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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ケースと、
前記ケースの内部に挿入され、第１電極および第２電極を有する電極組立体と、
電極端子と、
ヒューズ部を媒介として前記電極端子と連結される電極連結部とを含み、
前記ヒューズ部は、前記ケースの外部に位置し、前記電極連結部から前記電極端子の方
へ延設され、
前記電極端子は、前記ケースの外部に位置する短絡タブを含み、
前記第１電極は、前記電極連結部に電気的に連結され、
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前記第１電極、前記電極連結部および前記短絡タブは、前記第２電極と電気的に絶縁さ
れ、
前記短絡タブと前記ケースとの間に位置する弾性部材をさらに含むことを特徴とする、
２次電池。
【請求項２】
前記第２電極は、前記ケースに電気的に連結され、
前記電極端子は、前記ケースを媒介として前記第２電極と電気的に連結され、前記短絡
タブと空間的に分離された短絡部材をさらに含み、
前記短絡部材は、前記短絡タブと接触するように変形されて前記第１電極と前記第２電
極を電気的に連結させて短絡状態を発生させることを特徴とする、請求項１に記載の２次
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電池。
【請求項３】
前記電極連結部は、前記ヒューズ部を含む内部部材を含み、
前記ヒューズ部は、前記ケースの外部に位置し、前記短絡状態が始まる時に発生される
短絡電流に反応して前記短絡タブと前記内部部材との連結を切るために溶けることを特徴
とする、請求項２に記載の２次電池。
【請求項４】
前記短絡タブと前記ケースとの間に位置する絶縁部材を含み、
前記弾性部材は、前記絶縁部材と前記ケースとの間に位置することを特徴とする、請求
項３に記載の２次電池。
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【請求項５】
前記内部部材は、前記弾性部材を圧縮状態に維持するために前記短絡タブに圧力を作用
することを特徴とする、請求項４に記載の２次電池。
【請求項６】
前記ヒューズ部が溶ける時、前記短絡タブと連結された前記内部部材が移動し、前記圧
縮状態の前記弾性部材の弾性力が前記短絡タブに作用して前記短絡部材から前記短絡タブ
が分離されることを特徴とする、請求項５に記載の２次電池。
【請求項７】
前記電極端子は、前記ケースの短絡ホールに位置し、
前記弾性部材は、前記短絡ホールの外郭に隣接して設置される少なくとも一つのスプリ
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ングを含むことを特徴とする、請求項６に記載の２次電池。
【請求項８】
前記少なくとも一つのスプリングは、コイルスプリングであることを特徴とする、請求
項７に記載の２次電池。
【請求項９】
前記ケースは、前記弾性部材を収容する少なくとも一つの装着溝を含むことを特徴とす
る、請求項５〜８のいずれか１項に記載の２次電池。
【請求項１０】
前記少なくとも一つの装着溝は、前記短絡タブ又は前記絶縁部材が前記ケースと接触す
るように前記圧縮状態で前記弾性部材を収容することを特徴とする、請求項９に記載の２
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次電池。
【請求項１１】
前記電極連結部は、前記ケースの外部から前記ケースのホールを貫通して前記ケースの
内部まで延設されるリベットターミナルを含み、
前記内部部材は、前記ケースの外部で前記リベットターミナルの最外郭に結合されるタ
ーミナルプレート、および前記ターミナルプレートと前記ケースとの間に位置して前記リ
ベットターミナルと結合される固定部材を含むことを特徴とする、請求項３〜１０のいず
れか１項に記載の２次電池。
【請求項１２】
前記ケースから前記リベットターミナルを絶縁するガスケットをさらに含む、請求項１
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１に記載の２次電池。
【請求項１３】
前記固定部材と前記ケースとの間に位置する絶縁部材をさらに含むことを特徴とする、
請求項１１又は１２に記載の２次電池。
【請求項１４】
前記ターミナルプレートを覆う絶縁カバーをさらに含むことを特徴とする、請求項１１
〜１３のいずれか１項に記載の２次電池。
【請求項１５】
前記第１電極は負極であり、前記第２電極は正極であることを特徴とする、請求項３〜
１４のいずれか１項に記載の２次電池。
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【請求項１６】
前記ケースの開口を覆うキャッププレートをさらに含み、
前記短絡タブと前記内部部材は、前記キャッププレートの上に設置されることを特徴と
する、請求項３〜１５のいずれか１項に記載の２次電池。
【請求項１７】
前記内部部材は、前記ケースの外部表面に近接して平行に延設されることを特徴とする、
請求項３〜１６のいずれか１項に記載の２次電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
10

【０００１】
本発明は、２次電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
２次電池（ｒｅｃｈａｒｇｅａｂｌｅ

ｂａｔｔｅｒｙ）は一次電池とは異なり、充電

および放電を反復的に行う電池である。小容量の２次電池は、携帯電話機やノートパソコ
ンおよびビデオカメラのように携帯が可能な小型電子機器に使用され、大容量の２次電池
は、ハイブリッド自動車などのモータ駆動用電源として使用され得る。
【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２次電池が開発されている。高
出力２次電池は、複数の２次電池を直列に連結して構成され、大電力を必要とする機器、
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例えば、電気自動車などのモータ駆動に使用され得る。
【０００４】
２次電池は、セパレータ（ｓｅｐａｒａｔｏｒ）の両面に正極（ｐｏｓｉｔｉｖｅ
ｌｅｃｔｒｏｄｅ）と負極（ｎｅｇａｔｉｖｅ

ｅ

ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）を備えて形成され

る電極組立体、電極組立体を内蔵するケース、ケースの開口を密閉するキャッププレート
、およびキャッププレートに設置されて電極組立体に電気的に連結される電極端子を含む
。
【０００５】
２次電池では、充電および放電が反復されるため、ケース内部で過度な熱が発生したり
、電解液が分解されることがある。このような熱発生または電解液分解は、２次電池の内
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部圧力を上昇させ得る。そして、内部圧力の上昇は、２次電池の発火または爆発を発生さ
せ得る。
【０００６】
内部圧力の上昇による発火および爆発を防止するために、ケースの外部に外部短絡部が
備えられ得る。この外部短絡部は、２次電池の内部圧力が上昇する時、電極組立体の負極
と正極を２次電池の外部で短絡させる。外部短絡部が短絡されると、大電流が放電され、
電極組立体の充電状態が低くなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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この大電流の放電により、電極組立体と電極端子を連結する放電経路に備えられたヒュ
ーズ部が溶けて切れる。しかし、このヒューズ部は通常は２次電池内部に備えられるため
、ヒューズ部が切れた後、残余電流の放電が困難であった。
【０００８】
また、切れたヒューズ部でアークが発生することがあり、アークは電解液に作用して発
火または爆発を発生させ得る。したがって、外部短絡状態またはヒューズ部作動状態で２
次電池の安定性が低下するという問題があった。
【０００９】
そこで、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、外部短絡状態またはヒューズ部作動状態で安定性を有する、新規かつ改良された２次
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電池を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、ケース、ケースの内部に挿入
され、第１電極および第２電極を有する電極組立体、電極端子、およびヒューズ部を媒介
として電極端子と連結される電極連結部を含み、ヒューズ部は、電極連結部と電極端子と
の間に位置して電極端子と電極連結部との間で延設され、電極端子は、ケースの外部に位
置する短絡タブを含み、第１電極は、電極連結部に電気的に連結され、第１電極、電極連
結部および短絡タブは、第２電極と電気的に絶縁されることを特徴とする２次電池が提供
される。
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【００１１】
また、第２電極は、ケースに電気的に連結され得、電極端子は、ケースを媒介として第
２電極と電気的に連結され得、短絡タブと空間的に分離された短絡部材をさらに含むこと
ができ、短絡部材は、短絡タブと接触するように変形されて第１電極と第２電極を電気的
に連結させて短絡状態を発生させ得る。
【００１２】
また、電極連結部は、ヒューズ部を含む内部部材を含むことができ、ヒューズ部は、ケ
ースの外部に位置し、短絡状態が始まる時に発生される短絡電流に反応して短絡タブと内
部部材との連結を切るために溶けることができる。
【００１３】
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また、短絡タブとケースとの間に位置する弾性部材をさらに含むことができる。
【００１４】
また、短絡タブとケースとの間に位置する絶縁部材を含むことができ、弾性部材は、絶
縁部材とケースとの間に位置することができる。
【００１５】
また、内部部材は、弾性部材を圧縮状態に維持するために短絡タブに圧力を作用するこ
とができる。
【００１６】
また、ヒューズ部が溶ける時、短絡タブと連結された内部部材が移動し、圧縮状態の弾
性部材の弾性力が短絡タブに作用して短絡部材から短絡タブが分離され得る。
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【００１７】
また、電極端子は、ケースの短絡ホールに位置することができ、弾性部材は、短絡ホー
ルの外郭に隣接して設置される少なくとも一つのスプリングを含むことができる。
【００１８】
また、少なくとも一つのスプリングは、コイルスプリングであってもよい。
【００１９】
また、ケースは、弾性部材を収容する少なくとも一つの装着溝を含むことができる。
【００２０】
また、少なくとも一つの装着溝は、短絡タブ又は絶縁部材がケースと接触するように圧
縮状態で弾性部材を収容することができる。
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【００２１】
また、電極連結部は、ケースの外部からケースのホールを貫通してケースの内部まで延
設されるリベットターミナルを含むことができ、内部部材は、ケースの外部でリベットタ
ーミナルの最外郭に結合されるターミナルプレート、およびターミナルプレートとケース
との間に位置してリベットターミナルと結合される固定部材を含むことができる。
【００２２】
また、ケースからリベットターミナルを絶縁するガスケットをさらに含むことができる
。
【００２３】
また、固定部材とケースとの間に位置する絶縁部材をさらに含むことができる。
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【００２４】
また、ターミナルプレートを覆う絶縁カバーをさらに含むことができる。
【００２５】
また、第１電極は負極であり、第２電極は正極であってもよい。
【００２６】
また、ケースの開口を覆うキャッププレートをさらに含むことができ、短絡タブと内部
部材は、キャッププレートの上に設置され得る。
【００２７】
また、内部部材は、前記ケースの外部表面に近接して平行に延設することができる。
【発明の効果】
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【００２８】
以上説明したように本発明によれば、外部短絡状態またはヒューズ部作動状態で安定性
を有する２次電池を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の一実施形態に係る２次電池の斜視図である。
【図２】図１のＩＩ−ＩＩ線断面図である。
【図３】図１の負極端子、外部短絡部およびヒューズ部の分解斜視図である。
【図４】図１の負極端子、外部短絡部およびヒューズ部の組立断面図である。
【図５】図４のヒューズ部の作動状態を示した断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００３０】
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。
【００３１】
図１は、本発明の一実施形態に係る２次電池の斜視図であり、図２は、図１のＩＩ−Ｉ
Ｉ線断面図である。図１および図２を参照すれば、本発明の一実施形態による２次電池は
、電流を充電および放電する電極組立体１０、電極組立体１０を内蔵するケース１５、ケ
ース１５の開口に結合されるキャッププレート２０、およびキャッププレート２０に設置
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される第１電極端子（以下、「正極端子」という）２２と第２電極端子（以下、「負極端
子」という）５０を含む電極端子、負極端子５０側に備えられる電極連結部２１、および
負極端子５０と電極連結部２１を連結するヒューズ部６０を含む。
【００３２】
例えば、電極組立体１０は、絶縁体であるセパレータ１３の両面に第１電極（以下、「
正極」という）１２と第２電極（以下、「負極」という）１１を配置し、負極１１、セパ
レータ１３および正極１２をゼリーロール状態に巻き取って形成され得る。
【００３３】
また、電極組立体は、セパレータを間に置いて単一板からなる負極と正極を積層して組
立てられたり、負極、セパレータおよび正極をジグザグ方式で畳んで積層して組立てられ
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得る（図示せず）。
【００３４】
負極１１および正極１２は、それぞれ金属板の集電体に活物質を塗布したコーティング
部１１ａ、１２ａ、および活物質を塗布せずに露出された集電体で形成される無地部１１
ｂ、１２ｂを含む。
【００３５】
負極１１の無地部１１ｂは、巻き取られる負極１１に沿って負極１１の一側端部に形成
される。正極１２の無地部１２ｂは、巻き取られる正極１２に沿って正極１２の一側端部
に形成される。無地部１１ｂ、１２ｂは、電極組立体１０の両端にそれぞれ配置され得る
。
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【００３６】
例えば、ケース１５は、内部に電極組立体１０と電解液を収容する空間を設定するよう
にほぼ直六面体からなり、外部と内部空間を連結する開口を直六面体の一面に形成する。
開口は、電極組立体１０をケース１５の内部に挿入することができるようにする。
【００３７】
キャッププレート２０は、薄い鋼板からなり、ケース１５の開口に設置されることによ
ってケース１５を密閉する。キャッププレート２０は、電解液注入口２９とベントホール
２４をさらに備える。
【００３８】
電解液注入口２９は、ケース１５にキャッププレート２０を結合した後、ケース１５内
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部への電解液の注入を可能にする。電解液注入後、電解液注入口２９は密封キャップ２７
で密封される。
【００３９】
ベントホール２４は、２次電池の内部圧力を排出することができるようにベントプレー
ト２５で密閉される。２次電池の内部圧力が設定圧力に到達すると、ベントプレート２５
が切開されてベントホール２４を開放する。ベントプレート２５は切開を誘導する切欠２
５ａを有する。
【００４０】
電極連結部２１および正極端子２２は、ケース１５またはキャッププレート２０を貫通
して設置され、電極組立体１０に電気的に連結される。つまり、電極連結部２１は、電極
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組立体１０の負極１１に電気的に連結され、正極端子２２は、電極組立体１０の正極１２
に電気的に連結される。したがって、電極組立体１０は、電極連結部２１および正極端子
２２を通じてケース１５の外部に連結され得る。また、電極連結部２１は、負極端子５０
と電気的に連結され得る。
【００４１】
電極連結部２１および正極端子２２は、キャッププレート２０の端子ホール３１１、３
１２にそれぞれ設置されるリベットターミナル２１ａ、２２ａ、キャッププレート２０の
内側でリベットターミナル２１ａ、２２ａに一体に広く形成されるフランジ２１ｂ、２２
ｂ、およびキャッププレート２０の外側に配置されてリベットターミナル２１ａ、２２ａ
にリベッティングまたは溶接されるターミナルプレート２１ｃ、２２ｃを含むことができ
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る。
【００４２】
負極および正極ガスケット３６、３７は、電極連結部２１および正極端子２２のリベッ
トターミナル２１ａ、２２ａとキャッププレート２０の端子ホール３１１、３１２内面と
の間にそれぞれ設置され、電極連結部２１および正極端子２２のリベットターミナル２１
ａ、２２ａとキャッププレート２０との間をそれぞれ絶縁およびシーリングする。
【００４３】
負極および正極ガスケット３６、３７は、フランジ２１ｂ、２２ｂとキャッププレート
２０の内面との間にさらに延設され、フランジ２１ｂ、２２ｂとキャッププレート２０と
の間をさらに絶縁およびシーリングする。つまり、キャッププレート２０に電極連結部２
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１および正極端子２２を設置する時、負極および正極ガスケット３６、３７は、端子ホー
ル３１１、３１２を通じて電解液が漏れる（ｌｅａｋ）ことを防止する。
【００４４】
負極および正極リードタブ３１、３２は、電極連結部２１および正極端子２２を電極組
立体１０の負極１１および正極１２にそれぞれ電気的に連結する。つまり、負極および正
極リードタブ３１、３２をリベットターミナル２１ａ、２２ａの下端に結合して下端をコ
ーキング（ｃａｕｌｋｉｎｇ）することによって、負極および正極リードタブ３１、３２
はフランジ２１ｂ、２２ｂに支持されながらリベットターミナル２１ａ、２２ａの下端に
連結される。
【００４５】
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負極および正極絶縁部材４１、４２は、負極および正極リードタブ３１、３２とキャッ
ププレート２０との間にそれぞれ設置され、負極および正極リードタブ３１、３２とキャ
ッププレート２０を電気的に絶縁させる。また、負極および正極絶縁部材４１、４２は、
上部ではキャッププレート２０に結合して、下部では負極および正極リードタブ３１、３
２とリベットターミナル２１ａ、２２ａおよびフランジ２１ｂ、２２ｂを囲むため、これ
らの連結構造を安定化させる。
【００４６】
図３は、図１の電極連結部２１、負極端子５０およびヒューズ部６０の分解斜視図であ
り、図４は、図１の電極連結部２１、負極端子５０およびヒューズ部６０の組立断面図で
ある。図３および図４を参照して、電極連結部２１、負極端子５０およびヒューズ部６０
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について説明する。
【００４７】
負極端子５０は、２次電池の内部圧力により互いに離隔または短絡されるように互いに
向き合って配置される短絡タブ５１と短絡部材５３を含むことができる。また、負極端子
５０は、短絡タブ５１と短絡部材５３の間に設置される絶縁部材３８をさらに含むことが
できる。
【００４８】
短絡タブ５１は、キャッププレート２０の外面に絶縁部材３８を介在して、キャッププ
レート２０と電気的に絶縁構造を形成しながら電極連結部２１に電気的に連結される。短
絡部材５３は、キャッププレート２０の短絡ホール２３に設置されて短絡タブ５１に向き
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合う。つまり、キャッププレート２０は、短絡部材５３を通じて正極端子２２と電気的に
連結し得る。
【００４９】
絶縁部材３８は、２次電池が正常に駆動している時には、短絡タブ５１と短絡部材５３
を電気的に絶縁させ、２次電池の内圧が上昇した時には、短絡タブ５１と短絡部材５３を
短絡させ得る。
【００５０】
つまり、短絡タブ５１は、電極連結部２１に連結されて短絡部材５３に向かって延設さ
れる。したがって、短絡タブ５１と短絡部材５３は、短絡ホール２３に対応して向き合っ
て離隔状態（実線状態）または短絡状態（二点鎖線状態）を形成する（図４参照）。
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【００５１】
負極絶縁部材４１および負極リードタブ３１は、短絡ホール２３を通じて短絡部材５３
に内部圧力が作用し得るように短絡ホール２３に対応して形成される貫通ホール４１１、
４１２をそれぞれ備える。
【００５２】
一方、電極連結部２１は、負極端子５０の短絡タブ５１に対応するように固定部材２１
ｄおよびヒューズ部６０を含む内部部材をさらに含む。固定部材２１ｄは、リベットター
ミナル２１ａに連結され、キャッププレート２０の外側に絶縁部材３９を介在して配置さ
れる。絶縁部材３９は、固定部材２１ｄとキャッププレート２０を電気的に絶縁させる。
つまり、キャッププレート２０は、電極連結部２１と電気的に絶縁され得る。
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【００５３】
例えば、固定部材２１ｄとターミナルプレート２１ｃをリベットターミナル２１ａの上
端に結合して上端をコーキングすることによって、固定部材２１ｄとターミナルプレート
２１ｃはリベットターミナル２１ａの上端に結合する。したがって、固定部材２１ｄとタ
ーミナルプレート２１ｃは、絶縁部材３９を介在した状態でキャッププレート２０に固定
される。ターミナルプレート２１ｃは、電気絶縁材で形成される絶縁カバー２１ｅに覆わ
れ得る。
【００５４】
また、固定部材２１ｄとターミナルプレート２１ｃは、そのうちの一つのみが適用され
てもよく、これに対応して絶縁カバー２１ｅおよびヒューズ部６０が備えられ得る（図示
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せず）。つまり、固定部材２１ｄのみ適用する場合、リベットターミナル２１ａは固定部
材２１ｄに連結され、ヒューズ部６０は固定部材２１ｄに連結され、絶縁カバー２１ｅは
固定部材２１ｄを覆う。ターミナルプレート２１ｃのみ適用する場合、リベットターミナ
ル２１ａはターミナルプレート２１ｃに連結され、ヒューズ部６０はターミナルプレート
２１ｃに連結され、絶縁カバー２１ｅはターミナルプレート２１ｃを覆う。
【００５５】
再び図３および図４を参照すれば、ヒューズ部６０は、短絡タブ５１と固定部材２１ｄ
を介在して電気的に連結される。したがって、負極端子５０の短絡タブ５１は、ヒューズ
部６０および固定部材２１ｄを通じて電極連結部２１に連結され得る。
【００５６】
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結局、電極組立体１０の正極１２は、正極端子２２およびキャッププレート２０を通じ
て短絡部材５３に連結され、負極１１は、電極連結部２１およびヒューズ部６０を通じて
短絡タブ５１に連結される。電極組立体１０の負極１１および正極１２は、キャッププレ
ート２０の外部に位置する短絡タブ５１と短絡部材５３により短絡可能な状態を維持する
。
【００５７】
このように、ヒューズ部６０がケース１５およびキャッププレート２０の外部に備えら
れるため、負極端子５０の作動、つまり、短絡部材５３と短絡タブ５１が互いに短絡され
てヒューズ部６０が溶けて切れる時、発生し得るアークは電解液または電極組立体１０に
悪影響を与えなくなる。
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【００５８】
また、ヒューズ部６０がケース１５およびキャッププレート２０の外部に備えられるた
め、外部短絡によりヒューズ部６０が切れた後、絶縁カバー２１ｅを開いて電極連結部２
１のターミナルプレート２１ｃを通じて電極組立体１０の残余電流の放電が可能である。
【００５９】
したがって、モジュール状態で、外部短絡された２次電池の放電および交替が可能であ
るため、安全性を向上させることができる。
【００６０】
また、負極端子５０は、絶縁部材３８とキャッププレート２０との間に設置される弾性
部材５４をさらに含む。弾性部材５４は、短絡ホール２３の外郭に配置されて絶縁部材３
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８および短絡タブ５１を弾性的に支持する。
【００６１】
例えば、弾性部材５４は、スプリング（例:圧縮コイルスプリング）で形成されてキャ
ッププレート２０の４個の装着溝５５に挿入される。弾性部材は、短絡ホールの外郭を囲
む一つの圧縮コイルスプリングで形成され得る（図示せず）。
【００６２】
弾性部材５４は、ヒューズ部６０で固定部材２１ｄに連結される短絡タブ５１により圧
縮状態を維持し、ヒューズ部６０が溶けて切れて圧縮状態が解除されると、その弾性力で
絶縁部材３８および短絡タブ５１を上昇させて、短絡タブ５１を短絡部材５３から分離さ
せる。したがって、弾性部材５４の弾性力は、ヒューズ部６０と固定部材２１ｄにより短
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絡タブ５１に作用する圧縮力よりも低く設定される。
【００６３】
図５は、図４のヒューズ部６０の作動状態を示した断面図である。図５を参照すれば、
負極端子５０の作動により短絡タブ５１と短絡部材５３を通じて高電圧電流が放電され、
ヒューズ部６０が溶けて切れる。
【００６４】
ヒューズ部６０が切れると、弾性部材５４は固定部材２１ｄの圧縮力から解放されるた
め、その弾性力で絶縁部材３８および短絡タブ５１を上昇させる。これによって、短絡タ
ブ５１は、短絡部材５３から分離されるため、２次電池で電極連結部２１および正極端子
２２は完全な電流遮断状態を維持する。
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【００６５】
以上説明したように本発明によれば、ヒューズ部がキャッププレートの外部に備えられ
るため、外部短絡または過充電後に、電極組立体の残余電流を放電させることができる。
したがって、外部短絡部と負極端子との間に位置するヒューズ部が溶けて切れた後にも、
負極端子を通じて残余電流を放電でき、モジュール状態で当該２次電池の交替が可能とな
る。
【００６６】
また、本発明によれば、ヒューズ部が外部に備えられることによって、ヒューズ部が溶
けて切れた後、切れた間の部分で発生するアークから電解液を保護することができる。
10

【００６７】
また、ヒューズ部が切れた後、外部短絡部がキャッププレートから上昇分離されるため
、複数の２次電池を備えたモジュールで全体過電流を遮断することができる。
【００６８】
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詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、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、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
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【００６９】
１０

電極組立体

１１、１２

第１および第２電極（負極、正極）

１１ａ、１２ａ

コーティング部

１１ｂ、１２ｂ

無地部

１３

セパレータ

１５

ケース

２０

キャッププレート

２１、２２

電極連結部および第１電極端子（正極端子）

２１ａ、２２ａ

リベットターミナル

２１ｂ、２２ｂ

フランジ

２１ｃ、２２ｃ

ターミナルプレート

２１ｄ

30

固定部材

２１ｅ

絶縁カバー

２３

短絡ホール

２４

ベントホール

２５

ベントプレート

２５ａ

切欠

２７

密封キャップ

２９

電解液注入口

３１、３２

負極および正極リードタブ

３６、３７

負極および正極ガスケット

３８、３９

絶縁部材

４１、４２

負極および正極絶縁部材

５０

第２電極端子（負極端子）

５１

短絡タブ

５３

短絡部材

５４

弾性部材

５５

装着溝

６０

ヒューズ部

３１１、３１２

端子ホール
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４１１、４１２

【図１】

貫通ホール

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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