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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１電極と第２電極を含む電極組立体と、
第１電極端子と、
前記第１電極端子と前記第１電極の第１電極無地部とを電気的に連結する第１集電部材
と、
を含み、
前記第１電極端子が含まれる側を上側としたとき、
前記第１集電部材は、
前記第１電極端子と接合される第１端子接合部と、
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前記第１端子接合部から前記上側に対する下側に前記第１電極無地部に向かって延長す
る側板と、
前記側板から延長して前記第１電極無地部と接触するように形成された第１集電片と、
前記側板と前記第１集電片との間に形成されたヒューズと、
を含み、
前記側板と前記第１集電片とは前記ヒューズを介して電気的に連結され、
前記ヒューズは、前記側板および前記第１集電片よりも小さな幅、または、前記側板お
よび前記第１集電片よりも小さな厚さを、有し、
少なくとも２つの前記第１集電片が前記側板から前記下側に延長する、二次電池。
【請求項２】
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前記第１端子接合部、前記側板、前記第１集電片、および前記ヒューズは、同じ材質で
形成される、請求項１に記載の二次電池。
【請求項３】
前記ヒューズの断面積は、前記側板の断面積および前記第１集電片の断面積よりも小さ
い、請求項２に記載の二次電池。
【請求項４】
前記第１端子接合部、前記側板、前記第１集電片、および前記ヒューズは互いに一体に
形成される、請求項２、または３に記載の二次電池。
【請求項５】
前記ヒューズは、それぞれの集電片と前記側板との間に形成された電気的経路上に位置
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するヒューズ部を含む、請求項１に記載の二次電池。
【請求項６】
前記第１電極端子に連結される短絡部材をさらに含む、請求項１〜４のいずれか１項に
記載の二次電池。
【請求項７】
前記第１集電片は、前記第１電極無地部に溶接される、請求項１〜４のいずれか１項に
記載の二次電池。
【請求項８】
電気的絶縁性物質で形成され、少なくとも部分的に前記ヒューズを囲む遮断部材をさら
に含む、請求項１〜４のいずれか１項に記載の二次電池。
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【請求項９】
前記遮断部材は、
前記第１電極無地部の反対側に位置する前記ヒューズの一側に位置するベース部と、
前記ベース部から突出する突起と、
を含む、請求項８に記載の二次電池。
【請求項１０】
第２電極端子と、
前記第２電極端子と前記第２電極の第２電極無地部とを電気的に連結する第２集電部材
と、
前記電極組立体における前記第１端子接合部および前記側板それぞれと垂直な面である
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側面に位置し、前記第２電極に電気的に連結する安全部材と、
をさらに含む、請求項１〜４のいずれか１項に記載の二次電池。
【請求項１１】
前記それぞれの安全部材は、
導電板と、
前記導電板と前記電極組立体とを分離する絶縁部と、
前記導電板と前記第２電極とを電気的に連結し、前記第２電極に溶接された電極連結部
と、
を含む、請求項１０に記載の二次電池。
【請求項１２】
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第１電極と第２電極を含む電極組立体と、
第１電極端子と、
前記第１電極端子と前記第１電極の第１電極無地部とを電気的に連結する第１集電部材
と、
を含み、
前記第１電極端子が含まれる側を上側としたとき、
前記第１集電部材は、
前記第１電極端子と接合される第１端子接合部と、
前記第１端子接合部から前記上側に対する下側に前記第１電極無地部に向かって延長す
る側板と、
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前記側板から延長して前記第１電極無地部と接触するように形成された第１集電片と、
前記側板と前記第１集電片との間に形成されたヒューズと、
を含み、
前記側板と前記第１集電片とは前記ヒューズを介して電気的に連結され、
前記ヒューズは、前記側板および前記第１集電片よりも小さな幅、または、前記側板お
よび前記第１集電片よりも小さな厚さを、有し、
複数の前記電極組立体と、
前記複数の電極組立体に対応する複数の前記第１集電片と、
をさらに含み、
前記ヒューズは、前記複数の第１集電片のうちの２つの前記第１集電片と前記側板との
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間に、第１ヒューズ部と第２ヒューズ部とをそれぞれ含む、二次電池。
【請求項１３】
前記第１ヒューズ部と前記第２ヒューズ部とは、前記２つの第１集電片と前記側板の間
で、前記側板と平行でかつ前記上側および前記下側により規定される方向と交差する方向
である側方に、延長する、請求項１２に記載の二次電池。
【請求項１４】
前記側板から前記下側に延長する第３ヒューズ部をさらに含み、
前記第３ヒューズ部は、前記側板と前記２つの第１集電片以外の第１集電片との間に
形成される、請求項１３に記載の二次電池。
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【請求項１５】
前記第３ヒューズ部は、前記２つの第１集電片以外の前記第１集電片の間で前記側方に
延長した連結部と接触する、請求項１４に記載の二次電池。
【請求項１６】
前記２つの第１集電片を隣接した前記第１集電片それぞれに連結する連結部をさらに含
む、請求項１３に記載の二次電池。
【請求項１７】
前記側板から前記下側に延長した連結部と、
前記連結部から前記側方に延長し、前記連結部と第３の前記第１集電片との間に形成さ
れた第３ヒューズ部と、
をさらに含む、請求項１３に記載の二次電池。
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【請求項１８】
前記連結部から前記側方に延長し、前記第３ヒューズ部の反対側に位置し、前記連結部
と第４の前記第１集電片との間に形成された第４ヒューズ部をさらに含む、請求項１７に
記載の二次電池。
【請求項１９】
前記複数の第１集電片は２つの集電片である、請求項１２に記載の二次電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
40

【０００１】
本発明は二次電池に関し、より詳細には、集電部材の構造を改善した二次電池に関する
。
【背景技術】
【０００２】
二次電池（ｒｅｃｈａｒｇｅａｂｌｅ

ｂａｔｔｅｒｙ）は、充電が実用的ではない一

次電池とは異なり、充電および放電が可能な電池である。
【０００３】
最近、高エネルギー密度の非水電解液を利用した高出力の二次電池が開発されている。
大容量電池モジュールは、複数の二次電池を直列に連結して構成される。このような二次
電池は、円筒型や角型などで構成される。このような大容量電池モジュールは、大電力を
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必要とする機器、例えば電気自動車などのモータ駆動に用いることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
金属などの材質で形成されるケースを有する二次電池内部に過電流が流れれば、二次電
池の温度が上昇して発火する危険がある。さらに、過電流によって二次電池内部で電解液
の分解が起こるなどの原因によって二次電池の内部圧力が上昇すれば、二次電池が爆発す
る危険がある。
【０００５】
本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、安全
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性を向上させることが可能な、新規かつ改良された二次電池を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記目的を達成するために、本発明のある観点によれば、第１電極と第２電極を含む電
極組立体と、第１電極端子と、上記第１電極端子と上記第１電極の第１電極無地部とを電
気的に連結する第１集電部材と、を含み、上記第１集電部材は、第１端子接合部と、上記
第１端子接合部から下側に上記第１電極無地部に向かって延長する側板と、上記側板から
延長して上記第１電極無地部と接触するように形成された第１集電片と、上記側板と上記
第１集電片との間に形成されたヒューズと、を含む、二次電池が提供される。
【０００７】
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また、上記第１端子接合部、上記側板、上記第１集電片、および上記ヒューズは、同じ
材質で形成されてもよい。
【０００８】
また、上記ヒューズは、上記側板と上記第１集電片の隣接した部分よりもさらに小さい
断面積を有するように形成されてもよい。
【０００９】
また、上記第１端子接合部、上記側板、上記第１集電片、および上記ヒューズは互いに
一体に形成されてもよい。
【００１０】
また、少なくとも２つの上記第１集電片が上記側板から側方に延長してもよい。
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【００１１】
また、複数の電極組立体と、複数の電極組立体に対応する複数の第１集電片と、をさら
に含み、上記ヒューズは、上記複数の第１集電片のうちの２つの第１集電片と上記側板と
の間に、第１ヒューズ部と第２ヒューズ部とをそれぞれ含んでいてもよい。
【００１２】
また、上記第１ヒューズ部と上記第２ヒューズ部とは、上記２つの第１集電片と上記側
板の間で側方に延長してもよい。
【００１３】
また、上記側板から垂直に延長する第３ヒューズ部をさらに含み、上記第３ヒューズ部
は、上記側板と上記２つの第１集電片以外の第１集電片との間に形成されてもよい。
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【００１４】
また、上記第３ヒューズ部は、上記２つの第１集電片以外の第１集電片の間で側方に延
長した連結部と接触してもよい。
【００１５】
また、上記２つの第１集電片を隣接した第１集電片それぞれに連結する連結部をさらに
含んでいてもよい。
【００１６】
また、上記側板から垂直に延長した連結部と、上記連結部から側方に延長し、上記連結
部と第３の第１集電片との間に形成された第３ヒューズ部と、をさらに含んでいてもよい
。

50

(5)

JP 6249593 B2 2017.12.20

【００１７】
また、上記連結部から側方に延長し、上記第３ヒューズ部の反対側に位置し、上記連結
部と第４の第１集電片との間に形成された第４ヒューズ部をさらに含んでいてもよい。
【００１８】
また、上記複数の第１集電片は２つの集電片であってもよい。
【００１９】
また、上記ヒューズは、それぞれの集電片と上記側板との間に形成された電気的経路上
に位置するヒューズ部を含んでいてもよい。
【００２０】
また、上記第１電極端子に連結される短絡部材をさらに含んでいてもよい。
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【００２１】
また、上記第１集電片は、上記第１電極無地部に溶接されてもよい。
【００２２】
また、電気的絶縁性物質で形成され、少なくとも部分的に上記ヒューズを囲む遮断部材
をさらに含んでいてもよい。
【００２３】
また、上記遮断部材は、上記第１電極無地部の反対側に位置する上記ヒューズの一側に
位置するベース部と、上記第１端子接合部と上記第１集電片との間に位置する突起と、を
含んでいてもよい。
【００２４】
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また、第２電極端子と、上記第２電極端子と上記第２電極の第２電極無地部とを電気的
に連結する第２集電部材と、上記電極組立体の側面に位置し、上記第２電極に電気的に連
結する安全部材と、をさらに含んでいてもよい。
【００２５】
また、上記それぞれの安全部材は、導電板と、上記導電板と上記電極組立体とを分離す
る絶縁部と、上記導電板と上記第２電極とを電気的に連結し、上記第２電極に溶接された
電極連結部と、を含んでいてもよい。
【発明の効果】
【００２６】
本発明によれば、安全性を向上させることができる。
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【００２７】
より具体的には、本発明の一実施形態によれば、過電流が流れるとき、電極アセンブリ
（電極組立体）が電気的に遮断されるため、二次電池の安全性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る二次電池を示す斜視図である。
【図２】図１でＩＩ−ＩＩ線に沿って切断した断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る二次電池の部分分解斜視図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係る二次電池を示す断面図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係る二次電池の集電部材を示す斜視図である。
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【図６】本発明の第３実施形態に係る二次電池の集電部材を示す斜視図である。
【図７】本発明の第４実施形態に係る二次電池の集電部材を示す斜視図である。
【図８】本発明の第５実施形態に係る二次電池を示す断面図である。
【図９】本発明の第６実施形態に係る二次電池の一部を示す分解斜視図である。
【図１０】本発明の第６実施形態に係る二次電池を示す概略的な構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
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【００３０】
図１は、本発明の第１実施形態に係る二次電池を示す斜視図である。また、図２は、図
１でＩＩ−ＩＩ線に沿って切断した断面図である。
【００３１】
図１および図２を参照しながら説明すると、本発明の第１実施形態に係る二次電池１０
１は、正極１１と負極１２との間にセパレータ１３を介在して巻き取られた電極アセンブ
リ１０と、電極アセンブリ１０が内蔵されるケース３０と、ケース３０の開口に結合した
キャップアセンブリ２０とを含む。
【００３２】
以下では、本発明の第１実施形態に係る二次電池１０１として、角型のリチウムイオン

10

二次電池を例示して説明する。ただし、本発明の実施形態は、これに制限されることはな
く、本発明は、例えば、リチウムポリマー電池や円筒型電池など、多様な形態の電池に適
用されてもよい。
【００３３】
正極１１および負極１２は、例えば、薄板の金属箔で形成された集電体に活物質が塗布
された領域のコーティング部と、活物質がコーティングされていない領域の無地部１１ａ
、１２ａとを含む。
【００３４】
正極無地部１１ａは、正極１１の長さ方向に沿って正極１１の一側端に形成され、負極
無地部１２ａは、負極１２の長さ方向に沿って負極１２の他側端に形成される。また、正
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極１１および負極１２は、絶縁体のセパレータ１３を間に介在した後に巻き取られる。
【００３５】
なお、本発明の実施形態は、これに制限されることはなく、電極アセンブリ１０は、例
えば、複数のシート（ｓｈｅｅｔ）からなる正極と負極とがセパレータを間において積層
された構造であってもよい。
【００３６】
ケース３０は、例えば、大略直六面体で形成され、一面には開放した開口が形成される
。キャップアセンブリ２０は、ケース３０の開口を覆うキャッププレート２５、キャップ
プレート２５の外側に突出して正極１１と電気的に連結した正極端子２１、キャッププレ
ート２５の外側に突出して負極１２と電気的に連結された負極端子２２、および設定され
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た内部圧力によって破断するようにノッチが形成されたベント部材２７を含む。
【００３７】
キャッププレート２５は、例えば、薄い板で形成され、一側に電解液の注入のための電
解液注入口が形成され、電解液注入口を密封する密封キャップ２３がキャッププレート２
５に固定設置される。
【００３８】
正極端子２１は、キャッププレート２５を貫通して設置される。また、キャッププレー
ト２５と正極端子２１との間には、上部に位置する第１ガスケット２４と下部に位置する
第２ガスケット２６とが設けられ、キャッププレート２５と正極端子２１とを絶縁させる
40

。
【００３９】
正極端子２１は、例えば、円柱形状で形成される。また、正極端子２１には、正極端子
２１を上部で支持するナット２９が設置され、正極端子２１の外周にはナット２９が締結
するようにねじ山が形成される。
【００４０】
一方、正極端子２１は、集電部材５１を媒介として正極無地部１１ａと電気的に連結し
、正極端子２１の下端には、正極端子２１および集電部材５１を支持する端子フランジが
形成される。
【００４１】
負極端子２２は、キャッププレート２５を貫通して設置される。また、キャッププレー
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ト２５と負極端子２２との間には、上部に位置する第１ガスケット２４と下部に位置する
第２ガスケット２６とが設けられ、キャッププレート２５と負極端子２２とを絶縁させる
。
【００４２】
負極端子２２は、例えば、円柱形状で形成される。また、負極端子２２には負極端子２
２を上部で支持するナット２９が設置され、負極端子２２の外周にはナット２９が締結す
るようにねじ山が形成される。
【００４３】
一方、負極端子２２は、集電部材５２を媒介として負極無地部１２ａと電気的に連結し
、負極端子２２の下端には、負極端子２２および集電部材５２を支持する端子フランジが
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形成される。
【００４４】
図３は、本発明の第１実施形態に係る二次電池の一部を示す分解斜視図である。
【００４５】
集電部材５１は、正極端子２１に固定する端子接合部５１２、端子接合部５１２から折
り曲げられて形成された側板５１４、正極無地部１１ａに固定された集電片５１５、およ
び側板５１４と集電片５１５との間に形成され、周辺よりもさらに小さい断面積を有する
ヒューズ部５１７を含む。
【００４６】
ここで、端子接合部５１２、側板５１４、集電片５１５、およびヒューズ部５１７は、
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例えば、同じ材質で形成される。また、端子接合部５１２、側板５１４、集電片５１５、
およびヒューズ部５１７は、例えば、一体に形成されてもよい。なお、端子接合部５１２
、側板５１４、集電片５１５、およびヒューズ部５１７の構成は、上記に限られない。例
えば、本発明の実施形態では、端子接合部５１２、側板５１４、集電片５１５、およびヒ
ューズ部５１７のうちの１または２以上が、異なる材質で形成されていてもよく、また、
一体に形成されていなくてもよい。
【００４７】
負極端子２２に設置された集電部材５２は、ヒューズ部５１７、５１８を除いては集電
部材５１と同じ構造であるため、これについての重複する説明は省略する。
【００４８】
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端子接合部５１２は、例えば、四角板形状で形成され、中央に正極端子２１が挿入する
ホール５１２ａが形成される。また、端子接合部５１２は、正極端子２１の下部に溶接に
よって接合される。側板５１４は、端子接合部５１２からケース３０の底に向かって直角
に折り曲げられて形成され、ケース３０の側面と平行に配置される。
【００４９】
側板５１４の両側端には２つの集電片５１３が連結設置される。また、集電片５１３は
、例えば、細長い四角板形状で形成され、正極無地部に溶接によって接合される。
【００５０】
集電片５１３と側板５１４との間には、他の部分よりもさらに小さい断面積を有するヒ
ューズ部５１７が形成される。本実施形態に係るヒューズ部５１７は、周辺よりも小さい
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幅を有するように形成される。これによって集電部材５１を介して過電流が流れるときに
ヒューズ部５１７が溶融し、集電片５１３と側板５１４との電気的な連結を遮断すること
ができる。なお、本発明の実施形態は、これに制限されることはなく、例えば、周辺より
もさらに小さい断面積を有するようにヒューズを実現する方式が適用されてもよく、ヒュ
ーズ部５１７は周辺よりも小さい厚さを有するように形成されてもよい。
【００５１】
側板５１４の下部には連結部５１６が設置され、連結部５１６と側板５１４との間には
他の部分よりもさらに小さい断面積を有するヒューズ部５１８が形成される。連結部５１
６の両側端には、正極無地部１１ａに溶接によって接合される集電片５１５が形成される
。
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【００５２】
ヒューズ部５１８が周辺よりも小さい幅を有するように形成され、これによって集電部
材５１を介して過電流が流れるときにヒューズ部５１８が溶融し、側板５１４と連結部５
１６の電気的な連結を遮断することができる。
【００５３】
このように、本実施形態によれば、側板５１４に複数のヒューズ部５１７が連結形成さ
れ、過電流が流れるときに各集電片５１３との電気的な連結を遮断することができる。ま
た、側板５１４と連結部５１６の間にヒューズ部５１８が形成されるため、側板５１４と
連結部５１６の間の電気的な連結を遮断することができる。
【００５４】

10

ケース３０内に複数の電極アセンブリ１０が挿入設置され、これらが並列に連結されて
いる場合、それぞれの電極アセンブリ１０が遮断されなければ、高容量の電流が電極アセ
ンブリ１０の間で流れ続けて危険な状態が放置される。これにより、電流の流れによって
ケース３０内部の圧力が増加し続け、爆発したり発火したりする危険がある。
【００５５】
しかし、本実施形態のように、側板５１４に連結した集電片５１３、５１５がそれぞれ
遮断されれば、電極アセンブリ１０に貯蔵された電流の容量が分散するため、安全性が向
上する。
【００５６】
図４は、本発明の第２実施形態に係る二次電池を示す断面図である。図５は、本発明の

20

第２実施形態に係る二次電池の集電部材を示す斜視図である。
【００５７】
本発明の第２実施形態に係る二次電池１０２は、集電部材６１の構造を除いては第１実
施形態に係る二次電池と同じ構造であるため、同一する構造についての重複する説明は省
略する。
【００５８】
図４および図５を参照して説明すると、本実施形態に係る二次電池１０２は、電極アセ
ンブリ１０、正極端子２１、負極端子２２、正極端子２１と電極アセンブリ１０を電気的
に連結する集電部材６１、および負極端子２２と電極アセンブリ１０を電気的に連結する
集電部材６２を含む。
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【００５９】
集電部材６１は、正極端子２１に固定する端子接合部６１２、端子接合部６１２から折
り曲げられて形成された側板６１４、側板６１４の下部に連結した２つの連結部６１６、
および連結部６１６の両側端に連結形成され、正極無地部１１ａに付着した集電片６１５
を含む。側板６１４と連結部６１６の間には、周辺よりもさらに小さい断面積を有するヒ
ューズ部６１７が形成される。
【００６０】
負極端子２２に設置された集電部材６２は、ヒューズ部６１７を除いては集電部材６１
と同じ構造であるため、これについての重複する説明は省略する。
【００６１】
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端子接合部６１２は、例えば、四角板形状で形成され、中央に正極端子２１が挿入する
ホール６１２ａが形成される。また、端子接合部６１２は、正極端子２１の下部に溶接に
よって接合される。側板６１４は、例えば、端子接合部６１２からケース３０の底に向か
って直角に折り曲げられて形成され、ケース３０の側面と平行に配置される。
【００６２】
側板６１４の下端には、２つの連結部６１６が離隔して連結設置される。また、連結部
６１６と側板６１４との間には、他の部分よりもさらに小さい断面積を有するヒューズ部
６１７が形成される。連結部６１６の両側端には、正極無地部１１ａに溶接によって接合
される集電片６１５が形成される。
【００６３】
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本実施形態に係るヒューズ部６１７は、周辺よりも小さい幅を有するように形成される
。これによって集電部材６１を介して過電流が流れるときにヒューズ部６１７が溶融し、
連結部６１６と側板６１４の電気的な連結を遮断することができる。なお、本発明の実施
形態は、これに制限されることはなく、例えば、ヒューズ部６１７は、周辺よりも小さい
厚さを有するように形成されてもよい。
【００６４】
ケース３０内に複数の電極アセンブリ１０が挿入設置され、これが並列に連結されてい
る場合、それぞれの電極アセンブリ１０が遮断されなければ、高容量の電流が電極アセン
ブリ１０の間で流れて続けて危険な状態が放置される。これにより、電流の流れによって
ケース３０内部の圧力が増加し続け、爆発したり発火したりする危険がある。
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【００６５】
しかしながら、本実施形態のように、側板６１４に連結した連結部６１６がそれぞれ遮
断されれば、電極アセンブリ１０に貯蔵された電流の容量が分散するため、安全性が向上
する。
【００６６】
一方、ヒューズ部６１７には遮断部材６７が挿入設置される。遮断部材６７は、例えば
、電気的な絶縁性を有するポリマーなどの素材で形成される。遮断部材６７は、ベース部
６７１、およびベース部６７１の両側端から突出した突起６７２を含み、突起６７２の先
端には内側に突出した係止部６７３が形成される。突起はヒューズ部６１７に形成された
溝に挿入し、係止部６７３はヒューズ部６１７と接触して遮断部材６７を支持する。
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【００６７】
ベース部６７１はケース３０と集電部材６１との間に位置し、集電部材６１とケース３
０とを絶縁する。突起６７２は、ヒューズ部６１７が溶融したとき、溶融した部分が離隔
するように支持する。これにより、ヒューズ部６１７が溶融した後、離隔した部分が再び
接触することを防ぐことができる。
【００６８】
ヒューズ部６１７が溶融した後、離隔した部分が接近するようになれば、離隔した部分
でスパークなどが発生し、二次電池１０２が発火する危険がある。しかし、本発明の実施
形態によれば、遮断部材６７が設置されるため、ヒューズ部６１７の離隔した部分が安定
的に間隔を維持することができる。
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【００６９】
図６は、本発明の第３実施形態に係る二次電池の集電部材を示す斜視図である。
【００７０】
図６を参照しながら説明すると、本発明の第３実施形態に係る二次電池は、集電部材の
構造を除いては第１実施形態に係る二次電池と同じ構造であるため、同じ構造についての
重複する説明は省略する。
【００７１】
本発明の第３実施形態に係る二次電池の集電部材６４は、正極端子２１に固定する端子
接合部６４２、端子接合部６４２から折り曲げられて形成された側板６４４、側板６４４
の両側端に連結形成された２つの連結部６４６、および連結部６４６の下部に形成され、
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正極無地部１１ａに付着した集電片６４３を含む。側板６４４と連結部６４６の間には、
周辺よりもさらに小さい断面積を有するヒューズ部６４７が形成される。
【００７２】
端子接合部６４２は、例えば、四角板形状で形成され、中央に正極端子２１が挿入する
ホール６４２ａが形成される。また、端子接合部６４２は、正極端子２１の下部に溶接に
よって接合される。側板６４４は、端子接合部６４２からケース３０の底に向かって直角
に折り曲げられて形成され、ケース３０の側面と平行に配置される。
【００７３】
側板６４４の両側端には連結部６４６が連結設置されるが、連結部６４６の下部には正
極無地部１１ａに付着した集電片６４３が形成される。また、連結部６４６の側端には分
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ｐａｒｔ）６４８が突出形成され、分枝部６４８には集電片６４５

が連結形成される。
【００７４】
連結部６４６と側板６４４との間には、他の部分よりもさらに小さい断面積を有するヒ
ューズ部６４７が形成される。本実施形態に係るヒューズ部６４７は、周辺よりも小さい
幅を有するように形成される。これによって集電部材６４を介して過電流が流れるときに
ヒューズ部６４７が溶融し、連結部６４６と側板６４４の電気的な連結を遮断することが
できる。なお、本発明の実施形態は、これに制限されることはなく、例えば、ヒューズ部
６４７は周辺よりも小さい厚さを有するように形成されてもよい。
【００７５】

10

ケース３０内に複数の電極アセンブリ１０が挿入設置され、これが並列に連結されてい
る場合、それぞれの電極アセンブリ１０が遮断されなければ、高容量の電流が電極アセン
ブリ１０の間で流れ続けて危険な状態が放置される。これにより、電流の流れによってケ
ース３０内部の圧力が増加し続け、爆発したり発火したりする危険がある。
【００７６】
しかしながら、本実施形態のように、側板６４４に連結した連結部６４６がそれぞれ遮
断されれば、電極アセンブリ１０に貯蔵された電流の容量が分散するため、安全性が向上
する。
【００７７】
図７は、本発明の第４実施形態に係る二次電池の集電部材を示す斜視図である。
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【００７８】
図７を参照しながら説明すると、本実施形態に係る二次電池は、集電部材の構造と電極
アセンブリの個数を除いては第１実施形態に係る二次電池と同じ構造であるため、同じ構
造についての重複する説明は省略する。
【００７９】
本発明の第４実施形態に係る二次電池の集電部材６５は、正極端子２１に固定する端子
接合部６５２、端子接合部６５２から折り曲げられて形成された側板６５４、側板６５４
の両側端に連結形成された集電片６５５、および側板６５４と集電片６５５の間に形成さ
れたヒューズ部６５７を含む。
【００８０】
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端子接合部６５２は、例えば、四角板形状で形成され、中央に正極端子２１が挿入する
ホール６５２ａが形成される。また、端子接合部６５２は、正極端子２１の下部に溶接に
よって接合される。側板６５４は、例えば、端子接合部６５２からケース３０の底に向か
って直角に折り曲げられて形成され、ケース３０の側面と平行に配置される。
【００８１】
側板６５４の両側端には、周辺よりもさらに小さい断面積を有するヒューズ部６５７が
形成される。本実施形態に係るヒューズ部６５７は、周辺よりも小さい幅を有するように
形成される。これによって集電部材６５を介して過電流が流れるときにヒューズ部６５７
が溶融し、集電片６５５と側板６５４の電気的な連結を遮断することができる。なお、本
発明の実施形態は、これに制限されることはなく、ヒューズ部６５７は周辺よりも小さい
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厚さを有するように形成されてもよい。
【００８２】
ヒューズ部６５７の一側端部には、例えば、四角片形状で形成され、正極無地部１１ａ
に溶接によって固定された集電片が形成される。
【００８３】
ケース３０内に２つの電極アセンブリ１０が挿入設置され、これが並列に連結されてい
る場合、それぞれの電極アセンブリ１０が遮断されなければ、高容量の電流が電極アセン
ブリ１０の間で流れ続けて危険な状態が放置される。これにより、電流の流れによってケ
ース３０内部の圧力が増加し続け、爆発したり発火したりする危険がある。
【００８４】
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しかしながら、本実施形態のように、側板６５４に連結した集電片６５５がそれぞれ遮
断されれば、電極アセンブリ１０に貯蔵された電流の容量が分散するため、安全性が向上
する。
【００８５】
図８は、本発明の第５実施形態に係る二次電池を示す断面図である。
【００８６】
図８を参照しながら説明すると、本実施形態に係る二次電池１０３は、正極１１と負極
１２との間にセパレータ１３を介在して巻き取られた電極アセンブリ１０、電極アセンブ
リ１０が内蔵されるケース３０、ケース３０の開口に結合したキャップアセンブリ１２０
を含む。

10

【００８７】
電極アセンブリ１０は、第１実施形態に係る電極アセンブリと同じ構造である。
【００８８】
ケース３０は、例えば、大略直六面体で形成され、一面には開放した開口が形成される
。キャップアセンブリ１２０は、ケース３０の開口を覆うキャッププレート１２５、キャ
ッププレート１２５の外側に突出して正極１１と電気的に連結した正極端子１２１、キャ
ッププレート１２５の外側に突出して負極１２と電気的に連結した負極端子１２２を含む
。
【００８９】
正極端子１２１は、集電部材５１を媒介として正極無地部１１ａと電気的に連結する。
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集電部材５１は、第１実施形態に係る集電部材と同じ構造からなる。
【００９０】
正極端子１２１とキャッププレート１２５との間には、密封のためのガスケット１４３
が、正極端子１２１が貫通するホールに挿入設置され、キャッププレート１２５の下には
正極端子１２１および集電部材５１の一部を挿入し、キャッププレート１２５で絶縁する
下部絶縁部材１４７が設置される。
【００９１】
一方、正極端子１２１には、短絡タップ１３１が電気的に連結設置され、短絡タップ１
３１はキャッププレート１２５上に設置される。短絡タップ１３１とキャッププレート１
２５との間には、短絡タップ１３１とキャッププレート１２５とを電気的に絶縁する上部
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絶縁部材１３７が設置される。短絡タップ１３１は、ナット１２９を媒介として正極端子
１２１と電気的に連結する。上部絶縁部材１３７は、短絡タップ１３１の側端を囲むよう
に設置され、キャッププレート１２５に形成された短絡ホール１３５と対応する部分にホ
ールが形成されている。
【００９２】
負極端子１２２は、キャッププレート１２５を貫通して設置され、キャッププレート１
２５と負極端子１２２との間には、負極端子１２２とキャッププレート１２５とを電気的
に連結する連結板１４１が設置される。これにより、キャッププレート１２５およびケー
ス３０は負極に帯電される。一方、負極端子１２２とキャッププレート１２５との間には
、密封のためのガスケット１４２が、負極端子１２２が貫通するホールに挿入設置される
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。
【００９３】
キャップアセンブリ１２０は、正極１１と負極１２とを短絡させる短絡部材１３４を含
む。キャッププレート１２５には短絡ホール１３５が形成され、短絡部材１３４は短絡ホ
ール１３５で上部絶縁部材１３７とキャッププレート１２５の間に配置される。短絡部材
１３４は、例えば、周縁に形成されてキャッププレート１２５に固定された枠部１３４ａ
と、枠部１３４ａの内側に形成されて膨らむように弧形に湾曲した曲面部１３４ｂとを備
えた反転プレートで形成されてもよい。
【００９４】
このように、短絡部材１３４は、負極１２と電気的に連結したキャッププレート１２５
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に連結設置され、二次電池１０３の内部圧力が上昇するときに変形し、正極１１と電気的
に連結した短絡タップ１３１と連結する。
【００９５】
短絡部材１３４と短絡タップ１３１とが電気的に連結すれば、集電部材５１を介して瞬
間的に大きい電流が流れる。このとき、ヒューズ部５１７、５１８が溶融し、正極端子１
２１と電極アセンブリ１０の電気的な連結が遮断されるだけでなく、電極アセンブリ１０
間の電気的な連結が遮断される。
【００９６】
本実施形態のように、短絡部材１３４と複数のヒューズ部５１７、５１８が形成された
集電部材５１を共に適用すれば、二次電池１０３の内部圧力が上昇するときに電流を容易

10

に遮断し、安全性がさらに向上する。
【００９７】
図９は、本発明の第６実施形態に係る二次電池の一部を示す分解斜視図である。図１０
は、本発明の第６実施形態に係る二次電池を示す概略的な構成図である。
【００９８】
図９および図１０を参照しながら説明すると、本実施形態に係る二次電池１０４は、安
全部材７０および集電部材６６の構成を除いては、第１実施形態に係る二次電池と同じ構
造であるため、同じ構造についての重複する説明は省略する。
【００９９】
正極無地部１１ａには集電部材６６が溶接によって接合され、負極無地部１２ａには集
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電部材６８が溶接によって接合される。
【０１００】
集電部材６６は正極１１と正極端子２１とを電気的に連結し、集電部材６８は負極１２
と負極端子２２とを電気的に連結する。
【０１０１】
集電部材６６は、正極端子２１に固定する端子接合部６６２、端子接合部６６２から折
り曲げられて形成された側板６６４、正極無地部１１ａに固定された集電片６６３、およ
び側板６６４と集電片６６３の間に形成され、周辺よりもさらに小さい断面積を有するヒ
ューズ部６６７を含む。
【０１０２】
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負極端子２２に設置された集電部材６８は、ヒューズ部６６７、６６８を除いては集電
部材６６と同じ構造であるため、これについての重複する説明は省略する。
【０１０３】
端子接合部６６２は、例えば、四角板形状で形成され、中央に正極端子２１が挿入され
るホール６６２ａが形成される。また、端子接合部６６２は、例えば、正極端子２１の下
部に溶接によって接合される。側板６６４は、例えば、端子接合部６６２からケース３０
の底に向かって直角に折り曲げられて形成され、ケース３０の側面と平行に配置される。
【０１０４】
側板６６４の両側端には２つの集電片６６３が連結設置され、集電片６６３と側板６６
４との間には、他の部分よりもさらに小さい断面積を有するヒューズ部６６７が形成され
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る。
【０１０５】
本実施形態に係るヒューズ部６６７は、周辺よりも小さい幅を有するように形成される
。これによって集電部材６６を介して過電流が流れるときにヒューズ部６６７が溶融し、
集電片６６３と側板６６４の電気的な連結を遮断することができる。なお、本発明の実施
形態は、これに制限されることはなく、ヒューズ部６６７は周辺よりも小さい厚さを有す
るように形成されてもよい。
【０１０６】
側板６６４の下部には連結部６６６が形成され、連結部６６６の両側端には正極無地部
１１ａに溶接によって接合される集電片６６５が連結形成される。連結部６６６と集電片
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６６５との間には、他の部分よりもさらに小さい断面積を有するヒューズ部６６８が形成
される。
【０１０７】
ヒューズ部６６８は周辺よりも小さい幅を有するように形成される。これによって集電
部材６６を介して過電流が流れるときにヒューズ部６６８が溶融し、連結部６６６と集電
片６６５の電気的な連結を遮断することができる。
【０１０８】
このように、本実施形態によれば、側板６６４に複数のヒューズ部６６７が連結形成さ
れ、過電流が流れるときに各集電片６６３との電気的な連結を遮断することができる。ま
た、連結部５１６に複数のヒューズ部６６８が連結形成され、過電流が流れるときに各集
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電片６６５との電気的な連結を遮断することができる。
【０１０９】
また、電極アセンブリ１０のうちで両側端に配置された電極アセンブリ１０には、負極
１２に電気的に連結した安全部材７０が設置される。
【０１１０】
安全部材７０は、電極アセンブリ１０のうちで両側端に配置された電極アセンブリ１０
の負極無地部１２ａに溶接によって接合される。安全部材７０は、金属板７１および金属
板７１に付着した絶縁フィルム７３を含む。
【０１１１】
金属板７１は、一側端には負極無地部１２ａと電気的に連結した電極接合部７２が形成
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される。金属板７１は、例えば、電極接合部７２で負極無地部１２ａと溶接によって接合
され、負極無地部１２ａに容易に溶接するように負極無地部１２ａと同じ素材で形成され
る。本実施形態に係る金属板７１は、例えば、銅や銅合金で形成される。
【０１１２】
金属板７１には、電極アセンブリ１０の平らな前面と対向する部分に絶縁フィルム７３
が設置される。絶縁フィルム７３は、電極アセンブリ１０と金属板７１が電気的に連結す
ることを防ぐ。絶縁フィルム７３は、例えば、電解液と反応しないポリマー材質で形成さ
れる。
【０１１３】
電極接合部７２は、例えば、負極無地部１２ａと並んで配置された状態で負極無地部１
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２ａに溶接によって固定される。これにより、電極接合部７２は、負極無地部１２ａが外
部の衝撃や振動によって揺れることを防ぐ。
【０１１４】
負極無地部１２ａには、集電部材６８が例えば溶接によって接合されるが、負極無地部
１２ａが外部の衝撃や振動によって揺れるようになれば、負極無地部１２ａと集電部材６
８との間の接触が不良になるという問題が発生する。しかしながら、本実施形態のように
電極接合部７２が負極無地部１２ａを支持すれば、外部の衝撃や振動などによって負極無
地部１２ａと集電部材６８の間の接触が不良になることを防ぐことができる。
【０１１５】
図１０に示すように、衝撃や事故などによって二次電池１０４の外部から釘やキリなど
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の導電性異物８０が侵入したとき、正極１１と負極１２が導電性異物８０を媒介として短
絡すれば、内部で過度な熱が発生し、二次電池が爆発したり発火したりする危険がある。
しかし、本実施形態のように安全部材７０を設置すれば、安全部材７０と正極１１が短絡
し、充電された電流を放電することができる。負極１２と電気的に連結した金属板７１が
正極１１と短絡した場合には、正極１１と負極１２が短絡した場合に比べて極めて小さい
熱が発生する。
【０１１６】
このように、本実施形態によれば、外部から異物が侵入して短絡の危険があるとき、電
流を放電して発火の危険を除去することにより、二次電池１０４の安全性が向上する。
【０１１７】
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また、短絡が発生して過電流が流れる場合、集電部材６６に形成されたヒューズ部６６
７、６６８が溶融し、正極端子２１と電極アセンブリ１０の電気的な連結および電極アセ
ンブリ１０の間の電気的な連結を遮断することができる。これにより、二次電池１０４の
安全性はさらに向上する。
【０１１８】
以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
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【符号の説明】
【０１１９】
１０１、１０２、１０３、１０４
１０

電極アセンブリ

１１

正極

１１ａ

正極無地部

１２

負極

１２ａ

負極無地部

１３

セパレータ

２１、１２１

正極端子

２０、１２０

キャップアセンブリ

２１、１２１

正極端子

２２、１２２

負極端子

二次電池

２３

密封キャップ

２４

第１ガスケット

２５、１２５

キャッププレート

２６

第２ガスケット

２７

ベント部材

２９、１２９
３０

20

ナット

ケース

５１、５２、６２、６４、６５、６６、６８
５１２、６１２、６４２、６５２、６６２
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集電部材
端子接合部

５１２ａ、６１２ａ、６４２ａ、６５２ａ、６６２ａ

ホール

５１３、５１５、６１５、６４３、６４５、６５５、６６３、６６５
５１４、６１４、６４４、６５４、６６４
５１６、６１６、６４６、６６６

連結部

５１７、５１８、６１７、６４７、６５７、６６７、６６８
６４８

ヒューズ部

分枝部

６７

遮断部材

６７１

ベース部

６７２

突起

６７３

40

係止部

７０

安全部材

７１

金属板

７２

電極接合部

７３

絶縁フィルム

１３１

短絡タップ

１３４

短絡部材

１３４ａ

枠部

１３４ｂ

曲面部

１３５

集電片

側板

短絡ホール
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１３７

上部絶縁部材

１４１

連結板

１４２、１４３
１４７

【図１】

ガスケット

下部絶縁部材

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

JP 6249593 B2 2017.12.20

(18)

JP 6249593 B2 2017.12.20

フロントページの続き
(73)特許権者 501125231
ローベルト ボッシュ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
ドイツ連邦共和国 ７０４４２ シュトゥットガルト ポストファッハ ３０ ０２ ２０
(74)代理人 110000981
アイ・ピー・ディー国際特許業務法人
(72)発明者 韓 ▲ミン▼烈
大韓民国京畿道龍仁市器興区貢税洞４２８−５
10

(72)発明者 卞 相轅
大韓民国京畿道龍仁市器興区貢税洞４２８−５
(72)発明者 尹 海權
大韓民国京畿道龍仁市器興区貢税洞４２８−５
審査官 松嶋 秀忠
(56)参考文献 特開２００１−２０２９４６（ＪＰ，Ａ）
特開２０１１−１５４９９１（ＪＰ，Ａ）
特開２０１１−１１９２６０（ＪＰ，Ａ）
特開２０１１−１４６３７９（ＪＰ，Ａ）

20

特開２００７−２６６０００（ＪＰ，Ａ）
特開平１０−１８８９４６（ＪＰ，Ａ）
米国特許出願公開第２０１１／０１７７３８７（ＵＳ，Ａ１）
特開２０１１−２１０７１７（ＪＰ，Ａ）
特開２０１１−２５８５５０（ＪＰ，Ａ）
特開２０１１−０４０３８１（ＪＰ，Ａ）
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｈ０１Ｍ

２／３４

Ｈ０１Ｍ

２／２６

30

