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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電極、第２電極、および前記第１電極と第２電極との間に介在されるセパレータを
含む電極組立体；
　前記電極組立体を収容するケース；
　前記ケースの開口を覆うキャッププレート；
　前記ケースの外部に突出し、前記第２電極に電気的に連結される電極端子；および
　前記電極端子と前記キャッププレートとの間に位置し、前記電極端子と前記キャッププ
レートとを電気的に連結する抵抗部材
　を含み、
　前記抵抗部材の抵抗は、前記電極端子の抵抗よりも大きく形成され、
　前記電極端子は、
　前記キャッププレートの開口を通じて突出する柱部；および
　前記ケースの外部で前記柱部に結合されるターミナルプレートを含み、
　前記抵抗部材は、前記ターミナルプレートで前記電極端子と前記キャッププレートとを
電気的に連結し、
　前記第１電極に電気的に連結される短絡タブ；および
　前記第２電極に電気的に連結され、２次電池の内部圧力が基準圧力を超える時に変形さ
れて前記短絡タブと接触し、前記第１電極と第２電極とを短絡させるように構成される可
変プレートを含み、



(2) JP 5481443 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

　前記第１電極と前記第２電極との間は、前記第２電極、前記ターミナルプレート、前記
抵抗部材、前記キャッププレート、前記可変プレート、前記短絡タブ、前記第１電極とい
う経路を通じて短絡している、
　２次電池。
【請求項２】
　前記柱部を囲み、前記柱部を前記キャッププレートと前記抵抗部材からそれぞれ絶縁さ
せる絶縁ガスケットをさらに含む、請求項１に記載の２次電池。
【請求項３】
　前記抵抗部材は、
　前記キャッププレートの溝で前記キャッププレートと結合される第１突起；および
　前記ターミナルプレートの溝で前記ターミナルプレートと結合される第２突起を含む、
請求項１に記載の２次電池。
【請求項４】
　前記抵抗部材の抵抗が、前記柱部、ターミナルプレートまたはキャッププレートのうち
の少なくとも一つの抵抗よりも大きく形成される、請求項１に記載の２次電池。
【請求項５】
　前記抵抗部材は、スチール、ステンレススチール、またはニッケル合金鋼のうちの少な
くとも一つを含む、請求項１に記載の２次電池。
【請求項６】
　前記抵抗部材は、本体と、前記本体にメッキされるメッキ層とを含む、請求項１に記載
の２次電池。
【請求項７】
　前記本体は、スチール、ステンレススチール、またはニッケル合金鋼のうちの少なくと
も一つを含み、前記メッキ層は、ニッケルまたは錫のうちの少なくとも一つを含む、請求
項６に記載の２次電池。
【請求項８】
　前記本体とメッキ層の抵抗は、前記電極端子またはキャッププレートのうちの少なくと
も一つの抵抗よりも大きく形成される、請求項６に記載の２次電池。
【請求項９】
　前記抵抗部材は、
　前記キャッププレートと接触する第１抵抗部；および
　前記電極端子と接触する第２抵抗部を含む、請求項１に記載の２次電池。
【請求項１０】
　前記第１抵抗部は第１素材を含み、前記第２抵抗部は前記第１素材の抵抗と異なる抵抗
を有する第２素材を含む、請求項９に記載の２次電池。
【請求項１１】
　前記第１抵抗部と第２抵抗部のうちの一つは、スチール、ステンレススチールまたはニ
ッケル合金鋼のうちの少なくとも一つを含み、前記第１抵抗部と第２抵抗部のうちの他の
一つは、アルミニウムを含む、請求項９に記載の２次電池。
【請求項１２】
　前記第１抵抗部は、前記キャッププレートの溝で前記キャッププレートと結合される第
１突起を含み、
　前記第２抵抗部は、前記電極端子の溝で前記電極端子と結合される第２突起を含む、請
求項９に記載の２次電池。
【請求項１３】
　前記第１抵抗部または第２抵抗部のうちの少なくとも一つの抵抗は、前記電極端子また
はキャッププレートのうちの少なくとも一つの抵抗よりも大きく形成される、請求項９に
記載の２次電池。
【請求項１４】
　前記キャッププレートと前記短絡タブとの間に位置し、前記可変プレートの上に開口を
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有する絶縁部材をさらに含み、
　前記可変プレートは、前記２次電池の内部圧力が基準圧力を超える時、前記開口を通じ
て突出して前記短絡タブと接触するように構成された、請求項１に記載の２次電池。
【請求項１５】
　前記可変プレートの周辺部は前記キャッププレートに付着され、前記周辺部の内側で前
記可変プレートの内側部は前記キャッププレートの開口内に整列される、請求項１に記載
の２次電池。
【請求項１６】
　前記ケース外側に突出し、前記第１電極と電気的に連結される他の電極端子をさらに含
み、前記可変プレートが前記短絡タブと接触する時、前記第１電極と第２電極は前記抵抗
部材、前記キャッププレートおよび前記さらに他の電極端子を通じて短絡されるように構
成された、請求項１に記載の２次電池。
【請求項１７】
　前記可変プレートが前記短絡タブと接触する時、前記電極端子、抵抗部材およびキャッ
ププレートを通じて形成される第２電気的連結経路は、前記電極端子を通じて形成される
、柱部とターミナルプレートとの間の第１電気的連結経路の抵抗よりも大きい抵抗を有す
る、請求項１に記載の２次電池。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本記載は、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可能な小型電子機器に使用され、大容量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次電池は大電力を必要とする機器、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）を間に置いて正極と負極を巻き取って
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を貫通し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次電池において、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たりすることがある。このような熱発生または電解液分解は２次電
池の内部圧力を上昇させることがある。内部圧力上昇は２次電池の安全性を損なうことが
ある。内部圧力上昇によって安全性が損なわれることを防止するために、ケースの外部に
外部短絡部が備えられ得る。
【０００６】
　外部短絡部は、２次電池の内部圧力上昇時、電極組立体の負極と正極を２次電池の外部
で短絡させて電極組立体の充電状態（ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｃｈａｒｇｅ）を低める。しか
しながら、外部短絡の抵抗値が小さいため、外部短絡電流が電極組立体を過度に貫通する
ことがある。したがって、電極組立体で安全性の問題が発生し得る。
【発明の概要】



(4) JP 5481443 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の一側面は、その目的は、外部短絡時、外部短絡電流を減少させることによって
、電極組立体で外部短絡電流の貫通特性を改善した２次電池を提供することにある。
【０００８】
　本発明の一側面は、その目的は、外部短絡時、外部短絡抵抗値を大きくすることによっ
て、電極組立体で外部短絡電流の貫通特性を改善した２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】
【０００９】
　本発明の一実施形態による２次電池は、第１電極、第２電極、および前記第１電極と第
２電極との間に介在されるセパレータを含む電極組立体；前記電極組立体を収容するケー
ス；前記ケースの開口を覆うキャッププレート；前記ケースの外部に突出し、前記第２電
極に電気的に連結される電極端子；および前記電極端子と前記キャッププレートとの間に
位置し、前記電極端子と前記キャッププレートとを電気的に連結する抵抗部材を含む。
【００１０】
　前記抵抗部材の抵抗は、前記電極端子の抵抗よりも大きく形成されてもよい。
【００１１】
　前記電極端子は、前記キャッププレーの開口を通じて突出する柱部；および前記ケース
の外部で前記柱部に結合されるターミナルプレートを含み、前記抵抗部材は、前記ターミ
ナルプレートで前記電極端子と前記キャッププレートとを電気的に連結してもよい。
【００１２】
　前記柱部を囲み、前記柱部を前記キャッププレートと前記抵抗部材からそれぞれ絶縁さ
せる絶縁ガスケットをさらに含んでもよい。
【００１３】
　前記抵抗部材は、前記キャッププレートの溝で前記キャッププレートと結合される第１
突起；および前記ターミナルプレートの溝で前記ターミナルプレートと結合される第２突
起を含んでもよい。
【００１４】
　前記抵抗部材の抵抗が、前記柱部、ターミナルプレートまたはキャッププレートのうち
の少なくとも一つの抵抗よりも大きく形成されてもよい。
【００１５】
　前記抵抗部材は、スチール（ｓｔｅｅｌ）、ステンレススチール、またはニッケル合金
鋼（ｎｉｃｋｅｌ　ｓｔｅｅｌ　ａｌｌｏｙ）のうちの少なくとも一つを含んでもよい。
【００１６】
　前記抵抗部材は、本体と、前記本体にメッキされるメッキ層とを含んでもよい。
【００１７】
　前記本体は、スチール、ステンレススチール、またはニッケル合金鋼のうちの少なくと
も一つを含み、前記メッキ層は、ニッケルまたは錫のうちの少なくとも一つを含んでもよ
い。
【００１８】
　前記本体とメッキ層の抵抗は、前記電極端子またはキャッププレートのうちの少なくと
も一つの抵抗よりも大きく形成されてもよい。
【００１９】
　前記抵抗部材は、前記キャッププレートと接触する第１抵抗部；および前記電極端子と
接触する第２抵抗部を含んでもよい。
【００２０】
　前記第１抵抗部は第１素材を含み、前記第２抵抗部は前記第１素材の抵抗と異なる抵抗
を有する第２素材を含んでもよい。
【００２１】
　前記第１抵抗部と第２抵抗部のうちの一つは、スチール、ステンレススチールまたはニ
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ッケル合金鋼のうちの少なくとも一つを含み、前記第１抵抗部と第２抵抗部のうちの他の
一つは、アルミニウムを含んでもよい。
【００２２】
　前記第１抵抗部は、前記キャッププレーの溝で前記キャッププレートと結合される第１
突起を含み、前記第２抵抗部は、前記電極端子の溝で前記電極端子と結合される第２突起
を含んでもよい。
【００２３】
　前記第１抵抗部または第２抵抗部のうちの少なくとも一つの抵抗は、前記電極端子また
はキャッププレートのうちの少なくとも一つの抵抗よりも大きく形成されてもよい。
【００２４】
　前記第１電極に電気的に連結される短絡タブ；および前記第２電極に電気的に連結され
、前記２次電池の内部圧力が基準圧力を超える時に変形されて前記短絡タブと接触し、前
記第１電極と第２電極とを短絡させるように構成される可変プレートを含んでもよい。
【００２５】
　前記キャッププレートと前記短絡タブとの間に位置し、前記可変プレートの上に開口を
有する絶縁部材をさらに含み、前記可変プレートは、前記２次電池の内部圧力が基準圧力
を超える時、前記開口を通じて突出して前記短絡タブと接触するように構成されてもよい
。
【００２６】
　前記可変プレートの周辺部は前記キャッププレートに付着され、前記周辺部の内側で前
記可変プレートの内側部は前記キャッププレートの開口内に整列される。
【００２７】
　前記ケース外側に突出し、前記第１電極と電気的に連結される他の電極端子をさらに含
み、前記可変プレートが前記短絡タブと接触する時、前記第１電極と第２電極は前記抵抗
部材、前記キャッププレートおよび前記さらに他の電極端子を通じて短絡されるように構
成されてもよい。
【００２８】
　前記可変プレートが前記短絡タブと接触する時、前記電極端子、抵抗部材およびキャッ
ププレートを通じて形成される第２電気的連結経路は、前記電極端子を通じて形成される
第１電気的連結経路の抵抗よりも大きい抵抗を有する。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の一実施形態によれば、可変プレートと正極端子の電気的な連結経路上に高い電
気抵抗値を有する抵抗部材を備えることによって、外部短絡時、外部短絡抵抗値を大きく
形成して外部短絡電流を減少させる効果がある。したがって、電極組立体を貫通する外部
短絡電流の貫通特性が改善される。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の第１実施形態による２次電池の斜視図である。
【図２】図１の２次電池のＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【図３】図１の２次電池において短絡タブと可変プレートとの分離状態を示した断面図で
ある。
【図４】図１の２次電池において短絡タブと可変プレートとの短絡状態を示した断面図で
ある。
【図５】図１の２次電池において電極端子とキャッププレートとの分解状態を示した斜視
図である。
【図６】図５の電極端子とキャッププレートのＶＩ－ＶＩ線断面図である。
【図７】本発明の第２実施形態による２次電池において電極端子とキャッププレートとの
結合状態を示した断面図である。
【図８】本発明の第３実施形態による２次電池において電極端子とキャッププレートとの
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分解状態を示した斜視図である。
【図９】図８の電極端子とキャッププレートのＩＸ－ＩＸ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　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。
【００３２】
　図１は、本発明の第１実施形態による２次電池の斜視図であり、図２は、図１の２次電
池のＩＩ－ＩＩ線断面図である。図１および図２を参照すれば、第１実施形態による２次
電池１００は、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に設置される第１電
極端子（例えば、負極端子）２１と第２電極端子（例えば、正極端子）２２を含む。
【００３３】
　一実施形態において、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（例えば、負極）１１と第２電極（例えば、正極）１２を配置し、第１電極１１、セパ
レータ１３および第２電極１２をゼリーロール状態で巻き取って形成される。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ても
よく、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てもよい
（図示せず）。
【００３４】
　第１電極１１および第２電極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、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１１ａ、１
２ａを含む。第１電極１１の無地部１１ａは、巻き取られる第１電極１１に沿って第１電
極１１の一側端部に形成される。第２電極１２の無地部１２ａは、巻き取られる第２電極
１２に沿って第２電極１２の一側端部に形成される。無地部１１ａ、１２ａは電極組立体
１０の両端にそれぞれ配置される。
【００３５】
　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内部に挿入することができるようにする。
【００３６】
　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。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内部に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により密封される。
【００３７】
　ベントホール２４は、２次電池１００の内部圧力の排出を可能にし、ベントプレート２
５により密閉される。２次電池１００の内部圧力が設定圧力に到達すると、ベントプレー
ト２５が開放される。ベントプレート２５は開放を誘導する切欠２５ａを有する。
【００３８】
　第１電極端子２１および第２電極端子２２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、第１電極端子２１は、電極組立体１
０の第１電極１１に電気的に連結され、第２電極端子２２は、第２電極１２に電気的に連
結される。したがって、電極組立体１０は、第１電極端子２１および第２電極端子２２を
通じてケース１５の外部に引き出される。
【００３９】
　第１電極端子２１は、キャッププレート２０の端子ホールに設置される柱部２１ａ、ケ
ース１５の内側で柱部２１ａに形成されるフランジ２１ｂ、およびケース１５の外側に配
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置されて柱部２１ａに結合されるターミナルプレート２１ｄを含む。
【００４０】
　第１電極ガスケット３６（例えば、負極ガスケット）は、第１電極端子２１の柱部２１
ａとキャッププレート２０の端子ホール内面との間に設置され、第１電極端子２１の柱部
２１ａとキャッププレート２０との間をシーリングする。第１電極ガスケット３６は、フ
ランジ２１ｂとキャッププレート２０との間にさらに延長設置され、フランジ２１ｂとキ
ャッププレート２０との間をさらにシーリングする。つまり、第１電極ガスケット３６は
、キャッププレート２０に第１電極端子２１を設置することによって端子ホールを通じて
電解液が漏れる（ｌｅａｋ）ことを防止する。第１電極ガスケット３６は絶縁ガスケット
の一例に相当する。
【００４１】
　第１電極リードタブ３１（例えば、負極リードタブ）は、第１電極端子２１を電極組立
体１０の第１電極１１に電気的に連結する。つまり、第１電極リードタブ３１を柱部２１
ａ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、第１電極
リードタブ３１はフランジ２１ｂに支持されながら柱部２１ａの下端に結合される。第１
電極絶縁部材４１（例えば、負極絶縁部材）は、第１電極リードタブ３１とキャッププレ
ート２０との間に設置され、第１電極リードタブ３１とキャッププレート２０とを電気的
に絶縁させる。
【００４２】
　図３は、図１の２次電池において短絡タブと可変プレートとの分離状態を示した断面図
であり、図４は、図１の２次電池において短絡タブと可変プレートとの短絡状態を示した
断面図である。図３および図４を参照すれば、第１実施形態の２次電池１００は、内部圧
力上昇時に第１電極１１と第２電極１２をケース１５の外部で短絡させる外部短絡部を第
１電極端子２１に備える。例えば、外部短絡部は前記ケース１５内での内部圧力に応じて
離隔または短絡される短絡タブ５１と可変プレート５３を含む。
【００４３】
　再び図１および図２を参照すれば、短絡タブ５１は、第１電極端子２１に電気的に連結
されてキャッププレート２０の外側に配置される。短絡タブ５１は、ケース１５の外側で
柱部２１ａを貫通させながらターミナルプレート２１ｄと積層される。
【００４４】
　絶縁部材３７は、短絡タブ５１とキャッププレート２０との間に設置され、短絡タブ５
１とキャッププレート２０とを電気的に絶縁させる。キャッププレート２０は、第２電極
端子２２に電気的に連結された状態である。
【００４５】
　絶縁部材３７は、第１電極ガスケット３６の上方で第１電極端子２１の柱部２１ａとキ
ャッププレート２０の端子ホール内面との間にさらに延長し、第１電極端子２１の柱部２
１ａとキャッププレート２０との間を電気的にさらに絶縁させる。
【００４６】
　短絡タブ５１とターミナルプレート２１ｄを第１電極端子２１の柱部２１ａの上端に積
層結合して上端をコーキング（ｃａｕｌｋｉｎｇ）することによって、短絡タブ５１とタ
ーミナルプレート２１ｄは柱部２１ａの上端に結合される。したがって、短絡タブ５１と
ターミナルプレート２１ｄは絶縁部材３７を前記短絡タブ５１とキャッププレート２０と
の間に介在した状態でキャッププレート２０に支持される。
【００４７】
　２次電池１００の内部圧力が上昇して基準圧力を超える時、可変プレート５３は変形さ
れて短絡タブ５１に接触される。前記可変プレート５３が前記短絡タブ５１と接触する時
、短絡タブ５１とキャッププレート２０は電気的に連結されて電極組立体１０の短絡状態
を維持する。このために、可変プレート５３はキャッププレート２０の短絡ホール２３に
設置される。短絡タブ５１は、第１電極端子２１に連結されて可変プレート５３を向かっ
て伸びる。短絡ホール２３で短絡タブ５１と可変プレート５３は互いに向き合い、前記２
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次電池１００の内部圧力が基準圧力よりも低い時には離隔状態（図３参照）を維持し、ま
たは前記２次電池１００の内部圧力が基準圧力よりも高い時には短絡状態（図４参照）を
維持する。
【００４８】
　例えば、可変プレート５３は短絡ホール２３と絶縁部材ホール３７ａ内で絶縁部材３７
とキャッププレート２０との間に配置される。可変プレート５３はケース１５の内側に凸
の弧状断面に形成されてキャッププレート２０に電気的に連結される。
【００４９】
　ケース１５の内部圧力が上昇すると可変プレート５３が反転して短絡ホール２３を通じ
てキャッププレート２０の外部に突出する（図４参照）。この時、可変プレート５３が短
絡タブ５１に接触し、短絡タブ５１とキャッププレート２０とは電気的に連結される。つ
まり、電極組立体１０の第１電極１１と第２電極１２とが互いに短絡される。短絡時、短
絡タブ５１と可変プレート５３を通じて第１電極端子２１と第２電極端子２２との間で瞬
間的に大きい電流が流れる。これによって、電極組立体１０は放電される。
【００５０】
　第１実施形態の２次電池１００は、電極組立体１０を貫通する外部短絡電流を減少させ
て貫通特性を改善する構成をさらに含む。第１実施形態の２次電池１００は、外部短絡電
流を減少させるために、外部短絡抵抗値を増加させる構成を適用する。例えば、図２に示
したように、２次電池１００は、可変プレート５３と第２電極端子２２との電気的な連結
経路上に備えられる抵抗部材７０をさらに含む。抵抗部材７０は、連結経路の他の構成要
素よりも高い電気抵抗値を有する。例えば、抵抗部材７０の抵抗は、第２電極端子２２の
抵抗よりも大きく形成される。
【００５１】
　図５は、図１の２次電池において第２電極端子とキャッププレートとの分解状態を示し
た斜視図である。図１、図２および図５を参照すれば、第２電極端子２２は、キャッププ
レート２０の端子ホール２０ａに設置される柱部２２ａ、ケース１５の内側で柱部２２ａ
に形成されるフランジ２２ｂ、およびケース１５の外側に配置されて柱部２２ａに積層結
合される抵抗部材７０とターミナルプレート２２ｄを含む。
【００５２】
　第２電極ガスケット３９（例えば、正極ガスケット）は、第２電極端子２２の柱部２２
ａとキャッププレート２０の端子ホール２０ａ内面との間に設置され、第２電極端子２２
の柱部２２ａとキャッププレート２０との間をシーリングする。第２電極ガスケット３９
は、フランジ２２ｂとキャッププレート２０との間にさらに延長設置され、フランジ２２
ｂとキャッププレート２０との間をさらにシーリングする。また、第２電極ガスケット３
９は、第２電極端子２２の柱部２２ａと抵抗部材７０のホール内面との間にさらに延長設
置され、第２電極端子２２の柱部２２ａと抵抗部材７０のホール内面との間をシーリング
する。つまり、第２電極ガスケット３９は、キャッププレート２０に第２電極端子２２を
設置することによって端子ホールを通じて電解液が漏れる（ｌｅａｋ）ことを防止する。
第２電極ガスケット３９は絶縁ガスケットの一例に相当する。
【００５３】
　第２電極リードタブ３２（例えば、正極リードタブ）は、第２電極端子２２を電極組立
体１０の第２電極１２に電気的に連結する。つまり、第２電極リードタブ３２を柱部２２
ａ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、第２電極
リードタブ３２はフランジ２２ｂに支持されながら柱部２２ａの下端に結合される。第２
電極絶縁部材４２（例えば、正極絶縁部材）は、第２電極リードタブ３２とキャッププレ
ート２０との間に設置され、第２電極リードタブ３２とキャッププレート２０とを電気的
に絶縁させる。
【００５４】
　図６は、図５の電極端子とキャッププレートとが連結された状態のＶＩ－ＶＩ線断面図
である。図６を参照すれば、抵抗部材７０とターミナルプレート２２ｄを第２電極端子２
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２の柱部２２ａの上端に積層結合して上端をコーキング（ｃａｕｌｋｉｎｇ）することに
よって、抵抗部材７０とターミナルプレート２２ｄは柱部２２ａの上端に結合される。し
たがって、抵抗部材７０とターミナルプレート２２ｄはキャッププレート２０に支持され
る。この時、抵抗部材７０はキャッププレート２０と柱部２２ａとを電気的に連結する。
【００５５】
　抵抗部材７０は、キャッププレート２０に向かう下向突起７１とターミナルプレート２
２ｄに向かう上向突起７３とを含む。キャッププレート２０に第２電極端子２２を組み立
てた状態で、下向突起７１はキャッププレート２０の溝７２に結合され、上向突起７３は
ターミナルプレート２２ｄの溝７４に結合される。下向突起７１と溝７２は、キャッププ
レート２０上で抵抗部材７０の設置位置設定を容易にする。上向突起７３と溝７４は、抵
抗部材７０上でターミナルプレート２２ｄの設置位置設定を容易にする。
【００５６】
　図２および図６を参照すれば、可変プレート５３と第２電極端子２２は相互間に位置す
るキャッププレート２０と抵抗部材７０を通じて電気的な連結経路を形成する。抵抗部材
７０は、第１電極端子２１および第２電極端子２２を通じて出力に影響を与えないながら
、外部短絡時、第１電極端子２１と第２電極端子２２との間の外部短絡抵抗値を増大させ
ることによって、外部短絡電流を減少させる。
【００５７】
　抵抗部材７０は、柱部２２ａ、ターミナルプレート２２ｄ、またはキャッププレート２
０のうちの少なくとも一つの抵抗値よりも高い抵抗値を有する。例えば、抵抗部材７０は
、柱部２２ａ、ターミナルプレート２２ｄ、およびキャッププレート２０それぞれの抵抗
値よりも高い抵抗値を有する。例えば、ターミナルプレート２２ｄはアルミニウムで形成
され、抵抗部材７０はステンレススチール、スチールまたはニッケル合金鋼、例えばＩｎ
ｖａｒ（Ｉｍｐｈｙ　Ａｌｌｏｙｓの登録商標であって、ＦｅＮｉ３６または６４ＦｅＮ
ｉとも表記される）で形成されてもよい。抵抗部材７０は、ステンレススチール、スチー
ルまたはニッケル合金鋼のうちの少なくとも一つを含んでもよい。
【００５８】
　つまり、２次電池１００が正常作動時（図３に示されているように、可変プレート５３
が短絡タブ５１と離隔した場合）、第２電極端子２２の柱部２２ａとターミナルプレート
２２ｄの電気的な第１連結経路Ｌ１が形成される（図６のＬ１参照）。この時、抵抗部材
７０は高い抵抗値にもかかわらず、正常作動する２次電池１００の出力に影響を与えない
。
【００５９】
　反対に、２次電池１００が外部短絡時（図４に示されているように、可変プレート５３
が短絡タブ５１と接触する場合）、第２電極端子２２の柱部２２ａ、ターミナルプレート
２２ｄ、抵抗部材７０およびキャッププレート２０の電気的な第２連結経路Ｌ２が形成さ
れる（図６のＬ２参照）。この時、抵抗部材７０は外部短絡された２次電池１００の外部
短絡抵抗値を増大させることによって外部短絡電流を減少させる。したがって、電極組立
体１０を貫通する外部短絡電流の貫通特性が安定化することができる。
【００６０】
　以下、本発明の他の実施形態について説明し、第１実施形態および前述の実施形態と比
較して同一の構成についての説明を省略し、互いに異なる構成について比較説明する。
【００６１】
　図７は、本発明の第２実施形態による２次電池において第２電極端子とキャッププレー
トとの結合状態を示した断面図である。
【００６２】
　第２実施形態の２次電池２００において、抵抗部材２７０は、本体２７１、および本体
２７１の表面に形成されるメッキ層２７２を含む。前記本体２７１は、ステンレススチー
ル、スチールまたはニッケル合金鋼、例えばＩｎｖａｒのうちの少なくとも一つからなる
。前記メッキ層２７２は、ニッケル（Ｎｉ）または錫（Ｓｎ）からなってもよい。前記メ
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ッキ層２７２は、ニッケル（Ｎｉ）または錫（Ｓｎ）のうちの少なくとも一つを含んでも
よい。抵抗部材２７０において、メッキ層２７２は、スチールで形成される本体２７１の
腐食を防止する。例えば、本体２７１、およびメッキ層２７２の抵抗は、第２電極端子２
２またはキャッププレート２０のうちの少なくとも一つの抵抗よりも大きく形成される。
【００６３】
　つまり、２次電池２００が正常作動時、第２電極端子２２の柱部２２ａとターミナルプ
レート２２ｄの電気的な第１連結経路Ｌ１が形成される。この時、本体２７１およびメッ
キ層２７２は、柱部２２ａ、ターミナルプレート２２ｄ、およびキャッププレート２０よ
りも高い電気抵抗値にもかかわらず、正常作動する２次電池２００の出力に影響を与えな
い。
【００６４】
　反対に、２次電池２００が外部短絡時、第２電極端子２２の柱部２２ａ、ターミナルプ
レート２２ｄ、本体２７１、メッキ層２７２およびキャッププレート２０の電気的な第２
連結経路Ｌ２が形成される。この時、本体２７１およびメッキ層２７２は、外部短絡され
た２次電池２００の外部短絡抵抗値を増大させることによって外部短絡電流を減少させる
。したがって、電極組立体１０を貫通する外部短絡電流の貫通特性が安定化することがで
きる。
【００６５】
　図８は、本発明の第３実施形態による２次電池において第２電極端子とキャッププレー
トとの分解状態を示した斜視図であり、図９は、図８の前記電極端子とキャッププレート
とを結合した状態のＩＸ－ＩＸ線断面図である。
【００６６】
　第３実施形態の２次電池４００において、抵抗部材３７０は、異種材質の第１抵抗部３
７１と第２抵抗部３７２から形成される。例えば、第１抵抗部３７１の素材と、第２抵抗
部３７２の素材とは異なる抵抗値を有している。第１抵抗部３７１と第２抵抗部３７２の
うちの一つは、スチール、ステンレススチールまたはニッケル合金鋼のうちの少なくとも
一つを含んでいてもよい。このとき、第１抵抗部３７１と第２抵抗部３７２のうちの他の
一つは、アルミニウムを含んでいてもよい。また、例えば、第１抵抗部３７１と第２抵抗
部３７２のうちの少なくとも一つの抵抗は、第２電極端子２２またはキャッププレート２
０のうちの少なくとも一つの抵抗よりも大きく形成されてもよい。
【００６７】
　例えば、第１抵抗部３７１はアルミニウムで形成され、第２抵抗部３７２は第１抵抗部
３７１よりも高い電気抵抗値を有するステンレススチール、スチールまたはニッケル合金
鋼、一例としてＩｎｖａｒのうちの少なくとも一つから形成されてもよい。第２抵抗部３
７２は、柱部２２ａ、ターミナルプレート２２ｄ、およびキャッププレート２０よりも高
い電気抵抗値を有する。また、第１抵抗部３７１は、ステンレススチール、スチールまた
はニッケル合金鋼、一例としてＩｎｖａｒのうちの少なくとも一つからなり、第２抵抗部
３７２は、アルミニウムから形成されてもよい。ひいては、前記第１、２抵抗部３７１、
３７２は、本体に形成されるメッキ層（一例として、ニッケルまたは錫メッキ層）を含む
こともできる。
【００６８】
　第１抵抗部３７１は、キャッププレート２０に向かう下向突起７１を形成してキャップ
プレート２０に結合される。第２抵抗部３７２は、ターミナルプレート２２ｄに向かう上
向突起７３を形成してターミナルプレート２２ｄに結合される。キャッププレート２０に
第２電極端子２２を組み立てた状態で、下向突起７１と溝７２はキャッププレート２０上
で第１抵抗部３７１の設置位置設定を容易にする。上向突起７３と溝７４は第２抵抗部３
７２上でターミナルプレート２２ｄの設置位置設定を容易にする。
【００６９】
　つまり、２次電池４００が正常作動時、第２電極端子２２の柱部２２ａとターミナルプ
レート２２ｄの電気的な第１連結経路Ｌ１が形成される。この時、第１、第２抵抗部３７
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１、３７２は高い電気抵抗値にもかかわらず、正常作動する２次電池４００の出力に影響
を与えない。
【００７０】
　反対に、２次電池４００が外部短絡時、第２電極端子２２の柱部２２ａ、ターミナルプ
レート２２ｄ、第１、第２抵抗部３７１、３７２およびキャッププレート２０の電気的な
第２連結経路Ｌ２が形成される。この時、第１、第２抵抗部３７１、３７２は、外部短絡
された２次電池４００の外部短絡抵抗値を増大させることによって外部短絡電流を減少さ
せる。したがって、電極組立体１０を貫通する外部短絡電流の貫通特性が安定化すること
ができる。
【００７１】
　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。
【符号の説明】
【００７２】
　　１０…電極組立体
　　１１…第１電極
　　１１ａ、１２ａ…無地部
　　１２…第２電極
　　１３…セパレータ
　　１５…ケース
　　２０…キャッププレート
　　２１…第１電極端子
　　２２…第２電極端子
　　２１ａ、２２ａ…柱部
　　２１ｂ、２２ｂ…フランジ
　　２１ｄ、２２ｄ…ターミナルプレート
　　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…第１電極リードタブ
　　３６…第１電極ガスケット
　　３７…絶縁部材
　　３９…第２電極ガスケット
　　５１…短絡タブ
　　５３…可変プレート
　　７０、２７０、３７０…抵抗部材
　　７１…下向突起
　　７２、７４…溝
　　７３…上向突起
　　１００、２００、４００…２次電池
　　２７１…本体
　　２７２…メッキ層
　　３７１、３７２…第１、第２抵抗部
　　Ｌ１、Ｌ２…第１、第２連結経路
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