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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）クルードセルのグリッドの一端にタブ部材を溶接させる段階と、
（ｂ）前記グリッドと前記タブ部材の溶接部を包むように、前記溶接部に絶縁テープを付
着する段階と、
（ｃ）前記溶接部に絶縁テープが付着されたクルードセルを包装材に収納し、電解質を注
入した後に真空密封する段階とを含むことを特徴とする、リチウム２次電池の製造方法。
【請求項２】
（ａ）セパレータを間に置いて交互に配置される、陽極グリッドを持つ多数の陽極板及び
陰極グリッドを持つ多数の陰極板を備えるクルードセルの前記陽極グリッド及び前記陰極
グリッドを各々集積させる段階と、
（ｂ）前記陽極グリッド及び前記陰極グリッドの各々一端に対応する一つの陽極タブ部材
及び陰極タブ部材を各々溶接し、陽極溶接部及び陰極溶接部を各々形成させる段階と、
（ｃ）前記陽極溶接部及び前記陰極溶接部を各々包むように、前記溶接部に絶縁テープを
付着させる段階と、
（ｄ）前記陽極及び陰極溶接部に絶縁テープが付着されたクルードセルを包装材に収納し
、電解質を注入した後に真空密封する段階とを含むことを特徴とする、リチウム２次電池
の製造方法。
【請求項３】
セパレータを間に置いて交互に各々配置される、陽極グリッドを持つ多数の陽極板及び陰
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極グリッドを持つ多数の陰極板を備えるクルードセルの電極タブを処理してリチウム２次
電池を製造する方法において、
（ａ）前記陽極グリッド及び前記陰極グリッドが溶接に必要な最少限の長さを各々持つよ
うに、前記陽極グリッド及び前記陰極グリッドを前記クルードセルの第１面に近接させて
実質的に平行になるように各々集積させると同時に、前記陽極グリッド及び前記陰極グリ
ッドの端部を切断する段階と、
（ｂ）前記陽極グリッド及び前記陰極グリッドの各々の一端に対応させる一つの陽極タブ
部材及び陰極タブ部材を各々溶接して、最短の長さを持つ各々の陽極溶接部及び陰極溶接
部を形成する段階と、
（ｃ）前記陽極溶接部及び前記陰極溶接部を各々包むように前記溶接部に絶縁テープを付
着させる段階と、
（ｄ）前記陽極グリッド及び前記陰極グリッドを前記第１面に対向する第２面に近づけな
がら、前記第２面で実質的に垂直になるように各々の第１屈曲部で屈曲させる段階と、
（ｅ）各々の前記タブ部材を前記第１屈曲部に近づけながら、前記第１面に実質的に平行
になるように第２屈曲部で屈曲させる段階と、
（ｆ）前記（ａ）ないし（ｃ）段階により処理されたクルードセルを包装材に収納し、電
解質を注入した後に真空密封する段階とを含むことを特徴とする、リチウム２次電池の製
造方法。
【請求項４】
前記絶縁テープの付着段階は、耐熱性及び耐化学性を持つポリイミドまたはポリプロピレ
ンフィルム形態の絶縁テープを、アクリル系またはシリコン系接着剤を利用して接着する
ことを特徴とする、請求項１～請求項３のいずれか一項に記載のリチウム２次電池の製造
方法。
【請求項５】
前記第１屈曲部は、前記陽極溶接部及び陰極溶接部を除いて、前記陽極グリッド及び陰極
グリッドと前記絶縁テープが接触する領域で形成されることを特徴とする、請求項３に記
載のリチウム２次電池の製造方法。
【請求項６】
前記第２屈曲部は、前記第１屈曲部から少なくとも前記陽極溶接部及び陰極溶接部より遠
く離れて、前記絶縁テープと前記タブ部材が接触する領域で形成されることを特徴とする
、請求項３または請求項５に記載のリチウム２次電池の製造方法。
【請求項７】
前記第１屈曲部及び前記第２屈曲部は、各々前記絶縁テープの両端に実質的に近接する部
位に形成されることを特徴とする、請求項３に記載のリチウム２次電池の製造方法。
【請求項８】
前記セパレータは、ポリエチレンまたはポリプロピレンによる単層または多層のポリマー
多孔質膜を備えた単一のシートとなり、前記陽極板及び前記陰極板が交互に積層されるよ
うにフォールドトゥーフォールド（Ｆｏｌｄ　ｔｏ　Ｆｏｌｄ）形態で連続的に折られ、
前記陽極板は、一定の大きさで切断された個別の陽極板が前記セパレータの一側面に互い
に所定間隔を持つようにイオン伝導性ポリマー接着剤によって接着されて、前記陰極板は
、一定の大きさで切断された個別の陰極板が前記セパレータの他側面に前記個別陽極板と
対応する位置にイオン伝導性ポリマー接着剤によって接着されることを特徴とする、請求
項２または請求項３に記載のリチウム２次電池の製造方法。
【請求項９】
フォールドトゥーフォールド形態で折られた前記クルードセルの表面は、ラッピング（ｗ
ｒａｐｐｉｎｇ）テープによって包まれたことを特徴とする、請求項８に記載のリチウム
２次電池の製造方法。
【請求項１０】
前記溶接段階は、陽極及び陰極で同時に起らない二極中の一つの極で先ず溶接をして、残
った極で溶接工程を行うことを特徴とする、請求項２または請求項３に記載のリチウム２
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次電池の製造方法。
【請求項１１】
請求項１～請求項３、請求項５、請求項７のいずれか一項に記載の方法によって製造され
る、リチウム２次電池。
【請求項１２】
グリッドを持つ多数の陽極板と、グリッドを持つ多数の陰極板と、セパレータと、陽極タ
ブ部材及び陰極タブ部材と、電解質と、前記陽極板、陰極板、セパレータ、陽極タブ部材
及び陰極タブ部材、電解質を収納し真空密封する包装材とを備えるリチウム２次電池にお
いて、前記陽極タブ部材と前記陰極タブ部材は、各々前記陽極グリッド及び前記陰極グリ
ッドに溶接されて、前記溶接された部分は、前記包装材とは別途の絶縁テープによって包
まれることを特徴とする、リチウム２次電池。
【請求項１３】
前記グリッド部分と前記タブ部材部分に、少なくとも２個の屈曲部が形成されることを特
徴とする、請求項１２に記載のリチウム２次電池。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
　本発明はリチウム２次電池に関するもので、より詳細には、電池包装材の予め決定され
た一定の規格条件で電極物質の含量を増加させるために、電極板の長さを増加させること
によって、その容量が最大化され、絶縁テープを使用することによって、グリッドとタブ
が溶接される、電極タブ部位の安定性を高められるリチウム２次電池の製造方法及びこの
ような工程によって製造されるリチウム２次電池に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
　一般的に、ビデオカメラ、携帯用電話機、携帯用ＰＣなどのような携帯用電子製品の構
造を軽量化または高機能化するために、電子製品の電源として使用される電池について、
多くの研究が進んでいる。このような電池は充／放電によって連続的に使える。
【０００３】
　通常的に、電池には、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、ニッケル亜鉛電池
、リチウム２次電池などが電子製品の電源で使用されていて、この中で寿命と容量を考慮
すればリチウム２次電池が凡用化されている。
【０００４】
　前記リチウム２次電池は、電解質の種類によって液体電解質を使うリチウム金属電池、
リチウムイオン電池、及び高分子固体電解質を使うリチウムポリマー電池に区分される。
リチウムポリマー電池は、高分子固体電解質の種類によって有機電解液が全く含有されて
いない完全固体形のリチウムポリマー電池、有機電解液を含有するゲル形の高分子電解質
を使うリチウムイオンポリマー電池に区分される。
【０００５】
　図１は、従来の一般的なリチウム２次電池の構造を概略的に図示した斜視図である。
【０００６】
　図１を参照すると、前記リチウム２次電池（１０）は、クルードセル（２０）と、これ
を収納する包装材（４０）を備える。
【０００７】
　前記クルードセル（２０）は、図２ａに図示されたように、陽極板（２２）／セパレー
タ（ｓｅｐａｒａｔｏｒ）（２４）／陰極板（２６）の順で配列された単位セル（Ｕｎｉ
ｔ　Ｃｅｌｌ）（２８）、または図２ｂに図示されたように、陽極板（２１）／セパレー
タ（２３）／陰極板（２５）／セパレータ（２３）／陽極板（２１）／セパレータ（２３
）／陰極板（２５）の順で配列されたバイ－セル（Ｂｉ－Ｃｅｌｌ）（２７）を電池の容
量に合うように複数個積層した構造を有する。
【０００８】
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　図１に図示されたように、前記クルードセル（２０）は陽極電極タブ（ｔａｂ）（１２
）と陰極電極タブ（１４）を備える。陽極電極タブ（１２）は陽極板に各々形成された陽
極グリッド（１６）を集めて陽極タブ部材（１１）に溶接して結合したものであり、陰極
の電極タブ（１４）は陰極板に各々形成された陰極グリッド（ｇｒｉｄ）（１８）を集め
て陰極タブ部材（１３）に溶接して結合したものである。前記タブ部材（１１）（１３）
は各々アルミニウムまたはニッケルとなるノンレジン（ｎｏｎ－ｒｅｓｉｎ）部（１５）
とこのノンレジン部（１５）の両面に接着されたレジン部（１７）を備える。
【０００９】
　図１又は図３に図示されたように、前記包装材（４０）はクルードセル（２０）が収納
される収納部（３２）と電解液注入後、真空シリングされるシリング部（３４）を備える
。前記収納部（３２）は陽極板及び陰極板の本体が実質的に収納される第１収納部（３６
）と、陽／陰極の電極タブ（１６）（１８）部分が収納される第２収納部（３８）とから
なる。前記レジン部（１７）はシリング部（３４）間に介在し、電解液（未図示）が包装
材（４０）の外部に漏出するのを防止し、タブ部材（１１）（１３）の部位で発生する短
絡（ｓｈｏｒｔ）を防止する。
【００１０】
　図３に図示されたように、一般的なリチウム２次電池（１０）の構造において、電池の
幅と厚さ、即ち、極板の数が同一であるとの仮定の下で、電池の容量は、電池の長さ、特
に、電極物質を含有している極板の長さに左右される。そして、電池の容量を増加させる
ために、電池の全体長さ（ｄ）の中で、陽／陰極電極タブ（１２）（１４）が占める第２
収納部（３８）の長さ（ｄ１）またはシリング部（３４）の長さ（ｄ２）を短くすること
によって、相対的に第１収納部（３６）の長さ（ｄ３）を延長する方法がある。ところが
、一般的なリチウム２次電池（１０）のクルードセル（２０）において、陽／陰極電極タ
ブ（１２）（１４）は陽／陰極グリッド（１６）（１８）の長さ及び溶接部（１９）の長
さが最小限に用意されなければならなかったために、今までのリチウム２次電池の制作工
程においては、第２収納部（３８）はデッドスペース（Ｄｅａｄ　Ｓｐａｃｅ）としてみ
なすしかないという限界があった。
【００１１】
　図３に図示されたように、包装材（４０）は、グリッド（１６）（１８）と、タブ部材
（１１）（１３）が溶接される溶接部（１９）または陽／陰極電極タブ（１２）（１４）
に形成された粗く尖った部分によって損傷する可能性が高い。従って、従来のリチウム２
次電池（１０）は、このような溶接部（１９）または電極タブ（１２）（１４）部位によ
って包装材（４０）が損傷することで短絡が発生し、それがまた電池の不良につながる可
能性が常在するという問題点があった。
【００１２】
　本発明は前記の問題点を解決するために案出されたもので、グリッドとタブ部材が結合
されている電極タブ、特に溶接部などの鋭い部位によって、包装材が破けて短絡する現象
を防止し、電極タブ部分のデッドスペース（ｄｅａｄ　ｓｐａｃｅ）を最小限にして、そ
の部分だけ電極板の長さを延ばし、全体的に電池の容量を増大させる構造を有する、リチ
ウム２次電池の製造方法、及びリチウム２次電池を提供することにその目的がある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するための本発明のリチウム２次電池の製造方法は、（ａ）クルードセ
ルのグリッドの一端にタブ部材を溶接させる段階と、（ｂ）前記グリッドと前記タブ部材
の溶接部を包むように、前記溶接部に絶縁テープを付着する段階と、（ｃ）前記溶接部に
絶縁テープが付着されたクルードセルを包装材に収納し、電解質を注入した後に真空密封
する段階とを含む。
【００１４】
　前記目的を達成するための本発明のリチウム２次電池の製造方法は、（ａ）セパレータ
を間に置いて交互に配置される、陽極グリッドを持つ多数の陽極板及び陰極グリッドを持
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つ多数の陰極板を備えるクルードセルの前記陽極グリッド及び前記陰極グリッドを各々集
積させる段階と、（ｂ）前記陽極グリッド及び前記陰極グリッドの各々一端に対応する一
つの陽極タブ部材及び陰極タブ部材を各々溶接し、陽極溶接部及び陰極溶接部を各々形成
させる段階と、（ｃ）前記陽極溶接部及び前記陰極溶接部を各々包むように、前記溶接部
に絶縁テープを付着させる段階と、（ｄ）前記陽極及び陰極溶接部に絶縁テープが付着さ
れたクルードセルを包装材に収納し、電解質を注入した後に真空密封する段階とを含む。
【００１５】
　前記目的を達成するための本発明のリチウム２次電池の製造方法は、セパレータを間に
置いて交互に各々配置される、陽極グリッドを持つ多数の陽極板及び陰極グリッドを持つ
多数の陰極板を備えるクルードセルの電極タブを処理してリチウム２次電池を製造する方
法において、（ａ）前記陽極グリッド及び前記陰極グリッドが各々溶接に必要な最少限の
長さを持つように、前記陽極グリッド及び前記陰極グリッドを前記クルードセルの第１面
に近接させて実質的に平行になるように各々集積させると同時に、前記陽極グリッド及び
前記陰極グリッドの端部を切断する段階と、（ｂ）前記陽極グリッド及び前記陰極グリッ
ドの各々の一端に対応させる一つの陽極タブ部材及び陰極タブ部材を各々溶接して、最短
の長さを持つ各々の陽極溶接部及び陰極溶接部を形成する段階と、（ｃ）前記陽極溶接部
及び前記陰極溶接部を各々包むように前記溶接部に絶縁テープを付着させる段階と、（ｄ
）前記陽極グリッド及び前記陰極グリッドを前記第１面に対向する第２面に近づけながら
、前記第２面で実質的に垂直になるように各々の第１屈曲部で屈曲させる段階と、（ｅ）
各々の前記タブ部材を前記第１屈曲部に近づけながら、前記第１面に実質的に平行になる
ように第２屈曲部で屈曲させる段階と、（ｆ）前記（ａ）ないし（ｃ）段階により処理さ
れたクルードセルを包装材に収納し、電解質を注入した後に真空密封する段階とを含む。
【００１６】
　本発明のリチウム２次電池の製造方法において、前記絶縁テープ付着段階では、耐熱性
及び耐化学性を持つポリイミドまたはポリプロピレンフィルム形態の絶縁テープを、アク
リル系またはシリコン系接着剤を利用して接着するのが望ましい。
【００１７】
　本発明のリチウム２次電池の製造方法において、前記第１屈曲部は、前記溶接部を除い
て、前記グリッドと前記絶縁テープが接触する領域に形成されるのが望ましい。
【００１８】
本発明のリチウム２次電池の製造方法において、前記第２屈曲部は、前記第１屈曲部から
少なくとも前記溶接部より遠く離れて前記絶縁テープと前記タブが接触する領域に形成さ
れるのが望ましい。
【００１９】
　本発明のリチウム２次電池の製造方法において、前記第１屈曲部及び前記第２屈曲部は
、各々前記絶縁テープの両端に実質的に近接する部位に形成されるのが望ましい。
【００２０】
　本発明のリチウム２次電池の製造方法において、前記セパレータは、ポリエチレンまた
はポリプロピレンによる単層または多層のポリマー多孔質膜を備えた単一のシートとなり
、前記陽極板及び前記陰極板が交互に積層されるようにフォールドトゥーフォールド（Ｆ
ｏｌｄ　ｔｏ　Ｆｏｌｄ）形態で連続的に折られたものが望ましい。また、前記陽極板を
前記陽極グリッドが突出して形成し、一定の大きさで切断された個別の陽極板が、前記セ
パレータの一側面に互いに所定間隔を持つようにイオン伝導性ポリマー接着剤によって接
着され、前記陰極板は前記陰極グリッドが突出して形成し、一定の大きさで切断された個
別の陰極板が前記セパレータの他側面に前記個別の陽極板と対応する位置にイオン伝導性
ポリマー接着剤によって接着されるのが望ましい。
【００２１】
　本発明のリチウム２次電池の製造方法において、フォールドトゥーフォールド形態で折
られた前記クルードセルの表面はラッピング（ｗｒａｐｐｉｎｇ）テープによって包まれ
るのが望ましい。
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【００２２】
　本発明のリチウム２次電池の製造方法において、前記溶接段階は、陽極及び陰極で同時
に起らない二極中の一つの極で先ず溶接をし、残った極で溶接工程を行うのが望ましい。
【００２３】
　前記目的を達成するための本発明のリチウム２次電池は、上述した方法によって製造さ
れるクルードセル、及び前記クルードセルの電極タブ部位にデッドスペースが実質的に発
生しないように前記クルードセルが収納された状態で電解液が充填された後に、真空密封
される包装材を備える。
【００２４】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の望ましい実施例による、リチウム２次電池の製造方法及びリチウム２次
電池を添付された図面を参照して詳しく説明する。
【００２５】
　図４は本発明の望ましい実施例によるリチウム２次電池を概略的に図示した分解斜視図
であり、図５は図４の結合断面図である。
【００２６】
　図４及び図５を参照すると、本発明の望ましい実施例によるリチウム２次電池（１００
）は、陽極板／セパレータ／陰極板の構造を持ったクルードセル（１１０）と、このクル
ードセル（１１０）が収納されて密封される包装材（１２０）を備える。
【００２７】
　前記クルードセル（１１０）には、理論的にリチウム２次イオン電池またはリチウム２
次ポリマー電池が使用できる。また、クルードセル（１１０）は単位セル（ｕｎｉｔ　ｃ
ｅｌｌ）自体またはバイ－セル（Ｂｉ－ｃｅｌｌ）自体を問わず、このような単位セルま
たはバイ－セルが多重で積層されたものも使用できる。それから、各々の電極板（陽極板
または陰極板）は、極板本体と極板本体から突出したグリッドで構成される。
【００２８】
　前記グリッドは陽極グリッドと陰極グリッドに区別されて、陽極グリッドと陰極グリッ
ドは、クルードセル（１１０）の長さ方向に対して互いに反対方向に配置されることもあ
るが、本実施例では陽極グリッドと陰極グリッドはクルードセルの長さ方向に対して互い
に同一の方向に配置されていると仮定する。
【００２９】
　一般的に、クルードセル（１１０）は、包装材（１２０）に収納され、電解液（未図示
）が充填された後に真空包装された電池（１００）自体とは区別されている。それから、
「クルードセル」は「電池組立体（電極組立体）」と混用されて使用されているのが実情
であるが、本実施例では特別な言及がない限り、「クルードセル」に統一して呼ぶことに
する。
【００３０】
　一方、クルードセルの前記のような多様な構造にもかかわらず、前記クルードセル（１
１０）は、本出願人が２００１年５月２３日付で出願した大韓民国特許出願第１０－２０
０１－２８４９３号（自動化されたリチウム２次電池製造システム）、同国特許出願第１
０－２００１－２８４９４号（自動化されたリチウム２次電池製造システム用ラミナツョ
ン装置）、及び同国特許出願第１０－２００１－２８４９５号（自動化されたリチウム２
次電池製造システム用パッキング装置）などのような装置によって製造されるのが望まし
い。前記クルードセル（１１０）の概略構造は、陽極板／セパレータ／陰極板の３段の積
層構造となり、これを概略的に説明すれば以下のようである。
【００３１】
　前記クルードセル（１１０）について、陽極板（１１１）は、アルミニウムのようなホ
イル（Ｆｏｉｌ）集電体の両面または一面に陽極活物質を塗布、乾燥して制作され、陽極
活物質が塗布されなかった集電体部分に陽極グリッドが突出形成されている。前記陰極板
（１１３）は、銅のようなホイル（Ｆｏｉｌ）集電体の両面または一面に陰極活物質を塗



(7) JP 4065915 B2 2008.3.26

10

20

30

40

50

布、乾燥して制作され、陰極活物質が塗布されなかった集電体部分に陰極グリッドが突出
形成されている。セパレータ（１１５）は、ポリエチレン（ＰＥ）またはポリプロピレン
（ＰＰ）のポリマー多孔質膜を備え、単層及び多層構造を持つ。セパレータ（１１５）は
、両面に陽極板（１１１）と陰極板（１１３）が各々接着される接着部と、陽極板と陰極
板を絶縁するための絶縁部と、最終的に陽／陰極板が積層された状態でその積層物の表面
を数回ワインディングするためのワインディング部を備える。ここで、接着部と絶縁部は
互いに順次に形成されて、絶縁部の長さは接着部の長さより少し長く形成される。なぜな
らば、接着部は陽極板及び陰極板の幅と同一の長さを持てばよいが、絶縁部は陽極板また
は陰極板の厚さだけ折らなければならないので、その幅程度の長さを確保する必要がある
からである。一方、ワインディング部は積層物をワインディングできるだけの十分な長さ
を持つのが望ましい。前記セパレータ（１１５）の表面に塗布されるイオン伝導性ポリマ
ー接着剤（未図示）としては、陽極板及び陰極板をセパレータに接着すると同時にリチウ
ムイオンの伝導性の邪魔にならないよう、イオン伝導性ポリマー、例えばＳＢＲラテック
ス（ＳＢＲ　Ｌａｔｅｘ）系列の接着剤、アクリルソルベント（Ａｃｒｙｌｉｃ　Ｓｏｌ
ｖｅｎｔ）接着剤、ＰＡＮ（ｈｏｍｏ，ｃｏ－ｐｏｌｙｍｅｒ）を用いた接着剤、ＰＡＮ
／ＰＶＤＦブレンディング（Ｂｌｅｎｄｉｎｇ）を利用した接着剤、ＭＭＡ／ＰＭＭＡ重
合接着剤などのソルベント（Ｓｏｌｖｅｎｔ）タイプの接着剤を利用するのが望ましい。
セパレータ（１１５）は、陽極板及び陰極板が交互にジグザグ（より正確にはフォールド
トゥーフォールド（ｆｏｌｄ　ｔｏ　ｆｏｌｄ））形態に折られた後に、後工程のためテ
ープ（１１７）で付着される。
【００３２】
　図４及び図５に図示されたように、前記包装材（１２０）は、クルードセル（１１０）
の本体部分を収納する第１収納部（１２１）と、第１収納部（１２１）の周囲に用意され
るシリング部（１２３）と、電極タブ（１３０）部分を収納する第２収納部（１３１）と
を備える。図６に図示されたように、前記包装材（１２０）は、およそ２０μｍ～５０μ
ｍの厚さを持った薄いアルミニウムを利用して製造され、そのアルミニウム（１２５）の
内面、即ちクルードセル（１１０）が収納される面には接着剤（１２７）を利用しておよ
そ３０μｍの厚さを持つポリプロピレン（１２９）が接着され、アルミニウム（１２５）
の外面にはナイロンフィルム（１２２）が接着剤（１２７）を利用して接着された構造を
持つ。
【００３３】
　図４及び図５に図示されたように、クルードセル（１１０）は、電池の幅及び電極板（
陽極板及び陰極板）の数が従来の電池と同一であるという前提で、包装材（１２０）の第
１収納部（１２１）にクルードセル（１１０）を収納する場合、電極タブ部分の空間を減
らす代わりに電極板の長さを延長できる。
【００３４】
　図４及び図５を参照すると、本発明の望ましい実施例によるリチウム２次電池（１００
）は、電池全体の長さ（Ｄ）について、電極タブ（１３０）部分が占める第２収納部（１
３１）の長さ（Ｄ１）が従来の電池でのその長さ（ｄ１）より減少するが、該減少分くら
い第１収納部（１２１）の長さ（Ｄ３）を従来の電池のそれ（ｄ３）より延長できるので
、結果的に不必要なデッドスペースを減らして電池の容量を増加することができる。もち
ろん、電池の厚さ（Ｔ）、即ち電極板の数及び電池の幅（Ｗ）は一定である。なぜならば
、電池の規格は電池が使用される製品によって予め決定されるからである。
【００３５】
　では、以下に、リチウム２次電池の製造方法の個別工程を説明する。
【００３６】
　図７ａないし図７ｈは、本発明の望ましい実施例による電極タブ処理方法を各々概念的
に図示した工程図であり、図８はその流れ図である。
【００３７】
　本実施例で言及される段階及び陽極／陰極に関する部材は、別途の説明がない限り陽極
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と陰極を全て含めて指称することを原則とする。もちろん、工程の細部においては、二個
の極性中の一つの極性に関した工程が先行し、残った工程は後となることは言うまでもな
い。
【００３８】
　図７ａないし図８を参照すると、本実施例による処理工程は、クルードセル（１１０）
の複数のグリッド（１４１）の集積及び切断段階（Ｓ１０）と、複数のグリッド（１４１
）とタブ部材（１４３）の溶接段階（Ｓ２０）と、溶接部（１４５）に絶縁テープ（１４
７）を付着させる段階（Ｓ３０）と、複数のグリッド（１４１）を１次的に屈曲させる第
１屈曲段階（Ｓ４０）と、タブ部材（１４３）を２次的に屈曲させる第２屈曲段階（Ｓ５
０）とを含む。
【００３９】
　先ず、前記段階Ｓ１０は、複数のグリッド（１４１）が、支部をクルードセル（１１０
）の第１面（１１６）に近接して実質的に平行になるように集積すると同時に、複数のグ
リッド（１４１）の端部を切断する段階である。
【００４０】
　図７ａに図示されたように、一般的に、クルードセル（１１０）の複数のグリッド（１
４１）は、極板（陽極板または陰極板）の方向と実質的に並んで配置したり、もしくは散
漫に存在している。従って、このような複数のグリッド（１４１）を一地点でタブ部材（
１４３）と溶接するためには、複数のグリッド（１４１）を集めて整列する必要がある。
そして、デッドスペースを最小限にするためには、複数のグリッド（１４１）の長さを最
短長さで切断する必要がある。
【００４１】
　前記Ｓ１０段階は、図９に図示されたように、図７ａのクルードセル（１１０）をジグ
（１５０）に固定させた状態で、傾斜したスロープ（１５１）をクルードセル（１１０）
のグリッド（１４１）に接触するように移動させると、図７ｂに図示されたように、複数
のグリッド（１４１）はクルードセル（１１０）の第１面（１１６）方向に留って、その
第１面（１１６）に実質的に平行になるように集められる。続いて、図７ｃに図示された
ように、クルードセル（１１０）を固定した状態で、所定形状のカット（１６０）を上昇
させると、複数のグリッド（１４１）の端部は、不必要な部分が切られて図７ｄのように
もっとコンパクトに集積される。
【００４２】
　続いて、Ｓ２０段階は、レジン部（１４２）とノンレジン部（１４４）となるタブ部材
（１４３）を、図７ｄのクルードセル（１１０）のグリッド（１４１）に溶接させる手段
として、主にレーザー溶接、超音波溶接、スパッタ溶接などが利用される。通常的にタブ
部材（１４３）の幅は、グリッド（１４１）の幅よりも広い。そして、タブ部材（１４３
）をグリッド（１４１）の下に位置させて溶接するのも可能だが、グリッド（１４１）の
上に載せて溶接するのが望ましい。グリッド（１４１）とタブ部材（１４３）のノンレジ
ン部（１４４）の端部が溶接されることで形成される溶接部（１４５）の長さは、約１．
０ｍｍ～２．５ｍｍの範囲である。もちろん、これよりもっと短い長さで溶接するのも可
能だが、これは溶接不良の生ずる確率が高く、逆にもっと長く溶接すれば不必要なデッド
スペースが増え、材料費も高くなるので望ましくない。
【００４３】
　次に、Ｓ３０段階は、図７ｆ及び図１０に図示されたように、グリッド（１４１）また
はタブ部材（１４３）が、包装材（１２０）のホイル（アルミニウム）（図６の１２５）
部分を損傷して電池（１００）が短絡するのを防止するために溶接部（１４５）を包むこ
とであって、溶接部（１４５）の上・下面に各々絶縁テープ（１４７）を接着剤（未図示
）で接着することである。ここで、絶縁テープ（１４７）としては、耐熱性及び耐化学性
を持つポリイミドまたはポリプロピレンフィルム形態の絶縁テープを利用するのが望まし
い。また、絶縁テープ（１４７）を接着する接着剤としては、アクリル系またはシリコン
系の接着剤を利用するのが望ましい。溶接部（１４５）の上・下面に各々付着される絶縁
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テープ（１４７）の規格は、溶接部（１４５）の中心を基準に各々グリッド（１４１）及
びタブ部材（１４３）の長さ方向で十分に延びて、また、グリッド（１４１）の幅方向に
も十分に延びるのが望ましい。
【００４４】
　続いて、Ｓ４０段階は、図７ｇ及び図１１に図示されたように、クルードセル（１１０
）の第１面（１１６）に対向する第２面（１１８）にグリッド（１４１）が近づくように
第２面（１１８）に対して実質的に垂直になるように、第１屈曲部（１７１）から図１１
の矢印”Ａ”方向に屈曲させることである。ここで、第１屈曲部（１７１）を溶接部（１
４５）に形成させることは望ましくない。そして、第１屈曲部（１７１）は絶縁テープ（
１４７）が付着していないグリッド（１４１）部分に形成できるが、絶縁テープ（１４７
）が接着しているグリッド（１４１）部分に形成するのが望ましい。なぜならば、グリッ
ド（１４１）は、曲げられた部位で開こうとする特性（原状回復性）、即ち形態復元性が
あるので形態保持性が強い絶縁テープ（１４７）を利用して第１屈曲部（１７１）で曲げ
られた形態を維持させるためである。また、絶縁テープ（１４７）と共にグリッド（１４
１）を曲げると、曲げた部位でのグリッド（１４１）の強度を保つことができる。例えば
、メッシュタイプのグリッドが採用される電池は、第１屈曲部（１７１）でグリッド（１
４１）が損傷しても、その損傷した部位を絶縁テープ（１４７）が保護できる利点がある
。
【００４５】
　次に、Ｓ５０段階は、図７ｈ及び図１２に図示されたように、タブ部材（１４３）を第
１屈曲部（１７１）に近づけて第１面（１１６）に実質的に平行になるように、第２屈曲
部（１７３）で矢印“Ｂ”方向に屈曲させることである。前記第２屈曲部（１７３）が溶
接部（１４５）に形成されることは望ましくなく、第１屈曲部（１７１）から少なくとも
溶接部（１４５）より遠く離れて、絶縁テープ（１４７）とタブ部材（１４３）が接着す
る領域に形成されるのが望ましい。その理由は前述したように、形態固定性またはタブ部
材（１４３）または溶接部（１４５）の強度維持及びその部位の保護のためである。一方
、第１屈曲部（１７１）と第２屈曲部（１７３）間の距離は、クルードセル（１１０）の
電極板の積層数（クルードセルの厚さ）に合うように適宜調節することが望ましい。即ち
、電極板の積層数が多い場合には長くして、その数が少ない場合には短くするのが望まし
い。
【００４６】
　一方、第１屈曲部（１７１）及び第２屈曲部（１７３）は、絶縁テープ（１４７）の両
端に実質的に近接する部位で各々形成される。即ち、絶縁テープ（１４７）が折れないよ
うに、第１屈曲部（１７１）をグリッド（１４１）領域だけで形成し、第２屈曲部（１７
３）をタブ部材（１４３）領域だけで形成することも可能である。
【００４７】
　また、図４及び図５を参照すると、本発明の望ましい実施例によるリチウム２次電池（
１００）は、上述したクルードセルの電極タブ処理方法によって製造されるため、グリッ
ド（１４１）とタブ部材（１４３）が溶接された部分の絶縁テープ（１４７）によって保
護され、第１屈曲部（１７１）及び第２屈曲部（１７３）が絶縁テープ（１４７）部分で
形成されているため、屈曲される部分での形態固定性が強化され、屈曲部分でのグリッド
（１４１）またはタブ部材（１４３）の損傷を防ぐことができる。
【００４８】
　図１３ないし図１５は、本発明の他の実施例によるリチウム２次電池の製造方法を概略
的に図示した工程図であり、図１６は図１５のクルードセルを利用したリチウム２次電池
の概略的断面図である。
【００４９】
　本実施例によるクルードセル（２１０）及びリチウム２次電池（２００）は、第１屈曲
部（２２０）及び第２屈曲部（２４０）の他に、必要によっては第３屈曲部（２５０）を
形成するための第３屈曲段階を含む電極タブ処理工程及びこのような処理工程によるもの
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である。
【００５０】
　このような第３屈曲部（２５０）を持つ理由はいろいろありえるが、特に溶接部（２４
５）の長さが長くなったり、積層される電極板（陽極板／陰極板）の数により決定される
電池の厚さの変化によって、電極タブ（２３０）の処理工程に対する柔軟性を確保するた
めである。もちろん、それに伴う工程が増えることは否定できない。図１３及び図１４に
図示されたように、タブ部材（２４３）のノンレジン部（２４２）は相対的に長く用意さ
れ、図１６に図示されたように、第３屈曲部（２５０）でも絶縁テープ（２４７）と共に
タブ部材（２４３）が屈曲されることが望ましい。このようにするために、絶縁テープ（
２４７）は前述した実施例の絶縁テープ（１４７）より長いものを使う。
【００５１】
　図１７は、本発明の更に他の実施例によるクルードセル及びこれを採用したリチウム２
次電池の構成を概略的に図示した断面図である。
【００５２】
　図１７を参照すると、本実施例によるクルードセル（３１０）は、グリッド（３１１）
を集積した後に、タブ部材（３１３）で溶接して溶接部（３１５）を形成した状態のまま
、いかなる屈曲部も形成せずに溶接部（３１５）の周囲を絶縁テープ（３１７）で接着し
た構成を持つ。このようなクルードセル（３１０）を、包装材（３２０）の収納部（３２
２）に収納して電解液（未図示）を注入した後に真空密封すれば、リチウム２次電池（３
００）が完成される。
【００５３】
　ここで、溶接段階及び絶縁テープ付着段階に関する詳細な説明は、前記の実施例で言及
したので省略する。また、クルードセル（３１０）には、単位セルまたはバイ－セル自体
またはこれらが積層されたものも可能である。本実施例によるリチウム２次電池（３００
）は、デッドスペースの減少とは関連がなく、完成した電池の短絡防止に焦点が当てられ
ている。
【００５４】
【発明の効果】
　前述したように本発明によるリチウム２次電池の製造方法及びリチウム２次電池は、以
下のような効果を持つ。
【００５５】
　第１に、リチウム２次電池のグリッドとタブ部材がつながって溶接される溶接部の周囲
を、絶縁テープで付着させて絶縁させることで、溶接部周囲の鋭い部位または溶接不良な
どによる異物質によって、包装材が破れて電池が短絡する現象を防止できるので、電池の
安全性を確保できる効果がある。
【００５６】
　第２に、リチウム２次電池のグリッドとタブ部材がつながって溶接される溶接部を含む
電極タブを、電池の端面にほぼ平行になるように曲げて配列することによって、従来の電
池構造に比べてデッドスペース（Ｄｅａｄ　Ｓｐａｃｅ）を減らして、この減らした空間
分だけ電極板の長さを延ばすことによって、規格が同一の条件で電池の容量を増大させら
れる効果がある。
【００５７】
　第３に、電極タブを曲げる過程で、形態固定性に優れた絶縁テープをグリッドまたはタ
ブ部材と共に曲げることによって、曲げた部位の強度を高め、曲がる部位の損傷を防止す
る効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　従来の一般的なリチウム２次電池の構造を概略的に図示した斜視図である。
【図２ａ】　従来の一般的なリチウム２次電池の単位セルの構造を概略的に図示した構成
図である。
【図２ｂ】　従来の一般的なリチウム２次電池のバイ－セルの構造を概略的に図示した構
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成図である。
【図３】　従来の一般的なリチウム２次電池の構造を概略的に図示した断面図である。
【図４】　本発明の望ましい実施例によるリチウム２次電池を概略的に図示した分解斜視
図である。
【図５】　図４の結合断面図である。
【図６】　図４及び図５に図示された包装材の構造を概略的に図示した断面図である。
【図７ａ】　本発明の望ましい実施例によるリチウム２次電池の製造方法の個別工程を概
念的に図示した工程図である。
【図７ｂ】　本発明の望ましい実施例によるリチウム２次電池の製造方法の個別工程を概
念的に図示した工程図である。
【図７ｃ】　本発明の望ましい実施例によるリチウム２次電池の製造方法の個別工程を概
念的に図示した工程図である。
【図７ｄ】　本発明の望ましい実施例によるリチウム２次電池の製造方法の個別工程を概
念的に図示した工程図である。
【図７ｅ】　本発明の望ましい実施例によるリチウム２次電池の製造方法の個別工程を概
念的に図示した工程図である。
【図７ｆ】　本発明の望ましい実施例によるリチウム２次電池の製造方法の個別工程を概
念的に図示した工程図である。
【図７ｇ】　本発明の望ましい実施例によるリチウム２次電池の製造方法の個別工程を概
念的に図示した工程図である。
【図７ｈ】　本発明の望ましい実施例によるリチウム２次電池の製造方法の個別工程を概
念的に図示した工程図である。
【図８】　本発明の望ましい実施例によるリチウム２次電池の製造方法を説明する流れ図
である。
【図９】　図８の集積及び切断段階にあって、クルードセルのグリッドを一方向に集積さ
せる工程を説明するための工程図である。
【図１０】　図８の絶縁テープ接着段階を説明するための斜視図である。
【図１１】　図８の第１屈曲段階を説明するための斜視図である。
【図１２】　図８の第２屈曲段階を説明するための斜視図である。
【図１３】　本発明の他の実施例によるリチウム２次電池の製造方法を概略的に図示した
工程図である。
【図１４】　本発明の他の実施例によるリチウム２次電池の製造方法を概略的に図示した
工程図である。
【図１５】　本発明の他の実施例によるリチウム２次電池の製造方法を概略的に図示した
工程図である。
【図１６】　図１５のクルードセルを利用したリチウム２次電池の概略的断面図である。
【図１７】　本発明の更に他の実施例によるクルードセル及びこれを採用したリチウム２
次電池の構成を概略的に図示した断面図である。
【符号の説明】
１００　電池
１１０　クルードセル
１１１　陽極板
１１３　陰極板
１１５　セパレータ
１１６　第１面
１１７　テープ
１１８　第２面
１２０　包装材
１２１　収納部
１２２　ナイロンフィルム
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１２３　シリング部
１２５　アルミニウム
１２７　接着剤
１２９　ポリプロピレン
１３０　電極タブ
１３１　収納部
１４１　グリッド
１４２　レジン部
１４３　タブ部材
１４４　ノンレジン部
１４５　溶接部
１４７　絶縁テープ
１５０　ジグ
１５１　スロープ
１６０　カット
１７１　第１屈曲部
１７３　第２屈曲部

【図１】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図３】
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【図７ｃ】

【図７ｄ】

【図７ｅ】

【図７ｆ】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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