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(57)【要約】
　本発明は、正極、負極、及び前記正極と負極との間に
介在している分離膜の構造の電極組立体が電池ケースに
内蔵されている電池セルであって、前記電極組立体は、
平面を基準として高さ方向に積層されており、平面の大
きさが互いに異なる２つ以上の単位セルを含んでおり、
前記単位セルのうち少なくとも１つの単位セル（ａ）は
、外周面の少なくとも１辺に、平面視で単位セル（ａ）
の本体を横切る中心軸を基準として非対称構造が形成さ
れており、前記単位セルのうち少なくとも１つの単位セ
ル（ｂ）には、単位セル（ｂ）の少なくとも１つの側面
から単位セル（ｂ）の中心に湾入している湾入部が形成
されていることを特徴とする電池セルを提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極、負極、及び前記正極と負極との間に介在している分離膜の構造の電極組立体が電
池ケースに内蔵されている電池セルであって、
　前記電極組立体は、平面を基準として高さ方向に積層されており、平面の大きさが互い
に異なる２つ以上の単位セルを含んでおり、
　前記単位セルのうち少なくとも１つの単位セル（ａ）は、外周面の少なくとも１辺に、
平面視で単位セル（ａ）の本体を横切る中心軸を基準として非対称構造が形成されており
、
　前記単位セルのうち少なくとも１つの単位セル（ｂ）には、単位セル（ｂ）の少なくと
も１つの側面から単位セル（ｂ）の中心に湾入している湾入部が形成されていることを特
徴とする、電池セル。
【請求項２】
　前記電極組立体は、電極端子が一側端部に共に位置する構造、または両側対向端部にそ
れぞれ位置する構造、または一側端部とそれに隣接する側面端部にそれぞれ位置する構造
の板状型電極組立体であることを特徴とする、請求項１に記載の電池セル。
【請求項３】
　前記非対称構造は、曲線部で形成されていることを特徴とする、請求項１に記載の電池
セル。
【請求項４】
　前記曲線部は、平面上の４辺のうち１辺に形成されているか、または２辺以上にわたっ
て形成されていることを特徴とする、請求項３に記載の電池セル。
【請求項５】
　前記曲線部は円弧形状からなっており、前記円弧の凸部位が単位セル（ａ）の外面方向
に向かうように形成されていることを特徴とする、請求項３に記載の電池セル。
【請求項６】
　前記曲線部は、単位セル（ａ）の長辺を基準として１０％～３００％の大きさの半径を
有する円弧形状であることを特徴とする、請求項５に記載の電池セル。
【請求項７】
　前記曲線部は、一つの半径と一つの円弧中心を有する単一円弧の形状からなることを特
徴とする、請求項５に記載の電池セル。
【請求項８】
　前記曲線部は、隣接して積層された単位セルと接しない部位に形成されていることを特
徴とする、請求項３に記載の電池セル。
【請求項９】
　前記湾入部は、平面視で多角形状であることを特徴とする、請求項１に記載の電池セル
。
【請求項１０】
　前記湾入部は、平面視で長方形状であることを特徴とする、請求項９に記載の電池セル
。
【請求項１１】
　前記湾入部の内側面は、平面視で少なくとも一辺が円弧形状からなっていることを特徴
とする、請求項１に記載の電池セル。
【請求項１２】
　平面視で、前記湾入部の面積は単位セル（ｂ）の面積の５％～８０％であることを特徴
とする、請求項１に記載の電池セル。
【請求項１３】
　前記電極組立体は、第１単位セル及び第２単位セルを含んでおり、前記第１単位セル及
び第２単位セルは、平面視で長さ及び幅のうち少なくとも１つの大きさが異なることを特
徴とする、請求項１に記載の電池セル。
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【請求項１４】
　前記第１単位セルの電極端子及び第２単位セルの電極端子は同じ方向に突出しているこ
とを特徴とする、請求項１３に記載の電池セル。
【請求項１５】
　前記第１単位セルの電極端子及び第２単位セルの電極端子は、上下に積層されるように
突出して電気的に接続されることを特徴とする、請求項１４に記載の電池セル。
【請求項１６】
　平面視で、前記第１単位セルに形成された湾入部の両側端部部位及びそれに対応する第
２単位セルの部位に電極端子が形成されていることを特徴とする、請求項１４に記載の電
池セル。
【請求項１７】
　前記端部部位の幅は、第１単位セルの幅の５％～３０％であることを特徴とする、請求
項１６に記載の電池セル。
【請求項１８】
　平面視で、前記第１単位セルの１辺又は２辺以上に、非対称構造をなす曲線部が形成さ
れており、前記第２単位セルの側面に湾入部が形成されていることを特徴とする、請求項
１３に記載の電池セル。
【請求項１９】
　前記第１単位セルの幅は、第２単位セルの幅よりも大きい構造となっていることを特徴
とする、請求項１８に記載の電池セル。
【請求項２０】
　前記第１単位セルの曲線部の曲率半径は、第１単位セルの幅と第２単位セルの幅との差
の５０％～２００％であることを特徴とする、請求項１９に記載の電池セル。
【請求項２１】
　前記第１単位セル及び第２単位セルは、少なくとも一側面が上下に隣接するように積層
されていることを特徴とする、請求項１８に記載の電池セル。
【請求項２２】
　前記単位セルは、スタック型、スタック／フォールディング型、またはジェリーロール
型電極群であることを特徴とする、請求項１に記載の電池セル。
【請求項２３】
　前記電池ケースの内面構造は、電極組立体の外面に対応するように形成されていること
を特徴とする、請求項１に記載の電池セル。
【請求項２４】
　前記電池ケースは、金属層及び樹脂層を含むラミネートシートからなることを特徴とす
る、請求項１に記載の電池セル。
【請求項２５】
　前記電池セルは、リチウムイオン電池セル又はリチウムイオンポリマー電池セルである
ことを特徴とする、請求項１に記載の電池セル。
【請求項２６】
　請求項１から２５のいずれか一項に記載の電池セルを電源として含んでいる、デバイス
。
【請求項２７】
　前記デバイスは、携帯電話、携帯用コンピュータ、スマートフォン、タブレットＰＣ、
スマートパッド、ネットブック、ＬＥＶ（Light Electronic Vehicle）、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、及び電力貯蔵装置からなる
群から選択されることを特徴とする、請求項２６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、非対称構造及び湾入構造を含む電池セルに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ＩＴ（Information Technology）技術の目覚ましい発達に伴い、様々な携帯型情報通信
機器の拡散により、２１世紀は、時間と場所にとらわれずに高品質の情報サービスが可能
な「ユビキタス社会」に発展している。
【０００３】
　このようなユビキタス社会への発展のベースには、二次電池が重要な位置を占めている
。具体的には、充放電可能な二次電池は、ワイヤレスモバイル機器のエネルギー源として
広範囲に使用されているだけでなく、化石燃料を使用する既存のガソリン車両、ディーゼ
ル車両などの大気汚染などを解決するための方案として提示されている電気自動車、ハイ
ブリッド電気自動車などのエネルギー源としても使用されている。
【０００４】
　前記のように、二次電池が適用されるデバイスの多様化に伴い、リチウム二次電池は、
適用されるデバイスに適した出力と容量を提供できるように多様化されている。なお、小
型軽薄化が強力に要求されている。
【０００５】
　このような二次電池は、電池ケースの形状によって、電極組立体が円筒形又は角形の金
属缶に内蔵されている円筒型電池及び角型電池と、電極組立体がアルミニウムラミネート
シートのパウチ型ケースに内蔵されているパウチ型電池とに分類される。
【０００６】
　また、電池ケースに内蔵される前記電極組立体は、正極／分離膜／負極の積層構造から
なる充放電可能な発電素子であって、活物質が塗布された長いシート状の正極と負極との
間に分離膜を介在して巻き取ったジェリーロール型構造と、所定の大きさの多数の正極と
負極とを分離膜が介在した状態で順次積層したスタック型構造と、これらが複合されたス
タック／フォールディング型構造とに分類される。
【０００７】
　しかし、最近は、スリムなタイプ又は様々なデザイントレンドにより新しい形態の電池
セルが要求されている実情である。具体的に、デバイスの小型化及び薄型化に伴い、電池
の収納空間に十分な余裕がない状態でも効率的な構造で装着可能な電池セルが必要である
。
【０００８】
　また、従来のデバイスは略直方体状に製造されたが、最近は、様々な形態の外形を有す
る構造のデバイスが開発されており、一般に、直方体又は円筒形からなる電池セルの場合
、前記のようなデバイスの内部に効率的に装着しにくい場合が発生することがあるという
問題があった。
【０００９】
　例えば、スマートフォンの場合には、把持感の向上のために側面を曲線処理することが
できる。このように曲線処理された部分を有するようにデザインされたデバイスの場合、
直方体状の電池セル又は電池パックは、デバイスの内部の空間活用度に限界があるという
問題がある。
【００１０】
　すなわち、曲線処理された部分には、電池セルを装着できないデッドスペース（dead s
pace）が形成され、このようなデッドスペースは、デバイス体積当たりの容量を低下させ
るという問題を発生させる。
【００１１】
　また、デバイスの高性能化に伴い電池セルから発生する熱により電池セル自体の寿命特
性が著しく低下するという問題点もある。
【００１２】
　したがって、様々な構造のデバイスにおいてもデッドスペースを減少させ、容量を極大
化させて装着効率を高めることができ、作動中に発生した熱による寿命特性の低下を防止
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することができる構造の電池セルに対する必要性が高い実情である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　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。
【００１４】
　具体的には、本発明の目的は、電池セルをデバイスの様々な空間に装着可能な構造に設
計して、デバイスの内部空間の活用度を極大化し、一般的に長方形の構造を有するデバイ
スの外形構造を超えて、様々な外形を有するデバイスにおいても効率的に装着可能な電池
セルを提供することである。
【００１５】
　本発明の他の目的は、このような外形の電池セルにおいて、作動中に発生した熱による
寿命特性の低下を最小化することができる構造の電池セルを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　このような目的を達成するための本発明に係る電池セルは、
　正極、負極、及び前記正極と負極との間に介在している分離膜の構造の電極組立体が電
池ケースに内蔵されている電池セルであって、
　前記電極組立体は、平面を基準として高さ方向に積層されており、平面の大きさが互い
に異なる２つ以上の単位セルを含んでおり、
　前記単位セルのうち少なくとも１つの単位セル（ａ）は、外周面の少なくとも１辺に、
平面視で単位セル（ａ）の本体を横切る中心軸を基準として非対称構造が形成されており
、
　前記単位セルのうち少なくとも１つの単位セル（ｂ）には、単位セル（ｂ）の少なくと
も１つの側面から単位セル（ｂ）の中心に湾入している湾入部が形成されている構造であ
ってもよい。
【００１７】
　すなわち、本発明に係る電池セルは、２つ以上の単位セルを含んでおり、単位セルに非
対称構造及び湾入部が形成されている。したがって、本発明に係る電池セルは、前記のよ
うな特定の構造に基づいて様々な容量及び大きさを有する電池セルとして作製することが
でき、このような電池セルを装着するデバイスの製造において、電池セルがデバイスの様
々な空間に効率的に装着され得るため、デバイスの内部の空間活用度を極大化することが
できる。
【００１８】
　本発明の電極組立体は、電極端子が一側端部に共に位置するか、両側対向端部にそれぞ
れ位置するか、または一側端部とそれに隣接する側面端部にそれぞれ位置する構造の板状
型電極組立体であってもよい。
【００１９】
　前記単位セル（ａ）の非対称構造は、例えば、曲線部で形成されてもよい。
【００２０】
　前記曲線部の具体的な構造は、特に限定されず、次のように様々な構造で形成すること
ができる。
【００２１】
　一例として、前記曲線部は、前記単位セルが平面視で略長方形状をなしているとき、一
つの角部位が曲面で形成された構造で形成されてもよい。
【００２２】
　他の例として、前記単位セルの外周面が、平面視で４辺からなっており、このとき、前
記曲線部は、平面上の４辺のうち１辺に形成されているか、または２辺以上にわたって形
成されている構造であってもよい。
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【００２３】
　前記曲線部は円弧形状からなることができ、前記円弧形状は、例えば、円弧の凸部位が
単位セル（ａ）の外面方向に向かうように形成されている構造からなることができる。こ
のような曲線部は、電池セルが装着されるデバイスの電池セル収納構造に応じて最適の体
積及び外形を有する構造の形態で形成することができ、単位セル（ａ）の長辺を基準とし
て１０％～３００％の大きさの半径を有する円弧形状に形成することができる。
【００２４】
　また、前記曲線部は、多数の円弧中心を有する形態であってもよく、一つの半径と一つ
の円弧中心を有する単一円弧の形状からなる形態であってもよい。
【００２５】
　また、前記曲線部は、隣接して積層された単位セルと接しない部位に形成されている構
造であってもよい。すなわち、平面の大きさが異なる単位セルを積層した場合、隣接する
単位セル間に互いに接しない部位が発生し、このような単位セルの部位において隣接する
単位セルと接しない部位に前記曲線部が形成されてもよい。
【００２６】
　前記湾入部の形状は、特に限定されず、様々な形状に形成することができる。例えば、
前記湾入部は、平面視で多角形状に形成されてもよく、多角形の中でも長方形状に形成さ
れてもよい。また、前記湾入部の内側面が平面視で少なくとも一辺が円弧形状である形態
で形成されてもよい。すなわち、本発明の電池セルが装着されるデバイスの電池セル収納
構造に応じて最適の体積及び外形を有する構造であれば、前記湾入部は、特に限定されず
に様々な形態で形成することができる。
【００２７】
　一例において、平面視で、前記湾入部の面積は、単位セル（ｂ）の面積の５％～８０％
の大きさに形成することができる。前記湾入部の面積が小さすぎると、湾入部の形成によ
る効果を期待することが難しく、逆に、湾入部の面積が広すぎると、単位セル（ｂ）を含
むことによる電池容量の向上効果が極めて小さく、製造コスト及び製造工程性を考慮する
場合に非効率的であるため、好ましくない。
【００２８】
　前述したように、前記電極組立体は、平面の大きさが互いに異なる２つ以上の単位セル
を含んでいる。具体例として、前記電極組立体は、互いに隣接して積層された第１単位セ
ル及び第２単位セルを含んでおり、前記第１単位セル及び第２単位セルは、平面視で長さ
及び幅のうち少なくとも１つの大きさが異なる構造からなることができる。したがって、
第１単位セルと第２単位セルが積層されたとき、平面上の少なくともいずれかの方向に長
さ又は幅の差による段差が形成される構造であり得る。
【００２９】
　このとき、前記第１単位セルの電極端子及び第２単位セルの電極端子は同じ方向に突出
していてもよい。また、前記第１単位セルの電極端子及び第２単位セルの電極端子は、上
下に積層されるように突出して電気的に接続される構造であってもよい。
【００３０】
　一具体例において、平面視で、前記第１単位セルに形成された湾入部の両側端部部位及
びそれに対応する第２単位セルの部位に電極端子が形成されている構造であってもよい。
【００３１】
　通常、電池セルの充放電時に電極端子が位置する部位で最も多くの熱が発生し、このよ
うな熱は、電極組立体に伝導されて電極活物質を劣化させ、電池の寿命特性を短縮させる
原因となる。
【００３２】
　一方、前記のような本発明の構造は、湾入部の存在により、電極端子が位置する部位に
おいて電極組立体の本体をなす部位の垂直断面積が小さいため、電極端子から電極組立体
の本体に流入する熱を最小化して、電極活物質の劣化を最小化することができる。また、
電極端子が位置する部位が少なくとも第１単位セルから相対的に突出した構造を有するた
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め、相対的に優れた放熱効果も提供する。結果的に、伝導熱の最小化及び放熱効果によっ
て、電池セルの寿命特性を向上させることができる。
【００３３】
　このような構造において、平面視で、前記端部部位の幅は、第１単位セルの幅の５％～
３０％の大きさに形成されることがより好ましい。
【００３４】
　一具体例において、平面視で、前記第１単位セルの１辺又は２辺以上には、非対称構造
をなす曲線部が形成されており、前記第２単位セルの側面には湾入部が形成されている構
造であってもよい。
【００３５】
　このとき、前記第１単位セルの幅は、第２単位セルの幅よりも大きい構造からなること
ができる。したがって、前記第１単位セル及び第２単位セルが隣接して積層されたとき、
側面視で幅の差による段差構造が形成され得る。
【００３６】
　また、前記第１単位セルの曲線部の曲率半径は、第１単位セルの幅と第２単位セルの幅
との差の５０％～２００％の範囲内で形成されてもよい。
【００３７】
　一方、前記第１単位セル及び第２単位セルは、少なくとも一側面が上下に隣接するよう
に積層されていてもよい。上下に隣接する側面には、単位セルの電極端子が上下に積層さ
れるように突出し、これらが電気的に接続される構造からなることができる。
【００３８】
　本発明において、前記単位セルは、スタック型、スタック／フォールディング型、また
はラミネーション－スタック型に形成されてもよいが、これらが２つ以上組み合わされた
形態で一つの電池ケースに内蔵された形態も可能であることは勿論である。スタック／フ
ォールディング型構造の電極群についての詳細な内容は、本出願人の韓国特許出願公開第
２００１－００８２０５８号、第２００１－００８２０５９号及び第２００１－００８２
０６０号に開示されており、前記出願は本発明の内容に参照として組み込まれる。
【００３９】
　前記電池ケースは、前記電極組立体が収納されて製造される電池セルの体積を最小化で
きるように、その内面構造が電極組立体の外面に対応するように形成されていてもよい。
また、前記電池ケースの外面構造も、電極組立体の外面に対応して体積を最小化した構造
であってもよい。
【００４０】
　前記電池ケースは、樹脂層と金属層を含むラミネートシートの電池ケースであってもよ
く、金属缶であってもよい。
【００４１】
　前記金属缶型の電池ケースは、金属素材の中空状構造からなることができ、前記パウチ
型電池ケースは、樹脂層と金属層を含むラミネートシートからなることができる。
【００４２】
　前記ラミネートシートは、金属遮断層の両面に樹脂層が塗布されている構造であっても
よく、例えば、金属遮断層の一面（外面）に、耐久性に優れた樹脂外郭層が付加されてお
り、他面（内面）に、熱溶融性の樹脂シーラント層が付加されている構造であってもよい
。
【００４３】
　一具体例において、前記金属遮断層の素材としては、ガスなどに対する遮断特性及び薄
膜形状の加工を可能にする軟性を有する、アルミニウム又はアルミニウム合金を使用する
ことができる。
【００４４】
　前記樹脂外郭層は、外部環境から優れた耐性を有しなければならないため、その素材と
しては、所定以上の引張強度と耐候性を有する高分子樹脂として、ポリエチレンテレフタ
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レート（ＰＥＴ）と延伸ナイロンフィルムなどを使用することができる。
【００４５】
　また、前記樹脂シーラント層の素材としては、熱融着性（熱接着性）を有し、電解液の
浸透を抑制するために吸湿性が低く、電解液によって膨張又は腐食しない無延伸ポリプロ
ピレンフィルム（ＣＰＰ）系樹脂などを使用することができる。
【００４６】
　一般的に、缶型電池ケースの場合には、電極組立体の導入のために開放された一側又は
両側空間が蓋で覆われた状態で溶接する方式で密封することができ、パウチ型電池ケース
の場合には、収納部の外周面を熱融着する方式で密封することができる。
【００４７】
　前記ラミネートシートの電池ケースと金属缶には、本発明に係る特異な構造の電極組立
体が内蔵される収納部が形成されていてもよく、前記収納部は、本発明に係る特異な構造
の電極組立体の形状に対応する幅と高さを有する段差構造の形状を有することができる。
【００４８】
　例えば、前記電池ケースがラミネートシートの電池ケースである場合、前記ラミネート
シートの電池ケースは上部ケース及び下部ケースからなることができ、前記上部ケースと
下部ケースは、互いに結合されて密封された空間上に積層された電極組立体を収容できる
ように、電極組立体の積層外形に対応して収納部が形成され得る。
【００４９】
　前記電池セルは、リチウムイオン電池セル又はリチウムイオンポリマー電池セルであっ
てもよいが、これらに限定されないことは勿論である。
【００５０】
　本発明はまた、前記電池セルを電源として含んでいるデバイスを提供し、前記デバイス
は、携帯電話、携帯用コンピュータ、スマートフォン、タブレットＰＣ、スマートパッド
、ネットブック、ＬＥＶ（Light Electronic Vehicle）、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、及び電力貯蔵装置などから選択されるもの
であってもよい。
【００５１】
　これらデバイスの構造及びその作製方法は当業界に公知となっているので、本明細書で
は、それについての詳細な説明は省略する。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の一実施例に係る電池セルの斜視図である。
【図２】図１の平面模式図である。
【図３】図１のＡ－Ａ線に沿う垂直断面模式図である。
【図４】本発明の他の実施例に係る電池セルの平面模式図である。
【図５】本発明の更に他の実施例に係る電池セルの平面模式図である。
【図６】本発明の更に他の実施例に係る電池セルの平面模式図である。
【図７】本発明の更に他の実施例に係る電池セルの平面模式図である。
【図８】本発明の更に他の実施例に係る電池セルの平面模式図である。
【図９】本発明の更に他の実施例に係る電池セルの平面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
　以下では、本発明の実施例に係る図面を参照して説明するが、これは、本発明のより容
易な理解のためのものであり、本発明の範疇がそれによって限定されるものではない。
【００５４】
　下記の図面説明では、説明の便宜上、電池セルの構造を電池ケースの内部に収納される
単位セルを中心に説明する。このような単位セルはその外面に対応する構造の電池ケース
に収納されて電池セルが製造され、したがって、単位セルの外形は電池セルの外形と対応
する構造で形成される。
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【００５５】
　図１には、本発明の一実施例に係る電池セルの斜視図が模式的に示されており、図２に
は、図１の平面模式図が示されており、図３には、図１のＡ－Ａ線に沿う垂直断面模式図
が示されている。
【００５６】
　これら図面を参照すると、電池セル１００は、電極組立体が電池ケースに内蔵されてい
る構造であって、電極組立体は、２つの単位セル１１０，１２０を含む構造となっている
。第１単位セル１１０及び第２単位セル１２０は高さ方向に積層されており、平面視で、
互いに大きさ及び形状が異なる構造で構成されている。
【００５７】
　第１単位セル１１０は、平面視で非対称構造であって、長方形状の一側角部位に曲線部
１１２が形成されている。曲線部１１２は円弧形状からなっており、円弧の凸部位が第１
単位セル１１０の外面方向に向かうように形成されている。このような第１単位セル１１
０の曲線部１１２は、積層された第２単位セル１２０と接しない部位に形成されている。
【００５８】
　第１単位セル１１０の上面に積層されている第２単位セル１２０は、一側面から第２単
位セル１２０の中心方向に湾入している略直方体形状の湾入部１２２が形成されている。
【００５９】
　また、第１単位セル１１０の幅Ｗ１が第２単位セル１２０の幅Ｗ２よりも大きい構造に
よって、一側に段差１１５が形成されている。
【００６０】
　すなわち、単位セル１１０，１２０にそれぞれ曲線部１１２及び湾入部１２２が形成さ
れている構造に基づいて様々な容量及び形状を有する電池セルを製造することができ、デ
バイスの電池セル装着空間が内側に凹んだ曲面形状を含んでいるか、または装着空間の内
側へ突出している部位がある場合、前記のような構造によって空間活用度を向上させ、電
池セルの容量及び装着安定性を確保する構造で形成されている。
【００６１】
　図４乃至図７には、それぞれ本発明の更に他の実施例に係る電池セルの平面模式図が示
されている。
【００６２】
　まず、図４の電池セル２００は、図１の構造と比較して、第２単位セル２２０の湾入部
２２２の方向が異なる構造で形成されている。すなわち、第２単位セル２２０の湾入部２
２２の方向は限定されず、様々な方向に形成できることを示している。
【００６３】
　図５の電池セル３００は、図１の構造と比較して、湾入部３２２の形状が異なる構造で
形成されている。すなわち、図１の第２単位セル１２０は、湾入部１２２が平面視で長方
形状からなっているが、図５の第２単位セル３２０は、湾入部３２２の内側に曲面３２３
を含む構造で形成されている。すなわち、第２単位セル３２０の湾入部３２２の構造は、
長方形構造だけでなく、多角形構造、円弧を含む構造など、限定されずに様々な構造で形
成されてもよい。
【００６４】
　図６の電池セル４００は、平面視で、第２単位セル４２０が、第１単位セル４１０と比
較して幅Ｗ及び長さＬがいずれもさらに小さい構造で形成されている。したがって、幅Ｗ
及び長さＬ方向の垂直断面視で段差が形成される構造となっている。
【００６５】
　図７の電池セル５００は、図１の電池セル１００の第１単位セル１１０において１つの
角部位に曲線部１１２が形成された構造と違って、第１単位セル５１０には２つの角部位
にそれぞれ曲線部５１２ａ，５１２ｂが形成されている。すなわち、曲面の位置、個数、
形状は、限定されずに様々に形成することができる。
【００６６】
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　一方、本発明の様々な実施例に係る電池セルは、中空状の金属缶からなる電池ケースに
電極組立体が収納された状態で密封された構造で製造されるか、または樹脂層と金属層を
含むラミネートシートの電池ケースに電極組立体が収納された状態で外周面が熱融着密封
されている構造のパウチ型電池セルとして製造されてもよい。
【００６７】
　図８及び図９には、本発明の更に他の実施例に係るパウチ型電池セルの平面模式図が示
されている。
【００６８】
　図８の電池セル６００は、図１の電池セル１００をパウチ型電池セルとして製造した構
造が示されており、このようなパウチ型電池セル６００は、曲線部６１２が形成されてい
る第１単位セル６１０、及び湾入部６２２が形成されている第２単位セル６２０が積層さ
れた構造が、これらの外面に対応する形状の収納部に収納されて密封された構造となって
いる。また、平面視で、第２電池セル６２０の湾入部６２２の両側端部部位に電極端子６
３２，６３４が形成されている。電極端子６３２，６３４は、第１単位セル６１０及び第
２単位セル６２０が直列又は並列に連結された状態で外部と接続されるように、電池セル
６００の外側に突出している構造となっている。
【００６９】
　電極端子６３２，６３４が形成されている端部部位の幅Ｗ１は、第２単位セル６２０の
幅Ｗ２の５％～３０％の大きさで形成されている。
【００７０】
　図９の電池セル７００は、図１の電池セル１００をパウチ型電池セルとして製造した構
造が示されており、このようなパウチ型電池セル７００は、曲線部７１２及び湾入部７２
２が形成されている第１単位セル７１０、及び湾入部７２２が形成されている第２単位セ
ル７２０が積層された構造が、これらの外面に対応する形状の収納部に収納されて密封さ
れた構造となっている。また、平面視で、湾入部７２２の両側端部部位に電極端子７３２
，７３４が形成されている。電極端子７３２，７３４は、第１単位セル７１０及び第２単
位セル７２０が直列又は並列に連結された状態で外部と接続されるように、電池セル７０
０の外側に突出している構造となっている。
【００７１】
　本発明の属する分野における通常の知識を有する者であれば、上記内容に基づいて本発
明の範疇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】
【００７２】
　以上で説明したように、本発明に係る電池セルは、湾入部及び非対称構造が形成されて
いる単位セルを含んでいる構造であって、前記のような特定の構造に基づいて様々な容量
及び大きさを有する電池セルとして作製することができ、このような電池セルを装着する
デバイスの製造において、電池セルがデバイスの様々な空間に効率的に装着され得るため
、デバイスの内部の空間活用度を極大化させる効果を提供する。また、前記のような特異
的な構造と電極端子の位置によって、伝導熱の最小化及び優れた放熱特性によって電池セ
ルの寿命を向上させることができる。
【符号の説明】
【００７３】
　　１００、２００、３００、４００、５００、６００、７００　電池セル
　　１１０、４１０、５１０、６１０、７１０　第１単位セル
　　１１２、５１２ａ、５１２ｂ、６１２、７１２　曲線部
　　１１５　段差
　　１２０、２２０、３２０、４２０、６２０、７２０　第２単位セル
　　１２２、２２２、３２２、６２２、７２２　湾入部
　　３２３　曲面
　　６３２、６３４、７３２、７３４　電極端子
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