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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリーケースの対向側部から反対の方向に突き出たカソード及びアノードを含んだ
ポーチ型バッテリーであって、
　前記ポーチ型バッテリーは電極集合体が二つの収容部に収容されるように、前記二つの
収容部が一体型のシート型バッテリーケースにおいて対称的に形成される構造で構成され
、前記バッテリーケースは前記二つの収容部の一つが他の前記収容部と重複し、前記電極
集合体が他の前記収容部に収容されるように前記二つの収容部の間で屈曲線に沿って曲げ
られ、屈曲した前記バッテリーケースは密閉され、前記二つの収容部は屈曲線と接触して
連続的に形成され、前記バッテリーケースは、前記屈曲線が前記収容部と等しい深さを有
する屈曲した凹部をたどる縁において提供される、ポーチ型バッテリー。
【請求項２】
　前記二つの収容部が同じ深さを有している請求項１に記載のバッテリー。
【請求項３】
　前記バッテリーケースは金属層及び樹脂層を含むラミネートシートで作られている請求
項１に記載のバッテリー。
【請求項４】
　前記ラミネートシートはアルミニウムラミネートシートである請求項３に記載のバッテ
リー。
【請求項５】
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　前記屈曲線に対向する前記収容部の外側の前記シートは、前記外側のシートが比較的大
きな長さを有するように延長された請求項１に記載のバッテリーであって、前記バッテリ
ーは、前記収容部の一つに前記電極集合体を収容する段階と、前記屈曲線に沿って前記バ
ッテリーケースを曲げる段階と、延長した前記外側のシートを除いて前記バッテリーケー
スの領域を密封する段階と、前記外側のシートの間のギャップを通して電解質を注入する
段階と、前記外側のシートを密閉する段階と、密閉された前記外側のシートを所定の大き
さに切る段階と、によって製造される請求項１に記載のバッテリー。
【請求項６】
　前記密閉は熱的溶接によって達成される請求項１に記載のバッテリー。
【請求項７】
　単位セルとして請求項１ないし６のいずれか一項に記載のポーチ型バッテリーを含む中
型または大型サイズのバッテリーモジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はポーチ型バッテリーに関する。より具体的には、バッテリーケースの反対側か
ら反対の方向に突き出たカソード及びアノードを含んだポーチ型バッテリーに関している
。ここで、前記ポーチ型バッテリーは電極集合体が収容部に収容されるように、二つの収
容部が一体型のシート型バッテリーケースにて対照的に形成される構造で構成される。前
記バッテリーケースは収容部の一つが他の収容部と重複し、電極集合体が他の収容部に収
容されるように二つの収容部の間で（屈曲線に沿って）曲げられる。屈曲したバッテリー
ケースは密閉される。前記二つの収容部は屈曲線と接触して連続的に形成される。前記バ
ッテリーケースは、前記屈曲線が収容部と等しい深さを有する屈曲した凹部をたどる縁に
て提供される。
【背景技術】
【０００２】
　モバイル機器がますます発達しており、そのようなモバイル機器の要求は増加している
。バッテリーに対する要求もモバイル機器におけるエネルギー源として急速に増加してい
る。また、様々な必要性を満足させるバッテリーの多くの研究が進められている。
【０００３】
　バッテリーの形状に関して、携帯電話のような製品に適用できる十分薄い多彩な二次バ
ッテリーまたはポーチ型二次バッテリーの要求は高い。バッテリーに対する材料に関して
、高エネルギー密度、高放電電圧、及び高出力安定性を有するリチウムイオンバッテリー
及びリチウムイオンポリマーバッテリーのようなリチウム二次バッテリーに対する要求は
高い。
【０００４】
　一般的に、ポーチ型二次バッテリーはアルミニウムラミネートシートで作られたポーチ
型ケースに電極集合体が設置される構造で構成される。具体的には、ポーチ型二次バッテ
リーは、ラミネートシート内で電極集合体を収容するための収容部を形成する段階と、及
び電極集合体が収容部に収容されると同時に、ラミネートシートから分離された追加のシ
ートまたはラミネートシートからラミネートシートへ延長するシートを熱的に溶接する段
階と、によって製造される。
【０００５】
　前記収容部は、ディープスローイング（ｄｅｅｐ‐ｔｈｒｏｗｉｎｇ）工程と似た工程
に従って、金型及びパンチを用いて、約１３０の厚さを有するアルミニウムラミネートシ
ートを部分的に圧縮することによってポーチ型ケースに形成されてもよい。しかしながら
、アルミニウムラミネートシートの厚さが薄いので、アルミニウムラミネートシートの加
圧中にアルミニウムラミネートシートが破損することがある。この理由により、収容部が
１５ｍｍかそれ以上の深さを有するように受信部を形成することは難しい。
【０００６】
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　その一方で、分離型バッテリーケースは二つのシート型ケースを密封式に重複させて構
成される。結果として、バッテリーの製造の間に電極集合体が収容部に収容されると同時
に、両者の収容部が適切な位置で互いに重複されることが必要とされる。電極集合体が適
切な位置で収容部において収容されないとき、内部短絡が発生する。この理由のため、バ
ッテリーの製造コストを増加させる追加のガイドユニットが必要とされる。結果として、
二段型（ｔｗｏ‐ｕｎｉｔ）バッテリーケースは全ての四つの側面で大気と接触し、従っ
て、二段型バッテリーが長期間で利用されるとき、二段型バッテリーケース内への空気の
導入の可能性が大きく増大し、バッテリーの耐用年数が減少する。
【０００７】
　上述の問題を解決するために、一体型のシート型ケースで二つの対応する収容部を形成
し、二つの対応する収容部が互いに重複するための様々な技術が提供されている。例えば
、特許文献１及び特許文献２は二つの対応する収容部が互いに所望の距離を空けて配置さ
れるように二つの対応する収容部を一体型のラミネートシート内に形成する段階と、及び
、電極集合体が収容部の一つで収容されると同時に、前記収容部間で一体型ラミネートシ
ートの中間領域を曲げる段階と、それによってバッテリーを製造する技術を開示している
。このバッテリー製造技術は、ラミネートシートに形成される収容部の深さを約半分まで
減少させる。さらに、バッテリーの四つの側部の一つに形成された密封部は密封された状
態で維持される。
【０００８】
　しかしながら、ラミネートシートにおいて二つの隣接する収容部を形成するために、ラ
ミネートシートが加圧されると同時に、二つの収容部がラミネートシートの中間領域の反
対側で形成されるように、後から曲げられるラミネートシートの中間領域は伸ばされる。
結果として、収容部を形成、及び／またはラミネートシートを曲げる間にラミネートシー
トが容易に破損しうる結果を導くラミネートシートを一つの方向に伸ばす場合と比べると
、ラミネートシートの機械的強さは減少する。
【０００９】
　結果として、バッテリー内で電極集合体収容部を形成、及び／または収容部を重複させ
るためにバッテリーケースを曲げる間に、一体型バッテリーケースを破損から避け、それ
によって、製品の欠陥率を最小化し、単純な集積工程でポーチ型バッテリーを製造するた
めの技術が必要とされる。
【特許文献１】特開２００５‐２８５５０３号公報
【特許文献２】特開２００５‐２８５５０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　それ故、本発明は上記の問題、及びまだ解決されていない他の技術的問題を解決するた
めになされている。
【００１１】
　特に、本発明の目的は、シンプルな集積工程を通して従来のバッテリーの２倍の容量に
等しい容量を有して製造され、及び、集積工程の間にバッテリーケースが破損から避ける
ことのできる構造で構成されたポーチ型バッテリーを提供することである。
【００１２】
　本発明の別の目的は、電極集合体が適切な位置で収容部に容易に収容され、大気に接触
する密封部が最小化され、それによってバッテリーの耐用年数を増加させる構造で構成さ
れた一体型バッテリーケースを含むポーチ型バッテリーを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一つの態様に従って、上記の、及び他の目的は、バッテリーケースの反対側か
ら反対の方向に突き出たカソード及びアノードを含んだポーチ型バッテリーを提供するこ
とによって達成されうる。ここで、前記ポーチ型バッテリーは電極集合体が収容部に収容
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されるように、二つの収容部が一体型のシート型バッテリーケースにて対照的に形成され
る構造で構成される。前記バッテリーケースは収容部の一つが他の収容部と重複し、電極
集合体が他の収容部に収容されるように二つの収容部の間で（屈曲線に沿って）曲げられ
る。屈曲したバッテリーケースは密閉される。前記二つの収容部は屈曲線と接触して連続
的に形成される。前記バッテリーケースは、前記屈曲線が収容部と等しい深さを有する屈
曲した凹部をたどる縁にて提供される。
【００１４】
　結果として、本発明によるポーチ型バッテリーは、収容部を形成する工程と、電極集合
体を設置する工程と、バッテリーケースを曲げる工程と、バッテリーケースを密封する工
程と、を含むシンプルな集積行程を通して製造される。また、二つの収容部は適切な位置
で互いに重複する。特に、収容部を形成する工程、及びバッテリーケースを曲げる工程の
間でバッテリーケースの破損が避けられる。さらに、バッテリーの内部が外側と通じうる
密閉部は最小化され、それによってバッテリーの耐用年数が増加する。
【００１５】
　本発明に従って、二つの収容部が互いに部分的または完全に連結する構造で前記二つの
収容部が構成される。前記二つの収容部は屈曲線と接触しうる。好ましい実施形態におい
て、前記二つの収容部は屈曲線に従って互いに完全に連結する。この場合、前記二つの収
容部は積層収容構造を構成し、及び、前記二つの収容部は積層収容構造の中間を走る屈曲
線に従って分離される。
【００１６】
　前記電極集合体がバッテリーケース内に設置されるとき、前記屈曲線は電極集合体の厚
さ方向側に相当する領域である。具体的には、前記屈曲線は前記二つの収容部の間に位置
する仮想線の一種である。結果として、屈曲が実際に行われる領域は、前記電極集合体の
厚さの半分に近似的に等しい長さで屈曲線から空間が空けられたバッテリーケースの対応
する領域である。
【００１７】
　前記二つの収容部は同じ深さまたは異なる深さを有している。好ましくは、前記二つの
収容部は同じ深さを有する。前記二つの収容部は単一の工程で同時に形成される。
【００１８】
　屈曲した凹部は屈曲線が走るバッテリーケースの縁に形成される。より具体的には、バ
ッテリーケースの縁は、バッテリーケースの垂直断面上に前記収容部の深さで屈曲線に相
当する位置でへこまされる。
【００１９】
　好ましくは本発明による二次バッテリーは、金属層または樹脂層、例えばアルミニウム
ラミネートシートを含むラミネートシートから作られるポーチ型バッテリーに設置される
電極集合体を有するポーチ型二次バッテリーに適用される。
【００２０】
　前に述べられたように、前記ラミネートシートは非常に薄い。結果として、それぞれの
収容部が１５ｍｍ以上の深さを有するように収容部を形成することは難しい。結果として
、１５ｍｍ以上の厚さを有するバッテリーを製造することは難しい。しかしながら、本発
明に従って、二つの収容部は連続的に形成され、及びそれから前記二つの収容部は互いに
重複される。結果として、本発明は１５ｍｍの限界を克服する。結果として、前記それぞ
れの収容部は本発明に従って最大の深さで形成され、それによって、少なくとも１５ｍｍ
、好ましくは３０ｍｍ以下の厚さを有する一つの電極集合体、または１５ｍｍ以下の厚さ
を有する二つの電極集合体を収容部に設置することによって１５ｍｍ以上の厚さを有する
バッテリーを製造することを可能にしている。ここで、バッテリーの厚さは電気化学反応
が起こる電極集合体の厚さ、または電極集合体が収容される収容部の深さとして決定され
る。
【００２１】
　好ましい実施形態において、バッテリーケースは屈曲線と反対側のシート外側の収容部
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が延長される構造で構成されて、それによって外側シートは比較的大きな長さを有する。
この場合、前記バッテリーは収容部の一つに電極集合体を収容する段階と、屈曲線に沿っ
てバッテリーケースを曲げる段階と、延長した外側シートを除くすべての密封部（内部接
触領域）を密封する段階と、前記外側シートの間のギャップを通して電解質を注入する段
階と、外側シートを密封する段階と、前記外側シートを所定の長さに切る段階と、によっ
て製造されうる。このバッテリーケースの構造によって、電解質をバッテリーケース内部
に容易に注入することを可能にし、及び注入工程の間に技師の間違いによる電解質のオー
バーフローを避けることを可能にしている。
【００２２】
　バッテリーケースが上述した構造で構成されるとき、バッテリーケースの内部接触領域
は様々な方法で密閉されてもよい。好ましくは、バッテリーケースの内部接触領域の間の
結合力を増加させる熱的溶接によって前記密封が達成される。
【００２３】
　本発明の他の態様に従って、単一セルとしてポーチ型バッテリーを含む中型のまたは大
型のバッテリーモジュールが提供される。
【００２４】
　本発明による前記中型のまたは大型のバッテリーモジュールは単一セルとして二倍の容
量を有する二つの電極集合体または単一の電極集合体を含み、及びそれにより結合構造は
緻密である。結果として、バッテリーモジュールの集積行程の単純化、及びよりコンパク
トな構造でバッテリーモジュールを製造することを可能にしている。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の上記の及び他の目的、特性及び他の利点は添付の図面と併せて以下の詳細な説
明からより明確に理解される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　本発明の好ましい実施形態が添付の図面を参照して詳細に述べられる。しかし、本発明
の範囲は図解された実施形態により限定されないことに注意すべきである。
【００２７】
　図１は本発明の好ましい実施形態によるポーチ型バッテリーの分解斜視図である。
【００２８】
　図１を参照して、ポーチ型バッテリー１００は、それぞれ反対の方向に突き出たカソー
ド２１０及びアノード２２０を有する電極集合体２００と、電極集合体２００の２倍より
大きい幅の収容部３１０と、及び上端密閉部３２０及び下端密閉部３３０に形成された屈
曲した凹部３４０を備えている。
【００２９】
　バッテリーケース３００は、互いに所望の距離で空けられた二つの屈曲部３１２及び３
１３で受信部３１０の仮想湾曲線において曲げられる。結果として、バッテリーケース３
００は、電極集合体２００が密閉状態で収容部３１０において収容されるように折りたた
まれる。このとき、二つの屈曲部３１２及び３１３の間の距離（ｌ）は電極集合体２００
の厚さ（ｔ）に近似的に等しく、それによって、電極集合体２００の側面２３０は二つの
屈曲部３１２及び３１３で囲まれる結果となる。結果として、収容部３１０は、電極集合
体２００の頂部２４０、下部（図示されず）、及び側面２３０に対応する厚さを有する。
【００３０】
　屈曲した凹部３４０は、収容部３１０の仮想屈曲線３１１が通る位置で、上端密閉部３
２０及び下端密閉部３３０で形成される屈曲した下降密閉部３４１及び３４２を含んでい
る。屈曲した下降密閉部３４１及び３４２は仮想屈曲線３１１に対して互いに左右対称で
ある。結果として、バッテリーケース３００は仮想屈曲線３１１について二つの屈曲部３
１２及び３１３で曲げられるとき、屈曲した下降密閉部３４１及び３４２は互いに接触さ
れる。接触領域は熱的溶接によって密閉される。
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【００３１】
　図１で示されるように、収容部の二つの部分が互いに完全に連結されるよう構成された
バッテリーケースで上述の屈曲した凹部が形成されないとき、バッテリーケースの端の対
応する領域がバッテリーケースを曲げる間に変形される。結果として、構造的に安定なバ
ッテリーを製造することが不可能となる。これは、図２において容易に確認される。図２
は示されたポーチ型バッテリーにおいて屈曲した凹部が形成されない場合のポーチ型バッ
テリーの断面図である。
【００３２】
　図２を参照すると、バッテリーケース４００は位置Ａで曲げられるとき、大きな張力が
バッテリーケース４００の下端３０２に矢印で示された方向で加えられる。前に述べたよ
うに、バッテリーケース４００は非常に薄いラミネートシートで作られている。結果とし
て、張力はバッテリーケース４００の下端３０２を破壊しうる。
【００３３】
　この理由のため、図２で示されるように構成されたバッテリーケース４００は、バッテ
リーケース４００の下端３０２に位置する位置Ｂで曲げられるべきである。しかしながら
この場合、位置Ｂを囲むバッテリーケース４００の領域は変形されて、バッテリーケース
４００の上端３０１は位置Ｂに向かって折りたたまれる結果となる。結果として、密閉性
を有する通常のバッテリーを製造することが不可能となる。
【００３４】
　他方では、図１で示されるような屈曲した凹部３４０が、バッテリーケース３００の上
端３０１に相当する領域で形成されるとき、上述した問題は解決される。屈曲した凹部３
４０の構造は図３から容易に確認される。
【００３５】
　図３を参照すると、屈曲した凹部３４０が収容部３１０の深さ（ｄ）方向に押し下げら
れるように屈曲した凹部３４０は形成される。具体的には、屈曲した凹部３４０は収容部
３１０と近似的に同じ深さ（ｄ）で形成される。バッテリーケース３００が位置Ｂで曲げ
られるとき、屈曲した下降密閉部３４１及び３４２は互いに接触させられる。図３の構造
において、屈曲した凹部３４０の屈曲角は屈曲した凹部３４０の上端に向かって増加する
ように屈曲した凹部３４０は先細になる。
【００３６】
　バッテリーケース３００の収容部３１０は垂直方向に電極集合体２００を収容するため
に屈曲した凹部３４０で曲げられる。結果として、収容部３１０の深さ（ｄ）の２倍に等
しい厚さを有する電極集合体２００は収容部３１０で収容されうる。図示されてはいない
が、互いに収容部３１０の深さ（ｄ）に等しい厚さを有する二つの電極集合体（図示され
ず）がバッテリーケース３００内に設置されうる。
【００３７】
　図１に戻って参照すると、ポーチ型バッテリーは、カソード２１０及びアノード２３０
が上端密閉部３２０及び下端密閉部３３０にそれぞれ位置されるように収容部３１０の半
分で電極集合体２００を収容する段階と、上端密閉部３２０の二つの部分、下端密閉部３
３０の二つの部分、及び側面密閉部３５０の二つの部分が互いにそれぞれ接触するように
二つの屈曲部３１２及び３１３でバッテリーケース３００を曲げる段階と、上端密閉部３
２０の二つの部分、及び下端密閉部３３０の二つの部分を熱的に溶接する段階と、側面密
閉部３５０の二つの部分のギャップを通して電解質を注入する段階と、側面密閉部３５０
の二つの部分を熱的に溶接する段階と、及び、側面密閉部３５０を所望の長さに切る段階
と、によって製造されうる。
【００３８】
　バッテリーケース３００は屈曲した凹部３４０の条件によって容易に曲げられる。さら
に、屈曲した凹部３４０の屈曲した下降密閉部３４１及び３４２を互いに接触させると同
時に、バッテリーケース３００が曲げられる。結果として、バッテリーケース３００はし
わが生じることなくしっかりと密閉される。
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【００３９】
　図４は、図３の変形による屈曲した凹部の構造を一般的に図解した断面図であり、及び
、図５は図１で示されたポーチ型バッテリーの集合体を図解する斜視図である。
【００４０】
　図４を最初に参照すると、屈曲した凹部３４０’は所望の幅（ｗ）を有する近似的にＵ
型の垂直断面構造で構成される。屈曲した凹部３４０’は、図３の屈曲した凹部３４０と
原理的に同一である。つまり、屈曲した凹部３４０’の空間領域は屈曲工程の間で互いに
接触させられ、屈曲した凹部３４０’の接触領域は密閉工程の間で密閉される。
【００４１】
　屈曲及び密閉工程が上述したように実行されるとき、バッテリーセルは図５で示される
ように、側面密閉部３５０が屈曲した凹部３４０’と反対の方向で延長している構造で製
造される。側面密閉部３５０を通して電解質を注入する段階と、電解質の注入後に屈曲し
た凹部３４０’を密閉する段階と、及び屈曲した凹部３４０’を所定の大きさに切る段階
と、は屈曲した凹部３４０に関連して前に述べられた内容と同一である。
【００４２】
　本発明の好ましい実施形態が例証目的のために開示されたが、これらの当業者であれば
、添付の特許請求の範囲で開示された本発明の範囲及び精神から逸脱することなく、様々
な修正、追加、及び置き換えが可能であることは理解できる。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　上述した説明から明らかなように、本発明は、シンプルな集積工程を通して従来のバッ
テリーの二倍に等しい容量を有して製造され、集積工程の間でバッテリーケースを破損か
ら避ける構造で構成されたポーチ型バッテリーを提供する。結果として、本発明は製品の
欠陥率を最小化する効果を有する。さらに、本発明は、追加のデバイスの提供もなく電極
集合体を容易に収容部へ収容され、及び大気に接触する密閉部が最小化される構造で構成
されたポーチ型バッテリーを提供することである。結果として本発明は、空気または水蒸
気の導入、及び電解質の漏れを最小化し、それによってバッテリーの耐用年数を増加あっ
せる効果を有している。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の好ましい実施形態によるポーチ型バッテリーを図示した分解斜視図であ
る。
【図２】図１で示されたポーチ型バッテリーの屈曲した凹部の構造を図示した断面図であ
る。
【図３】図２で示されたポーチ型バッテリーにおいて屈曲した凹部が形成されない場合の
ポーチ型バッテリーの断面図である。
【図４】図２の変形による屈曲した下降部の構造を図示した断面図である。
【図５】図１で示されるポーチ型バッテリーの集合体を図示した斜視図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１００　　ポーチ型バッテリー
　２００　　電極集合体
　２１０　　カソード
　２２０　　アノード
　２３０　　側面
　２４０　　頂部
　３００，４００　バッテリーケース
　３０１　　上端
　３０２　　下端
　３１０　　収容部
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　３１１　　仮想屈曲線
　３１２，３１３　　屈曲部
　３２０　　上端密閉部
　３３０　　下端密閉部
　３４０，３４０’　　屈曲した下降部
　３４１，３４２　　屈曲した下降密閉部
　３５０　　側面密閉部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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