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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極積層構造体及び固定部材を含む可撓性二次電池であって、
　前記電極積層構造体は、
　第１金属集電体を含む第１電極層と、
　第２金属集電体を含む第２電極層と、
　前記第１電極層及び前記第２電極層間の分離膜と、
　前記第１電極層の第１端部の前記第１金属集電体の端部、及び前記第２電極層の第１端
部の前記第２金属集電体の端部からそれぞれ延長された連結タブと、を含み、
　前記固定部材は、前記電極積層構造体の第１端部の前記第１金属集電体の端部及び前記
第２金属集電体の端部を固定し、
　前記第１電極層及び第２電極層の第１端部の反対側の前記第１電極層及び第２電極層の
第２端部が移動可能な可撓性二次電池。
【請求項２】
　前記電極積層構造体の外部面に形成された保護層をさらに含むことを特徴とする請求項
１に記載の可撓性二次電池。
【請求項３】
　前記保護層の反り剛性は、前記電極積層構造体内部の各個別層の平均反り剛性より大き
いことを特徴とする請求項２に記載の可撓性二次電池。
【請求項４】
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　前記保護層の反り剛性は、前記電極積層構造体内部の個別層の平均反り剛性より、少な
くとも１．５倍であることを特徴とする請求項３に記載の可撓性二次電池。
【請求項５】
　前記保護層の厚みは１５μｍないし１ｍｍであることを特徴とする請求項２から４のい
ずれか一項に記載の可撓性二次電池。
【請求項６】
　前記保護層の引っ張り弾性率は、０．５ＧＰａないし３００ＧＰａであることを特徴と
する請求項２から５のいずれか一項に記載の可撓性二次電池。
【請求項７】
　前記保護層は、高分子フィルム、ラミネートされた高分子フィルム層を含むフィルム、
金属ホイルまたは炭素を含む複合材フィルムであることを特徴とする請求項２から６のい
ずれか一項に記載の可撓性二次電池。
【請求項８】
　前記固定部材は、接着剤、または接着剤が塗布されたテープであることを特徴とする請
求項１に記載の可撓性二次電池。
【請求項９】
　前記電極積層構造体は、前記電極積層構造体の第１端部の前記第１金属集電体の端部、
前記第２金属集電体の端部、及び前記分離膜の一端部のホールをさらに含み、前記固定部
材は、前記ホール内にあることを特徴とする請求項１に記載の可撓性二次電池。
【請求項１０】
　前記電極積層構造体は、前記電極積層構造体の第１端部の前記第１金属集電体の端部、
前記第２金属集電体の端部、及び前記分離膜の一端部の溝をさらに含み、前記固定部材は
、前記溝内にあることを特徴とする請求項１に記載の可撓性二次電池。
【請求項１１】
　前記固定部材は、前記電極積層構造体の前記第１端部の外部面を取り囲むことを特徴と
する請求項１又は８に記載の可撓性二次電池。
【請求項１２】
　前記連結タブ周辺の補強部材をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の可撓性二
次電池。
【請求項１３】
　前記連結タブは、外部のリードタブと連結され、前記外部のリードタブは、前記電極積
層構造体の長手方向に延長され、前記連結タブと重なることを特徴とする請求項１又は１
２に記載の可撓性二次電池。
【請求項１４】
　前記電極積層構造体の全長は、第１方向であり、及び前記第１方向に垂直である第２方
向の前記電極積層構造体の第１端部での前記固定部材の長さは、２ｍｍ以上であることを
特徴とする請求項１に記載の可撓性二次電池。
【請求項１５】
　前記固定部材の長さに対する電極積層構造体の全長の比の値は、２０以下であることを
特徴とする請求項１又は１４に記載の可撓性二次電池。
【請求項１６】
　可撓性二次電池の製造方法において、
　第１端部だけ固定された電極積層構造体を提供し、前記電極積層構造体を提供する方法
は、
　第１金属集電体を含む第１電極層を提供し、
　第２金属集電体を含む第２電極層を提供し、
　前記第１電極層と前記第２電極層との間の分離膜を提供し、
　前記第１電極層の第１端部の前記第１金属集電体の端部、及び前記第２電極層の第１端
部の前記第２金属集電体の端部からそれぞれ延長された連結タブを提供し、
　前記電極積層構造体の第１端部の前記第１金属集電体の端部及び前記第２金属集電体の
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端部を固定する固定部材を提供することを含み、
　前記第１電極層及び第２電極層の第１端部の反対側の前記第１電極層及び第２電極層の
第２端部は、移動可能である可撓性二次電池の製造方法。
【請求項１７】
　前記固定部材を提供することは、前記固定部材を、前記第１及び第２金属集電体と接触
させることを特徴とする請求項１６に記載の可撓性二次電池の製造方法。
【請求項１８】
　前記固定部材を提供することは、前記固定部材を、前記第１金属集電体及び第２金属集
電体の外部表面にだけ接触させることを特徴とする請求項１６又は１７に記載の可撓性二
次電池の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二次電池に係り、さらに詳細には、可撓性二次電池（flexible secondary b
attery）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子分野の技術発達により、携帯電話、ゲーム機、ＰＭＰ（portable multimedia play
er）、ＭＰ３（ＭＰＥＧ（moving picture experts group） audio layer－３）プレーヤ
だけではなく、スマートフォン、スマートパッド、電子書籍端末機、可撓性タブレットコ
ンピュータ、身体に付着させる移動用医療機器のような各種移動用電子機器に係わる市場
が大きく成長している。
【０００３】
　そのような移動用電子機器関連市場が成長するにつれ、移動用電子機器の駆動に適する
バッテリに対する要求も高まっている。それに加え、それら移動用電子機器の使用、移動
、保管、及び衝撃に対する耐久性と係わり、機器自体の柔軟性に対する要求が大きくなっ
ている。結果として、そのようなモバイル電子機器の柔軟性を実現するために、バッテリ
の柔軟さに対する要求も増大している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、一端部に固定部材を形成し、他端部の反復的な反り
運動または曲がり運動にも安定性を維持することができる可撓性二次電池を提供すること
である。
【０００５】
　追加的な様相は、詳細な説明に部分的に記載され、一部は、詳細な説明から明確になり
、または提示された実施形態の実施によって理解されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために本発明は、電極積層構造体及び固定部材を含む可撓性二次電
池であって、前記電極積層構造体は、第１金属集電体を含む第１電極層と、第２金属集電
体を含む第２電極層と、前記第１電極層及び前記第２電極層の間の分離膜と、前記第１電
極層の第１端部の前記第１金属集電体の端部、及び前記第２電極層の第１端部の前記第２
金属集電体の端部からそれぞれ延長された連結タブと、を含み、前記固定部材は、前記電
極積層構造体の第１端部の前記第１金属集電体及び前記第２金属集電体の端部を固定し、
前記第１電極層及び第２電極層の第１端部の反対側の前記第１電極層及び第２電極層の第
２端部が移動可能な可撓性二次電池を提供する。
【０００７】
　前記電極積層構造体の外部面の保護層をさらに含んでもよい。
【０００８】
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　前記保護層の反り剛性は、前記電極積層構造体内部の各個別層の平均反り剛性より大き
い値を有することができる。
【０００９】
　前記保護層の反り剛性は、前記電極積層構造体内部の個別層の平均反り剛性より、少な
くとも１．５倍でもある。
【００１０】
　前記保護層の厚さは１５μｍないし１ｍｍでもある。
【００１１】
　前記保護層の引っ張り弾性率（tensile modulus of elasticity）は、０．５ＧＰａな
いし３００ＧＰａでもある。
【００１２】
　前記保護層は、高分子フィルム、ラミネートされた高分子フィルム層を含むフィルム、
金属ホイルまたは炭素を含む複合材フィルムを含んでもよい。
【００１３】
　前記固定部材は、接着剤、または接着剤が塗布されたテープでもある。
【００１４】
　前記電極積層構造体は、前記電極積層構造体の第１端部の前記第１金属集電体、前記第
２金属集電体、及び前記分離膜の一端部のホールをさらに含み、前記固定部材は、前記ホ
ール内に位置されてもよい。
【００１５】
　前記電極積層構造体は、前記電極積層構造体の第１端部の前記第１金属集電体、前記第
２金属集電体、及び前記分離膜の一端部の溝をさらに含み、前記固定部材は、前記溝内に
位置されてもよい。
【００１６】
　前記固定部材は、前記電極積層構造体の前記第１端部の外部面を取り囲むことができる
。
【００１７】
　前記連結タブ周辺の補強部材をさらに含んでもよい。
【００１８】
　前記連結タブは、外部のリードタブと連結され、前記外部のリードタブは、前記電極積
層構造体の長手方向に延長され、前記連結タブと重なることができる。
【００１９】
　前記電極積層構造体の全長は、第１方向であり、前記第１方向に垂直である第２方向の
前記電極積層構造体の第１端部での前記固定部材の長さは、２ｍｍ以上でもある。
【００２０】
前記固定部材の長さに対する電極積層構造体の全長の比の値は、２０以下でもある。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の実施形態によれば、可撓性二次電池の電極積層構造体は、電極積層構造体の層
を、第１端部だけ固定させる固定部材を含み、電極積層構造体の対向する第２端部は、遊
動可能である。従って、可撓性二次電池内の電極積層構造体は、第２端部の反復的な反り
運動または曲がり運動にも安定性を維持することができる。そして、電極積層構造体の層
及び固定部材から延長される連結タブ周囲に補強材を配置し、電極積層構造体の層の安定
した動作特性を維持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１Ａ】本発明による可撓性二次電池の実施形態の電極積層構造体を示した断面図であ
る。
【図１Ｂ】本発明による可撓性二次電池の実施形態の電極積層構造体を示した断面図であ
る。
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【図１Ｃ】本発明による可撓性二次電池の実施形態の電極積層構造体を示した断面図であ
る。
【図２Ａ】本発明による電極積層構造体の上下部の保護層を含む可撓性二次電池の他の実
施形態を示した図面である。
【図２Ｂ】本発明による電極積層構造体の上下部の保護層を含む可撓性二次電池の他の実
施形態を示した図面である。
【図３Ａ】本発明による電極積層構造体の固定部材を含む可撓性二次電池の他の実施形態
を示した図面である。
【図３Ｂ】本発明による電極積層構造体の固定部材を含む可撓性二次電池の他の実施形態
を示した図面である。
【図４Ａ】本発明による電極積層構造体において画成されたホール内の固定部材を含む可
撓性二次電池の他の実施形態を示した図面である。
【図４Ｂ】本発明による電極積層構造体において画成されたホール内の固定部材を含む可
撓性二次電池の他の実施形態を示した図面である。
【図５Ａ】本発明による電極積層構造体及び固定部材の一端部の溝を含む可撓性二次電池
の他の実施形態を示した図面である。
【図５Ｂ】本発明による電極積層構造体及び固定部材の一端部の溝を含む可撓性二次電池
の他の実施形態を示した図面である。
【図６Ａ】本発明による電極積層構造体を取り囲む固定部材を含む可撓性二次電池の他の
実施形態を示した図面である。
【図６Ｂ】本発明による電極積層構造体を取り囲む固定部材を含む可撓性二次電池の他の
実施形態を示した図面である。
【図７Ａ】本発明による電極積層構造体連結タブがリードタブと連結されたところを含む
可撓性二次電池の実施形態を示した図面である。
【図７Ｂ】本発明による電極積層構造体連結タブがリードタブと連結されたところを含む
可撓性二次電池の実施形態を示した図面である。
【図７Ｃ】本発明による電極積層構造体連結タブがリードタブと連結されたところを含む
可撓性二次電池の実施形態を示した図面である。
【図８】本発明の実施形態による可撓性二次電池の電極積層構造体の固定部材が形成され
た長さと電極積層構造体全体の長さとの関係を示した図面である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　同一要素を指す参照番号を付した図面を参照し、実施形態について詳細に説明する。そ
れと係わり、本実施形態は、異なる形態を有することができ、ここで説明された説明に限
定されるものではない。従って、該実施形態は、単に本説明の様態を説明するために図面
を参照するものである。要素のリストに先行する「少なくとも１つの」のような表現は、
全ての要素を修飾し、リストの個別要素を修飾するものではない。
【００２４】
　要素または層が、他の要素または層の「上」にあるか、あるいは「連結」されていると
言及されるとき、該要素または該層は、直接他の要素または層の上にあるか、連結される
か、あるいは介在要素または介在層の上に連結されるということを理解するであろう。一
方、要素が、他の要素または層の上に直接あるか、あるいは直接連結されるとするとき、
介在要素または介在層は存在しない。本明細書で使用されているように、連結されるとい
うことは、他のものと物理的または／及び電気的に接続されてもよい。本明細書で使用さ
れた「及び／または」は、記載された関連項目中の一つ、またはそれ以上の全ての組み合
わせを含んでもよい。
【００２５】
　第１、第２、第３のような用語が、多様な要素、成分、領域、層及び／またはセクショ
ンの説明に使用されたとしても、そのような要素、成分、領域、層及び／またはセクショ
ンは、それら用語によって限定されるものではないということを理解するであろう。その
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ような用語は、単に他の領域、層またはセクションから、１つの要素、成分、領域、層ま
たはセクションを区別するために使用される。従って、後述するさまざまな要素、成分、
領域、層またはセクションは、本発明の教示から外れずに、第２の要素、成分、領域、層
またはセクションを指すことができる。
【００２６】
　空間的に相対的な用語である「下部」、「上部」などは、図面に図示された他の要素ま
たは特徴について、１つの要素または特徴の関係を説明するために便宜的に使用される。
空間的に相対的な用語は、図面に描写された方向だけではなく、使用装置または作動装置
の他の方向を含むように意図されたものであるということを理解するであろう。例えば、
もし図面の装置を逆さにする場合、他の要素または特徴に対して、相対的に「下部」と描
写された要素は、他の要素または特徴に対して「上部」になる。従って、「下部」という
用語は上部及び下部の方向をいずれも含んでもよい。装置は、異なって配向（９０°また
は他の方向に回転）されてもよく、ここで使用された空間的に相対的な説明は、それに従
って解釈されてもよい。
【００２７】
　本明細書で使用された用語は、単に特定の実施形態を説明するためのものであり、本発
明を限定するものではない。本明細書で使用された単数形である「ａ」、「ａｎ」、「ｔ
ｈｅ」は、内容上明確に異なって記載しない限り、複数形を含むものであると意図される
。本明細書において、「含む」、「含むところの」、「有する」または／及び「有すると
ころの」のような用語が使用されるとき、明示された特徴、整数、動作、構成要素及び／
または成分の存在を明確にし、一つまたはそれ以上の他の特徴、整数、段階、動作、構成
要素、成分及び／またはグループの存在または付加を排除するものではないということを
理解することができるであろう。
【００２８】
　本発明の実施形態は、本発明の理想的な実施形態（及び中間構造体）の概略的な図面の
断面を参照して敍述する。そのように、結果として図示された形態からの変形、例えば、
製造技術及び／または許容の誤差が予想される。従って、本発明の実施形態は、図面に図
示された領域の特定形状に限定されると解釈されてはならず、例えば、製造するところか
ら生じる結果としての形状の偏差を含む。
【００２９】
　取り立てて定義されない限り、本明細書で使用された全ての用語（技術的であったり、
科学的であったりする用語を含む）は、一般的に本発明が属する技術分野で当業者によっ
て理解されるところと同一の意味を有している。一般的に使用される辞書で定義されるよ
うな用語は、関連分野の文脈において、それらの意味と一致すると解釈されなければなら
ず、ここで明示的に定義されない限り、理想的であったり、過度に形式的であったりする
意味に解釈されるものではない。
【００３０】
　モバイル電子装置の柔軟性は、モバイル電子装置の使用、移動、保管及び加えられたシ
ョックや外部衝撃に対する耐久性に関して望ましい。結果として、可撓性モバイル電子装
置に適する電池も要求される。
【００３１】
　柔軟性が十分に確保されていない電池を曲げれば、例えば、２電極間の、分離膜と電極
活物質との界面、電極活物質内部の界面、または電極活物質と集電体との界面に応力が集
中することで、剥離が生じてしまうために、電池の性能及び寿命に致命的な影響を与える
ことになる。
【００３２】
　通常の電池は、反ったり曲がったりする場合、機能が低下したり、あるいは危険な反応
が発生したりすることにもなり、可撓性電子機器用において使用され難かった。一部のシ
ート型電池では、電池を薄くし、反ることを可能にしていたが、電池を薄くする場合、保
存することができるエネルギーが少なく、使用用途が制限された。従って、可撓性電子装
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置に適するように、十分に可撓性を有した電池に対する必要性がある。
【００３３】
　以下、本発明について、添付図面を参照して詳細に説明する。
【００３４】
　図１Ａないし図１Ｃは、本発明による可撓性二次電池（flexible secondary battery）
の実施形態の電極積層構造体を示した断面図である。図１Ａないし図１Ｃを参照すれば、
本発明による可撓性二次電池の実施形態は、第１電極層１０，１００、第２電極層１１，
１０１、及び第１電極層１０，１００と、第２電極層１１，１０１との間に形成された分
離膜１２が積層された電極積層構造体を含んでもよい。
【００３５】
　本実施形態による可撓性二次電池の電極積層構造体は、多数の第１電極層１０，１００
、第２電極層１１，１０１及び分離膜１２が積層された構造を含んでもよい。第１電極層
１０，１００の第１金属集電体１０の端部、及び第２電極層１１，１０１の第２金属集電
体１１の端部には、それぞれ突出した連結タブ１０ａ，１１ａが形成されてもよい。それ
ぞれの連結タブ１１ａ，１０ａの延長部１４，１５は、外部のリードタブと連結される。
【００３６】
　本発明の実施形態による可撓性二次電池の電極積層構造体の連結タブ１０ａ，１１ａが
形成された第１金属集電体１０及び第２金属集電体１１の一端部には、電極集電体の第１
金属集電体１０、第２金属集電体１１及び分離膜１２をそれぞれ固定させる固定部材１３
が形成されてもよい。固定部材１３は、電極積層構造体の第１金属集電体１０及び第２金
属集電体１１の連結タブ１０ａ，１１ａが形成された一端部Ａに形成され、電極積層構造
体の反対側の第２端部には、固定部材を形成しない。別途の固定部材が形成されていない
、電極積層構造体の反対側の第２端部は、固定部材１３が形成された電極積層構造体の第
１端部に比べ、相対的な位置変化が大きくなる。
【００３７】
　図１Ｂに図示されているように、固定部材１３が、電極積層構造体の第１端部Ａにのみ
形成されることにより、固定部材１３が形成されていない領域Ｂは、反復的に曲がり運動
が可能である。すなわち、前記固定部材１３は、電極積層構造体の第１端部Ａにおいて、
所定の位置に、電極積層構造の層を固定させて維持する。固定部材１３が、第２端部に配
置されていないために、固定部材１３は、電極積層構造体の反対側の第２端部を露出させ
る。電極積層構造体が、図１Ｂの本来の位置から曲がれば、電極積層構造体の層の反対側
の第２端部は、固定部材１３によって、制限されたり固定されたりしていないために、互
いに移動可能である。
【００３８】
　本発明の例示された実施形態において、Ｂ領域は、図１Ｂに図示されている本来の位置
から、図１Ａに図示されている第１曲がり位置、あるいは図１Ｃに図示されている第２曲
がり位置に曲がることができる。さらには、固定部材１３が、第１金属集電体１０、第２
金属集電体１１及び分離膜１２を互いに固定させることにより、分離膜１２両側の第１電
極層１０，１００及び第２電極層１１，１０１は、可逆的な電気化学的反応を可能にする
整列を維持することができる。そして、該電極積層構造体が、反復的に曲がり運動を行う
場合、該電極積層構造体を構成する各層の相対的位置を維持させ、反復的な曲がり運動後
にも、充放電などの電気化学的反応が可能である。
【００３９】
　もし該可撓性二次電池の固定部材１３が形成されていない場合には、該電極積層構造体
が反復的に曲がり運動を行う過程において、電極積層構造体を構成する層間の相対的な位
置が変わり、整列が乱れてしまう。従って、層間の整列が乱れれば、電極層間の可逆的電
気化学反応量が低減し、深刻な場合、電極層間に短絡現象が発生する。また、固定部材１
３を、該積層構造体の一端部と他端部とにいずれも形成する場合、電極層の内部的な反り
現象が発生する場合、曲がりによる応力により、該電極積層構造体内部の構成層間の剥離
、脱落、密着性低下の現象が発生したり、あるいは固定部材１３の一部が破壊されたりし
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てしまう。固定部材１３が、該電極積層構造体の両端部に形成されれば、電極層間の整列
を正しく維持することができなくなる。従って、そのような現象を減少させたり、あるい
は効果的に防止したりするために、本発明による可撓性二次電池の実施形態においては、
該電極積層構造体の連結タブが形成された一端部にのみ固定部材１３を形成する。
【００４０】
　もし連結タブが位置した第１端部Ａに、固定部材１３が位置せず、第２端部に位置した
場合、曲がり運動を行うとき、第１端部Ａ側の電極層において、相対的位置変化が生ずる
。第１端部Ａには、連結タブ１０ａ，１１ａが位置し、ここで、多数の集電体が接合され
ている。従って、第１端部Ａでの電極層の相対的位置が変われば、連結タブ１０ａ，１１
ａが折れ曲がったり、切れたりしてしまい、もしそのような結果として、相対的な位置変
化が反復される場合、電池の性能が低下してしまう。従って、本発明による可撓性二次電
池の実施形態においては、そのような現象を低減させたり、あるいは効果的に防止したり
するために、固定部材１３は、連結タブ１０ａ，１１ａ、及び多数の集電体が接合された
第１端部Ａにのみ配置する。
【００４１】
　以下、本発明による可撓性二次電池の実施形態の電極積層構造体について説明する。
【００４２】
　第１電極層１０，１００は、正極フィルムまたは負極フィルムのうちいずれか一つであ
る。第１電極層１０，１００が正極フィルムである場合、第２電極層１１，１０１は、負
極フィルムである。第１電極層１０，１００が負極フィルムである場合、第２電極層１１
，１０１は、正極フィルムである。
【００４３】
　第１電極層は、第１金属集電体１０を含み、第１活物質層１００は、第１金属集電体１
０の表面に位置する。第１電極層は、一つ、またはそれ以上の第１金属集電体１０、及び
一つ、またはそれ以上の第１活物質層１００を含んでもよい。一実施形態において、第１
電極層は、２つの第１金属活物質層１００間に形成された１つの第１金属集電体１０を含
んでもよい。
【００４４】
　第２電極層は、第２金属集電体１１を含み、第２活物質層１０１は、第２金属集電体１
１の表面に位置する。第２電極層は、一つ、またはそれ以上の第２金属集電体１０、及び
一つ、またはそれ以上の第２活物質層１０１を含んでもよい。一実施形態において、第２
電極層は、２つの第２金属活物質層１０１間に形成された１つの第２金属集電体１１を含
んでもよい。
【００４５】
　もし第１電極層１０，１００が正極フィルムである場合、第１金属集電体１０は、正極
集電体であり、第１活物質層１００は、正極活物質層である。そして、第２電極層１１，
１０１が負極フィルムである場合、第２金属集電体１１は、負極集電体であり、第２活物
質層１０１は、負極活物質層である。
【００４６】
　正極集電体は、アルミニウム、ステンレス鋼、チタン、銅、銀、またはそれらから選択
された物質の組み合わせを含んでもよい。正極活物質層は、正極活物質、バインダ及び／
または導電材を含んでもよい。
【００４７】
　正極活物質層の正極活物質は、リチウムイオンを可逆的に吸蔵及び放出（例えば、アロ
イ化(alloy)及びデアロイ化(dealloy)、あるいは挿入(intercalate)及び離脱(deintercal
ate)）することができる物質を含んでもよい。一実施形態において、例えば、正極活物質
は、コバルト酸リチウム、ニッケル酸リチウム、ニッケルコバルト酸リチウム、ニッケル
コバルトアルミニウム酸リチウム、ニッケルコバルトマンガン酸リチウム、マンガン酸リ
チウム及びリン酸鉄リチウムのようなリチウム遷移金属酸化物；硫化ニッケル；硫化銅；
硫酸塩；酸化鉄；及び酸化バナジウム；から選択された少なくとも１つの物質を含んでも
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よい。
【００４８】
　バインダは、ポリフッ化ビニリデン、フッ化ビニリデン／ヘキサフルオロプロピレンコ
ポリマー、フッ化ビニリデン／テトラフルオロエチレンコポリマーなどのポリフッ化ビニ
リデン系バインダ；ナトリウム－カルボキシメチルセルロース、リチウム－カルボキシメ
チルセルロースなどのカルボキシメチルセルロース系バインダ；ポリアクリル酸、リチウ
ム－ポリアクリル酸、アクリル、ポリアクリロニトリル、ポリメチルメタクリレート、ポ
リブチルアクリレートなどのアクリレート系バインダ；ポリアミドイミド；ポリテトラフ
ルオロエチレン；酸化ポリエチレン；ポリピロール；リチウム－ナフィオン；及びスチレ
ンブタジエンゴム系ポリマー；から選択された少なくとも１つの物質を含んでもよい。
【００４９】
　導電材は、カーボンブラック、炭素ファイバ及び黒鉛のような炭素系導電材；金属ファ
イバのような導電性ファイバ；フッ化カーボン粉末、アルミニウム粉末及びニッケル粉末
のような金属粉末；フッ化炭素粉末、酸化亜鉛及びチタン酸カリウムのような導電性ウィ
スカ；酸化チタンのような導電性金属酸化物；及びポリフェニレン誘導体などの伝導性高
分子；から選択された少なくとも１つの物質を含んでもよい。
【００５０】
　負極集電体は、銅、ステンレス鋼、ニッケル、アルミニウム及びチタンから選択された
少なくとも１つの金属を含んでもよい。負極活物質層は、負極活物質、バインダ及び導電
材を含んでもよい。
【００５１】
　負極活物質層は、リチウムとの合金化、またはリチウムの可逆的な吸蔵及び放出が可能
な物質から形成されてもよい。一実施形態において、例えば、該負極活物質は、金属、炭
素系材料、金属酸化物及びリチウム金属チッ化物から選択された少なくとも１つの物質を
含んでもよい。
【００５２】
　負極活物質層の金属は、リチウム、ケイ素、マグネシウム、カルシウム、アルミニウム
、ゲルマニウム、スズ、鉛、ヒ素、アンチモン、ビスマス、銀、金、亜鉛、カドミウム、
水銀、銅、鉄、ニッケル、コバルト及びインジウムから選択された少なくとも１つの物質
を含んでもよい。負極活物質の炭素系材料は、黒鉛、黒鉛炭素ファイバ、コークス、メソ
カーボンマイクロビーズ（ＭＣＭＢ）、ポリアセン、ピッチ系炭素ファイバ及び難黒鉛化
性炭素（hardcarbon）から選択された少なくとも１つの物質を含んでもよい。負極活物質
の金属酸化物は、リチウムチタン酸化物、酸化チタン、酸化モリブデン、酸化ニオブ、酸
化鉄、酸化タングステン、酸化スズ、非晶質スズ複合酸化物、シリコンモノオキサイド、
酸化コバルト及び酸化ニッケルから選択された少なくとも一つを含んでもよい。
【００５３】
　負極活物質層に含まれたバインダ及び導電材は、それぞれ正極活物質層に含まれたバイ
ンダ及び導電材と同一のものを使用することができる。
【００５４】
　可撓性二次電池の製造方法の実施形態において、正極フィルムまたは負極フィルムは、
金属集電体上に、活物質層を多様な方法によって塗布することによって形成され、電極活
物質層の塗布方法には制限がない。
【００５５】
　分離膜１２は、ポリエチレン膜、ポリプロピレン膜のような多孔性高分子膜でもあり、
高分子ファイバを含む織布形態または不織布形態でもあり、セラミックス粒子を含み、高
分子固体電解質からもなる。分離膜１２は、独立したフィルムから形成するか、あるいは
第１電極層１０，１００上、または第２電極層１１，１０１上に非伝導性の多孔性層を形
成して使用される。分離膜１２は、第１電極層１０，１００及び第２電極層１１，１０１
を電気的に分離させるためのものである。分離膜１２は、第１電極層１０，１００や第２
電極層１１，１０１の形状と同一であってもよく、同一でなくともよい。
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【００５６】
　図２Ａ及び図２Ｂは、本発明による電極積層構造体の上下部の保護層を含む可撓性二次
電池の他の実施形態を示した図面である。図２Ｂは，平面図を示したものであり、図２Ａ
は、図２Ｂのｍ１－ｍ１’を基準に切り取った断面図を示したものである。
【００５７】
　図２Ａ及び図２Ｂを参照すれば、第１電極層１０，１００、第２電極層１１，１０１、
及び第１電極層１０，１００と、第２電極層１１，１０１との間に形成された分離膜１２
を含む電極積層構造体の上下部を含む外部面には、保護層１６ａ，１６ｂが位置すること
ができる。
【００５８】
　保護層１６ａ，１６ｂは、内部の電極積層構造体の反りまたは曲がりに大きい影響を与
えないように、ある程度の柔軟性及び剛性を有した物質を含んでもよい。そして、保護層
１６ａ，１６ｂは、電極積層構造体の外部からの物理的な衝撃及び／または化学的な影響
から、内部の電極積層構造体を保護することができる。
【００５９】
　電極積層構造体が撓曲された場合、該電極積層構造体の内部は、圧縮力を受けるために
、各個別層は、しわを発生させ、圧縮ストレスを緩和させる傾向を有する。電極積層構造
体の個別層にしわが発生すれば、個別層間の間隔が開き、個別層の整列位置が非可逆的に
変わるか、あるいは個別層が折れ曲がる危険性が高くなる。そのとき、外側に、一定の柔
軟性及び剛性を有した保護層１６ａ，１６ｂが位置すれば、しわと共に、曲率半径が小さ
い変形が起こる場合、それを抑え、さらに大きい変形が起きることを低減させたり、ある
いはそれを効果的に防止し、内部層（個別層）が受けるストレスを緩和させることができ
る。
【００６０】
　保護層１６ａ，１６ｂの反り剛性（bending stiffness）は、電極積層構造体内部の各
個別層の平均反り剛性より大きい値を有することができる。電極積層構造体内部の個別層
のしわ発生を防止し、圧力を分散させ、個別層の間隔の開きを大きくしないようにしたり
、あるいはそれを効果的に防止したりするためには、各個別層の平均反り剛性より、保護
層１６ａ，１６ｂの反り剛性を大きく設計し、例えば、少なくとも約１．５倍の値を有す
るように形成することができる。
【００６１】
　保護層１６ａ，１６ｂの厚みは、１５μｍないし１ｍｍほどに形成することができ、保
護層１６ａ，１６ｂの引っ張り弾性率（tensile modulus of elasticity）は、０．５Ｇ
Ｐａないし３００ＧＰａ（ｇｉｇａｐａｓｃａｌｓ）でもある。保護層１６ａ，１６ｂは
、高分子フィルム、ラミネートされた高分子フィルム層を含むフィルム、金属ホイル、炭
素を含む複合材フィルムを含んでもよい。
【００６２】
　本発明による可撓性二次電池の電極積層構造体の固定部材の実施形態について説明する
。
【００６３】
　図３Ａ及び図３Ｂは、本発明による電極積層構造体の固定部材を含む可撓性二次電池の
他の実施形態を示した図面である。図３Ｂは、平面図を示したものであり、図３Ａは、図
３Ｂのｍ２－ｍ２’を基準に切り取った断面図を示したものである。
【００６４】
　図３Ａ及び図３Ｂを参照すれば、第１金属集電体１０、第２金属集電体１１及び分離膜
１２それぞれの第１端部には、第１金属集電体１０及び第２金属集電体１１並びに分離膜
１２を固定する固定部材１３ａが位置する。固定部材１３ａは、接着剤、または接着剤が
塗布されたテープを含み、第１金属集電体１０と第２金属集電体１１との短絡を低減させ
たり、あるいはそれを効果的に防止するために、絶縁性接着剤を含んでもよい。図３Ａに
図示されているように、固定部材１３ａの一領域は、隣接した第１金属集電体１０及び分
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離膜１２の各対の間、及び／または隣接した第２金属集電体１１及び分離膜１２の各対の
間に位置することができるが、それによってのみ限定されるものではない。
【００６５】
　可撓性二次電池の製造方法の一実施形態において、電極積層構造体の第１金属集電体１
０、第２金属集電体１１及び分離膜１２の各層に、個別的に固定部材１３ａの接着剤をあ
らかじめ形成し、電極積層構造体の各層を整列させて結合することができる。それに加え
、または選択的に、電極積層構造体の第１金属集電体１０、第２金属集電体１１及び分離
膜１２などを整列させて積層した後、連結タブ１０ａ，１１ａ間の第１金属集電体１０、
第２金属集電体１１及び分離膜１２の端部に、接着剤が塗布されたテープを結合させ、固
定部材１３ａを形成することができる。
【００６６】
　図４Ａ及び図４Ｂは、本発明による電極積層構造体において定義された、ホール内の固
定部材を含む可撓性二次電池の他の実施形態を示した図面である。図４Ｂは、平面図を示
したものであり、図４Ａは、図４Ｂのｍ３－ｍ３’を基準に切り取った断面図を示したも
のである。
【００６７】
　図４Ａ及び図４Ｂを参照すれば、連結タブ１０ａ，１１ａ間の、電極積層構造体の第１
金属集電体１０、第２金属集電体１１及び分離膜１２の第１端部には、ホールが画成され
、ホール内部には、それら要素を共に固定させる固定部材１３ｂが配置されてもよい。固
定部材１３ｂは、絶縁性物質を含むリベット及び／または紐でもある。一実施形態におい
て、例えば、固定部材１３ｂは、ポリマー柱でリベッティングしたものを含んでもよい。
可撓性二次電池の製造方法の一実施形態において、該電極積層構造体は、あらかじめホー
ルが形成された電極積層構造体の第１金属集電体１０、第２金属集電体１１及び分離膜１
２を整列させて積層した後、ホール部位にリベットまたは紐を挿入し、電極積層構造体の
要素を固定することによって形成することができる。図４Ａに図示されているように、単
一固定部材１３ｂが、それぞれ整列された全てのホールを介して挿入されてもよいが、本
発明は、それによってのみ限定されるものではない。
【００６８】
　図５Ａ及び図５Ｂは、本発明による電極積層構造体及び固定部材１３ｃの一端部の溝を
含む可撓性二次電池の他の実施形態を示した図面である。図５Ｂは、平面図を示したもの
であり、図５Ａは、図５Ｂのｍ４－ｍ４’を基準に切り取った断面図を示したものである
。
【００６９】
　図５Ａ及び図５Ｂを参照すれば、電極積層構造体の連結タブ１０ａ，１１ａの外側に離
隔された、第１金属集電体１０、第２金属集電体１１及び分離膜１２の第１端部には、固
定部材１３ｃが挿入される溝が画成されてもよい。該溝は、図５Ｂに図示されているよう
に第１金属集電体１０、第２金属集電体１１及び分離膜１２それぞれの外側エッジから陥
没する一方で、固定部材１３ｃは、図５Ａに図示されているように、電極積層構造体の上
面及び下面から突出する。選択的に、該溝は、第２金属集電体１１の最外部の外部表面と
同じ電極積層構造体の上部表面及び下部表面から陥没されてもよい。すなわち、固定部材
は、第１金属集電体１０及び第２金属集電体１１の外部表面と接触することができるが、
それによってのみ限定されるものではない。固定部材１３ｃは、バンドまたはリングのよ
うに、溝周辺を取り囲む構造を有することができるが、それによってのみ限定されるもの
ではない。図５Ａ及び図５Ｂでは、固定部材１３ｃが、第１金属集電体１０、第２金属集
電体１１及び分離膜１２の第１端部に形成された溝周辺を取り囲む例を示したが、該溝の
位置は、それに限定されるものではない。他の実施形態において、該溝は、連結タブ１０
ａ，１１ａの周辺に定義されてもよい。他の実施形態において、固定部材１３ｃは、溝内
に配置された接着剤を含んでもよい。
【００７０】
　図６Ａ及び図６Ｂは、本発明による電極積層構造体を取り囲む固定部材を含む可撓性二
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次電池の他の実施形態を示した図面である。図６Ｂは、平面図を示し、図６Ａは、図６Ｂ
のｍ５－ｍ５’を基準に切り取った断面図を示している。
【００７１】
　図６Ａ及び図６Ｂを参照すれば、該電極積層構造体の連結タブ１０ａ，１１ａが配置さ
れた第１端部は、固定部材１３ｄで取り囲まれ、従って、該電極積層構造体の層は、固定
される。一実施形態において、固定部材１３ｄは、接着剤または接着剤を含むテープでも
ある。図５Ａ及び図５Ｂの固定部材１３ｃは、電極積層構造体の上面及び下面から突出し
、凹状溝が形成された部位では、電極積層構造体の外部表面から突出しない一方、図６Ａ
及び図６Ｂに図示されているように、固定部材１３ｄは、電極積層構造体の外部表面から
突出する。
【００７２】
　前述のように、本発明による電極積層構造体を含む、一つまたは多数の実施形態におい
て、固定部材は多様な形態で、電極積層構造体の一端部にだけ配置される。
【００７３】
　図７Ａないし図７Ｃは、本発明による電極積層構造体連結タブ１０ａ，１１ａが、リー
ドタブ２０，２１と連結されたところを含む可撓性二次電池の多様な実施形態を示した図
面である。図７Ｂ及び図７Ｃは、図７ＡのＣ部分の拡大図である。
【００７４】
　図７Ａを参照すれば、第１電極層１０，１００、第２電極層１１，１０１、及び第１電
極層１０，１００と、第２電極層１１，１０１との間に配置された分離膜１２が、電極積
層構造体に積層され、第１電極層１０，１００の第１金属集電体１０の第１端部、及び第
２電極層１１，１０１の第２金属集電体１１の第１端部には、それぞれ連結タブ１０ａ及
び連結タブ１１ａが突設される。連結タブ１１ａ，１０ａの延長部１４，１５は、外部の
リードタブ２０，２１とそれぞれ連結される。
【００７５】
　連結タブ１０ａ，１１ａが配置された電極積層構造体の第１端部Ａは、固定部材１３に
よって固定され（例えば、本質的に曲がらない）、電極積層構造体の残りの部位Ｂは、曲
がることができる。それによって、連結タブ１０ａ，１１ａが配置された領域Ｃが相対的
に脆弱になる。
【００７６】
　領域Ｃの脆弱さを低減させるために、図７Ｂに図示されているように、連結タブ１０ａ
，１１ａが位置する部位に、補強部材１７が配置されてもよい。補強部材１７は、剛性フ
ィルム及び／または外部ポーチを含んでもよい。補強部材１７は、電極積層構造体の外部
表面上に配置され、外部のリードタブ２０，２１は、補強部材１７の内部から外部に、補
強部材１７に画成される開口を介して突出する。
【００７７】
　また、図７Ｃに図示されているように、リードタブ２０，２１のうち少なくとも一つに
、電極積層構造体側に、それぞれのリードタブ２０または２１から連続される延長部１８
を形成させ、連結タブ１０ａ，１１ａが配置された領域を補強することができる。図７Ｃ
に図示されているように、リードタブの延長部は、さらに第２金属集電体１１の外部表面
と重畳及び／または接触することができる。
【００７８】
　図８は、本発明の実施形態による可撓性二次電池の電極積層構造体の固定部材１３が形
成された長さと、電極積層構造体全体の長さとの関係を示した図面である。
【００７９】
　図８を参照すれば、固定部材１３の長さｗは、約２ｍｍ以上でもある。電極積層構造体
の各層は、電極積層構造体の第１端部の固定部材１３を中心に、反復的な曲がり運動、例
えば、回転運動が可能であり、固定部材１３が配置されていない電極積層構造体の対向す
る第２端部での電極積層構造体の各層の位置が互いにずれる。固定部材１３の長さｗが過
度に短ければ、そのような回転による電極積層構造体の整列乱れを防ぐことができないの
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【００８０】
　該電極積層構造体の整列は、電極積層構造体の全長ｌと、固定部材１３の長さｗとの比
率とも係わる。全長ｌは、電極積層構造体の第１方向（例えば、長手方向）で測定され、
固定部材１３の長さｗは、第１方向に垂直な第２方向で測定される。固定部材１３の長さ
ｗに比べ、電極積層構造体の全長ｌが過度に長ければ、電極積層構造体の反復的な曲がり
運動時、固定部材１３が配置されていない電極積層構造体の第２端部での回転による位置
変化率が大きくなる。従って、電極積層構造体の整列を維持することができない。固定部
材１３の長さｗに対する電極積層構造体の全長ｌの比の値（ｌ／ｗ）は、２０以下でもあ
る。
【００８１】
　以上の説明において、多くの事項を具体的に記載しているが、それらは、発明の範囲を
限定するものとするより、実施形態の例示として理解されなければならない。各実施形態
内の特徴に係わる説明は、他の実施形態の他の類似の特徴や側面において、有用なもので
あると一般的に考慮されなければならない。
【符号の説明】
【００８２】
１０，１００　第１電極層、１１，１０１　第２電極層、１０ａ，１１ａ　連結タブ、１
２　分離膜、１３，１３ａ，１３ｂ，１３ｃ，１３ｄ　固定部材、１６ａ，１６ｂ　保護
層、１７　補強部材、２０，２１　リードタブ、Ａ　第１端部

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７Ａ】
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【図８】
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