4分離膜243、第4負極242、第4分
離膜243が順次に積層された第4電極組立体240とが積層され得る。前記第1電極組立体210
、第2電極組立体220、第3電極組立体230及び第4電極組立体240を含む二次電池で容量をさ
らに増大させるために、第4電極組立体240より極板の面積は小さく、断面の厚さが大きい
電極組立体を1つ以上積層させることができる。
【００３６】
また、前記第1電極組立体210の極板面積S1は、第2電極組立体220の極板面積S2より大きく
、前記第2電極組立体220の極板面積S2は、第3電極組立体230の極板面積S3より大きく、前
記第3の電極組立体230の極板面積S3は、第4電極組立体240の極板面積S4より大きい。一方
、前記第1電極組立体210の断面の厚さI1は、第2電極組立体220の断面の厚さI2より小さく
、前記第2電極組立体220の断面の厚さI2は第3電極組立体230の断面の厚さI3より小さく、
前記第3の電極組立体230の断面の厚さI3は、第4電極組立体240の断面の厚さI4より小さい
。
【００３７】
具体的に、第2電極組立体220の第2正極221の正極活物質層及び第2負極222の負極活物質層
を、第1電極組立体210の第1正極211の正極活物質層及び第1負極212の負極活物質層よりそ
れぞれさらに厚くし、同一な電池容量の電極組立体を形成することができる。正極及び負
極の活物質層の厚さの調節は、第3電極組立体230及び第4電極組立体240にも同様に適用す
ることができる。
【００３８】
よって、容量が類似した電極組立体を積層した二次電池を製造することにより、積層され
た電極組立体の間の容量差がほとんど生じないため、充放電が進むほど寿命が短くなると
の問題が生じず、容量が残っている電極組立体は使用できなくなるとの問題が生じず、容
量が類似した電極組立体を積層して出力が円滑になるようにすることができる。
【００３９】
また、バッテリーのみで運行され得る電気自動車(EV）、バッテリーと既存のエンジンを
併用するハイブリッド電気自動車(HEV)などに動力源として用いられるためには、高出力
、大容量が要求されるところ、このため、本発明の一実施例に係る二次電池を2つ以上電
気的に直列に接続するか、場合によっては、並列に接続して電池モジュールを構成するこ
とができ、前記電池モジュールを2つ以上電気的に接続することを含めて電池パックを構
成することができる。
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