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1．検討目的 

近年、リチウムイオン蓄電池（以下、「LIB」という。）の異常による製品事故が増加

傾向にあり、特にノートパソコン、モバイルバッテリー、スマートフォンが顕著である。 

現在、モバイルバッテリーについてはその機能が外付けされる機器類への給電であるこ

とからLIBとして扱われるものとして電気用品安全法（以下、「電安法」という。）の規

制対象であるが、ノートパソコンやスマートフォンのようなLIBを搭載する電気機器につ

いては電安法の規制対象ではなく、ノートパソコン、スマートフォンを規制対象とするに

は法令改正とともに整合規格の策定が必要である。 

一方、電安法規制対象化によらない安全性向上の手段として、安全性向上が見込める基

準を盛り込んだ業界自主ガイドライン（以下、「ガイドライン」という。）の策定が考え

られ、事業者による創意工夫を盛り込むことができ、弾力的に対策を講じることができる

ため、妥当な手段と考えられる。 

よって、本事業では、LIB有識者・関係業界・関係機関の意見を聞きつつ、LIBを搭載

するノートパソコン及びスマートフォンの特性を考慮した法規制によらないガイドライン

の策定を目指し、当該ガイドラインに盛り込むべき事項について検討を実施した。  

 

2．検討内容 

ガイドラインに盛り込むべき事項の検討に当たっては、過去関係業界団体が策定した

「ノート型ＰＣにおけるリチウムイオン二次電池の安全利用に関する手引書」平成19年4

月20日発行（以下、「JEITA手引書」という。）及び「携帯電話・ＰＨＳ等におけるリチ

ウムイオン蓄電池の安全利用に関する手引書」平成23年5月25日発行（以下、「CIAJ手引

書」という。）を参考にするとともに、下記事項を考慮し、ノートパソコンとスマートフ

ォンの共通要求事項及び個別要求事項を取りまとめた。 

なお、タブレットについて、ノートパソコン、スマートフォンのいずれとして取り扱う

かも併せて検討する。 

 

①ノートパソコン、スマートフォンの国際規格と電安法技術基準省令解釈別表第九の差分 

平成３０年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（リチウムイオン蓄電池搭載電気

用品の安全基準に関する調査）で調査した、ノートパソコン、スマートフォンの国際規格

のLIBに関する基準と電安法技術基準省令解釈別表第九の差分の記載を検討した。 

 

②近年発生した製品事故に対する安全対策 

LIB のリコール時に個社が実施した安全対策など、近年発生したノートパソコン、スマー

トフォンの LIB 異常を起因とする製品事故に対する再発防止対策事例の記載を検討した。
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③独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下、「NITE」という。）の調査結果 

NITEの調査報告書「平成３０年度リチウムイオン電池（LIB）の事故原因究明について

（NITE）」を踏まえ、正極タブ付近におけるセパレータの突き刺し強度に関する要求、

全セルに対する温度測定要求等の記載を検討した。（以下、「セル」及び「単電池」は 

同義とする。） 

 

3．検討方法 

次の通り、検討会及び作業部会（WG）を設置し「2．検討内容」に示した事項の検討を

行った。 

 

表3-1 検討方法 

検討委員会： 学識経験者、製造者、使用者、中立(登録検査機関)

で構成し、作業部会での審議の進め方、審議の経過、

審議結果について検討、確認を行った。 

 

作業部会WG1： ノートパソコン及びタブレット等の製造者の技術エ

キスパート及びリチウムイオン蓄電池の製造者の技術

エキスパート、リチウムイオン蓄電池の評価試験の知

識を持つ技術エキスパートで構成し、ノートパソコン

及びタブレット関連の技術的な検討を行った。 

 

作業部会WG2： スマートフォン等の製造者の技術エキスパート、リ

チウムイオン蓄電池の製造者の技術エキスパート、リ

チウムイオン蓄電池の評価試験の知識を持つ技術エキ

スパートで構成し、スマートフォン関連の技術的な検

討を行った。 

 

＊タブレットはノートパソコンと同じ業界団体で取り扱われていることから、作業部会

WG1 においてノートパソコンと同様に取り扱うこととした。 

＊検討内容等の確認のため第 1 回作業部会を WG1 と WG2 との合同で開催したところ、

検討対象の製品は異なるが検討内容がほぼ同じとなることがわかったため、以後全ての

作業部会を合同で開催することとした。 
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(1) 検討委員会の委員構成と開催実績 

 

表 3-2 検討委員会の委員構成 

 区分 分類 所属団体名 氏名 

1 座長 学識経験者 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 小野 亮 

2 幹事 中立者 (一財)日本品質保証機構 (JQA) 近藤 孝彦 

3 委員 業界団体 (一社)電子情報技術産業協会 (JEITA)  小原 章二 

4 委員 業界団体 (一社)ビジネス機械・情報システム産業協会 (JBMIA) 岩田 吉史 

5 委員 業界団体 (一社)情報通信ネットワーク産業協会 (CIAJ) 鈴木 雅也 

6 委員 業界団体 (一社)電池工業会 (BAJ) 川上 和幸 

7 委員 使用者 (一財)日本消費者協会 伊藤 健一 

8 委員 使用者 独立行政法人 国民生活センター 梅澤 晋一 

9 委員 中立者 (一財)電気安全環境研究所 (JET) 加藤 正樹 

10 委員 中立者 （株）UL Japan  金野 郁郎 

11 委員 中立者 テュフ・ラインランド・ジャパン（株）  岩谷 彰之 

12 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ (一社)電池工業会 (BAJ) 北出 靖人 

13 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ (一社)電子情報技術産業協会 (JEITA)  田島 徹也 

14 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 経済産業省 商務情報政策局 製品安全課 遠藤 薫 

15 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 経済産業省 商務情報政策局 製品安全課 村中 祥子 

16 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 経済産業省 商務情報政策局 製品安全課 中井 裕未花 

17 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 宮野 建治 

18 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 長谷川 圭太 

19 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 小林 孝一 

20 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 大澤 博 

21 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 板越 秀夫 

22 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ (一財)日本品質保証機構 (JQA) 塩田 武彦 

23 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ (一財)日本品質保証機構 (JQA) 向井 洋介 

24 事務局 - (一財)日本品質保証機構 (JQA) 田中 修一 

25 事務局 - (一財)日本品質保証機構 (JQA) 高笠 和康 

(敬称略順不同) 
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表 3-3 検討委員会の開催実績 

 開催日時 開催場所 議事内容 

第 1 回 2019 年 10 月 15 日 

14 時 00 分～15 時 50 分 

(一財)日本品質保証機構 

本部 C-1 会議室 

1．実施要領の確認と承認 

2．委員会資料の説明と質疑応答 

3．今後の検討の進め方の確認及び 

質疑応答 

 

 

第 2 回 2019 年 11 月 25 日 

10 時 30 分～12 時 30 分 

ワイム貸会議室 

お茶の水 ROOM D 

1．第 1 回及び第 2 回 WG の検討内容

の確認及び質疑応答 

2．今後の WG での検討内容に対する

質疑応答 

 

 

第 3 回 2020 年 1 月 30 日 

10 時 30 分～12 時 30 分 

ワイム貸会議室 

お茶の水 ROOM D 

1．WG で検討した「業界自主ガイド

ラインに盛り込むべき事項」を記

載した報告書（案）の確認及び 

質疑応答 

2．報告書（案）における今後の課題 

についての確認 
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(2) 作業部会 WG1 及び WG2 の委員構成と開催実績 

 

表 3-4 作業部会 WG1 の委員構成 

 区分 分類 所属団体名 氏名 

1 主査 中立者 (一財)日本品質保証機構 (JQA） 近藤 孝彦 

2 委員 業界団体 (一社)電子情報技術産業協会 (JEITA) 田邉 茂樹 

3 委員 業界団体 (一社)電子情報技術産業協会 (JEITA) 米田 清一 

4 委員 業界団体 (一社)情報通信ネットワーク産業協会 (CIAJ) 中島 匡良 

5 委員 業界団体 (一社)電池工業会 (BAJ) 川上 和幸 

6 委員 業界団体 (一社)電池工業会 (BAJ) 山本 佳克 

7 委員 中立者 (一財)電気安全環境研究所 (JET) 肥後 利明 

8 
委員 中立者 （株）UL Japan 

岩﨑 哲生/ 

山谷 武司 

9 委員 中立者 テュフ・ラインランド・ジャパン（株） 山中 陽平 

10 委員 中立者 (一財)日本品質保証機構 (JQA) 岡本 康弘 

11 委員 中立者 (一財)日本品質保証機構 (JQA) 向井 洋介 

12 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ (一社)電池工業会 (BAJ) 竹田 和弘 

13 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ (一社)電子情報技術産業協会 (JEITA) 田島 徹也 

14 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ (一社)電子情報技術産業協会 (JEITA) 長岡 勉 

15 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 経済産業省 商務情報政策局 製品安全課 遠藤 薫 

16 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 経済産業省 商務情報政策局 製品安全課 村中 祥子 

17 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 経済産業省 商務情報政策局 製品安全課 中井 裕未花 

18 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 宮野 建治 

19 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 長谷川 圭太 

20 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 小林 孝一 

21 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 大澤 博 

22 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 板越 秀夫 

23 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ (一財)日本品質保証機構 (JQA) 塩田 武彦 

24 事務局 - (一財)日本品質保証機構 (JQA) 田中 修一 

25 事務局 - (一財)日本品質保証機構 (JQA) 高笠 和康 

(敬称略順不同) 
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表 3-5 作業部会 WG2 の委員構成 

 区分 分類 所属団体名 氏名 

1 主査 中立者 (一財)日本品質保証機構 (JQA) 近藤 孝彦 

2 委員 業界団体 (一社)情報通信ネットワーク産業協会 (CIAJ) 篠田 芳幸 

3 委員 業界団体 (一社)情報通信ネットワーク産業協会 (CIAJ) 小島 純一 

4 委員 業界団体 (一社)電子情報技術産業協会 (JEITA) 小原 章二 

5 委員 業界団体 (一社)電池工業会 (BAJ) 堀内  博志 

6 委員 業界団体 (一社)電池工業会 (BAJ) 北出 靖人 

7 委員 中立者 (一財)電気安全環境研究所 (JET) 肥後 利明 

8 
委員 中立者 （株）UL Japan 

岩﨑 哲生/ 

山谷 武司 

9 委員 中立者 テュフ・ラインランド・ジャパン（株） 八尾 恭彦 

10 委員 中立者 (一財)日本品質保証機構 (JQA) 岡本 康弘 

11 委員 中立者 (一財)日本品質保証機構 (JQA) 向井 洋介 

12 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ (一社)電池工業会 (BAJ) 庄司 知右 

13 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ (一社)電子情報技術産業協会 (JEITA) 田島 徹也 

14 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 経済産業省 商務情報政策局 製品安全課 遠藤 薫 

15 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 経済産業省 商務情報政策局 製品安全課 村中 祥子 

16 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 経済産業省 商務情報政策局 製品安全課 中井 裕未花 

17 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 宮野 建治 

18 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 長谷川 圭太 

19 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 小林 孝一 

20 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 大澤 博 

21 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 板越 秀夫 

22 参加 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ (一財)日本品質保証機構 (JQA) 塩田 武彦 

23 事務局 - (一財)日本品質保証機構 (JQA) 田中 修一 

24 事務局 - (一財)日本品質保証機構 (JQA) 高笠 和康 

(敬称略順不同) 
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表 3-6 作業部会 WG1 及び WG2 の開催実績 

 開催日時 開催場所 議事内容 

第 1 回 2019 年 10 月 31 日 

13 時 00 分～17 時 00 分 

ワイム貸会議室 

お茶の水 ROOM D 

1．実施要領及び WG 資料の確認 

2．具体的な審議方法の検討 

3．NITE 報告書の説明と質疑応答 

4．次の事項に対する審議 

「用語の定義、内部短絡、電池の製

造工程の指針の検討」 

 

第 2 回 2019 年 11 月 11 日 

10 時 30 分～17 時 00 分 

ワイム貸会議室 

お茶の水 ROOM D 

1．WG 資料の確認 

2．次の事項に対する審議 

「適用範囲、引用規格、用語の定

義、設計における留意点、単電池

の製造工程管理指針、安全領域の

考え方、温度及び電流に対する考

え方、標準温度域、単電池寿命に

対する考え方、組電池の設計にお

ける留意点、単電池及び回路基板

の配置、安全弁動作、回路基板組

電池及び PC 本体の筐体、落下・

振動・衝撃、温度管理、充放電制

御、単電池間での温度ばらつき、

温度異常への対応、保護回路、下

限放電電圧」 

3．各業界団体への検討事項の依頼 

 

第 3 回 2019 年 11 月 25 日 

13 時 15 分～17 時 00 分 

ワイム貸会議室 

お茶の水 ROOM D 

1．第 2 回検討委員会での指摘事項に

対する審議 

2．次の事項に対する審議 

「劣化、過放電保護、試験及び判

定基準、上限充電電圧における安

全試験、強制内部短絡試験、組電

池及び PC システムに対して追加

する試験、一つの仮定故障におけ

る充電保護回路の動作評価、安全
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使用温度域外の充電保護」 

3．各業界団体での検討事項の確認 

 

第 4 回 

 

2019 年 12 月 16 日 

10 時 30 分～16 時 30 分 

ワイム貸会議室 

お茶の水 ROOM D 

1．次の事項に対する各業界団体での

検討結果の報告及び確認 

「適用範囲、引用規格、単電池の製

造工程管理指針、単電池の設計指

針、単電池を安全に使用する領域

の考え方、電圧に対する考え方、

温度及び電流に対する考え方、安

全領域の考え方、単電池寿命に対

する考え方、LIB 組電池の設計に

おける留意点、単電池及び回路基

板の配置、落下・振動・衝撃、温

度管理、過充電保護、劣化、一つ

の仮定故障における過充電保護回

路、安全使用温度域外の充電保

護」 

2．各業界団体へ再検討を依頼する事

項の確認 

 

第 5 回 

 

2020 年 1 月 16 日 

10 時 30 分～16 時 20 分 

(一財)日本品質保証機構 

本部 C-1、C-2 会議室 

1．次の各業界団体へ再検討を依頼し

た事項の確認 

 「単電池の製造工程管理指針、 

劣化（長期使用）」 

2．業界自主ガイドラインに盛り込む

べき事項のまとめと確認 

3．今後の課題についてのまとめと 

確認 
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4．検討事項 

LIB 及び LIB 搭載電気機器のさらなる安全性向上のため、「2．検討内容」に示した事項

（①～③）を考慮し新たなガイドラインに盛り込むべき事項について、次の通り検討を行

った。なお、検討結果の詳細は附属書１（JEITA 手引書及び CIAJ 手引書の比較表（検討

結果含む））としてこの報告書に添付することとした。 

 

①に対しては、過去関係業界団体が策定した JEITA 手引書及び CIAJ 手引書との比較表

に、国際規格の LIB に関する基準、電安法技術基準省令解釈別表第九の差分及び LIB 搭

載機器に対する製品規格の要求事項等を、JEITA 手引書及び CIAJ 手引書の比較表に追記

して検討した。また特に引用すべき規格に関してこの資料に基づき考慮した。 

 

②に対しては、METI 製品安全課からの提供された資料「リチウムイオン蓄電池の安全利

用対策の代表的事例」（附属書 2 として添付）の個々の事例について検討した。 

この資料は、製品事故を起こした事業者からヒアリングした事故対策を一般例としてまと

めたものであり、対策例を一項目ずつ検討して、新たなガイドラインに盛り込むべき事項

をまとめた。 

 

③に対しては、NITE より調査報告書「平成 30年度リチウムイオン電池（LIB）の事故原

因究明について（NITE）（7．参考資料 (4) として添付）」の説明を受け、特に電池の劣

化と温度管理に関する事項に関して重要であることが指摘されたため、それらの事項を特

に考慮し検討した。 

 

なお、タブレットは JEITA が作成する新たなガイドラインに含めることとした。 

 

5．主な結果（検討内容で示した資料（上記①~③）及び比較表に基づき検討したもの） 

 次の（5）~（16）は主に電池メーカに対する手引となる事項であり、（17）~（22）は

主に機器メーカに対する手引となる事項である。 

作業部会での審議内容及びその結果のほとんどはノートパソコン、スマートフォン及び

タブレットに共通する事項であった。しかしながら、機器特有の仕様・構造などを考慮す

る必要があるものについても審議し、附属書１にその審議結果を記載した。 

 

(1) 適用範囲について 

安全性向上のため、機器に最適な電池を選定するとともに、機器側では搭載した電池

を適切に使用する必要があることから、機器の設計段階から電池メーカ及び機器メーカ

とで協議／摺り合わせが必要であることを、新たなガイドラインに記載することが望ま

しいとした。（附属書 2「リチウムイオン蓄電池の安全利用対策の代表的事例」の 3.セル
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設計①の検討結果。） 

 

(2) 引用規格等について 

• JIS C 62368-1: 2018（IEC 62368-1 第 2 版対応）オーディオ・ビデオ，情報及び

通信技術機器 − 第 1 部：安全性要求事項 

• JIS C 6950-1: 2016（IEC 60950-1 第 2 版 + 追補１及び 2 対応）情報技術機器

－安全性－第１部：一般要求事項 

• JIS C 8712: 2015 （IEC 62133 第 2 版対応）ポータブル機器用二次電池（密閉

型小型二次電池）の安全性 

• 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第九  

ただし、新たなガイドライン作成時には、規格の改正等を考慮し、最新規格を引

用することが望ましいとした。（7．参考資料 (3)「リチウムイオン蓄電池搭載電気

用品の安全基準に関する調査」の検討結果。） 

 

(3) 警告表示について 

JIS C 8712: 2015 の 8.1.2 (第二手順)に記載があるように、試験時には適切な保護がさ

れるよう、類似の警告文章を新たなガイドラインに記載することが望ましいとした。 

 

(4) 用語の定義について 

引用 JIS 規格との整合性を図るため、新たなガイドラインでは、JIS C 8712: 2015 に

定義された用語（又は同等となる用語）を使用することが望ましいとした。 

JIS C 8712: 2015 に定義されない用語は、その要否を含め、新たなガイドライン作成

時に検討することが望ましいとした。 

JIS C 62368-1: 2018 等の製品安全規格では類似の用語が定義されているが、JIS C 

8712: 2015 に定義された用語とその意味が異なる場合があるため、それらの差異につい

て新たなガイドラインで説明するのが望ましいとした。 

 

(5) リチウムイオン二次電池の設計における留意点 

外部短絡は単電池でも起こる可能性があり、また外部圧力は内部短絡の要因となる可

能性があるため、新たなガイドラインにはその旨の記載が望ましいとした。 

想定を超える期間・環境での使用等が危険事象となる可能性があるため、新たなガイ

ドラインにはその旨の記載が望ましいとした。（7．参考資料 (4)「平成 30 年度 リチウ

ムイオン電池（LIB）の事故原因究明について（NITE）」の検討結果。） 
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(6) 単電池の製造工程管理指針 

現在の手引書では「電極部に異物が混入しない製造環境を構築すること、異物の混入が

ないことを確認すること」とされているが、現在の技術では検出が不可能である微小な異

物を確認することは現実的では無く、また長期使用における安全性確保の観点から、新た

なガイドラインでは次の内容とすることが望ましいとした。（附属書 2「リチウムイオン

蓄電池の安全利用対策の代表的事例」の 1．製造工程管理の徹底、及び 2．製造工程にお

ける異物混入対策の検討結果。） 

• 所定の動作条件で使用し続けた場合に、安全上問題となる内部短絡の発生リスクを

低減するために、設計上必要な異物管理をすること。ただし前記の設計は、所定の

動作条件から外れる機器の使われ方などの要素を考慮したものではない。 

• 異物管理の要素の例として、「異物管理の指標としては、大きさ、導電性材料の材

質（鉄、Ni、SUS、銅など）、バリの高さなどがある。」とするのが望ましいとし

た。 

新たなガイドラインでは、安全な電池を製造するための製造工程の指針として、次の事

項を記載することが望ましいとした。（附属書 2「リチウムイオン蓄電池の安全利用対策

の代表的事例」の 1．製造工程管理の徹底の検討結果。） 

① 原材料受け入れ時に異物混入量を最小化する取り組み 

② 磁性体除去及び磁性体の管理 

③ 湿度管理 

④ セル完成品の電圧などの管理 

⑤ セル完成品のエージング後の電圧管理による不良品選別 

⑥ 電極位置ずれの管理（例、巻回体巻きずれ等） 

⑦ 定期的 （数時間）に抜き取り分解検査 

⑧ 電解液注液量の管理 

⑨ 部品（または材料）ロット、作業員などのトレーサビリティ確保 

新たなガイドラインでは、次の製造工程における異物混入対策例があることを示し、安

全な電池の製造に役立てることが望ましいとした。（附属書 2「リチウムイオン蓄電池の

安全利用対策の代表的事例」の 2．製造工程における異物混入対策の検討結果。） 

① 入室時のエアシャワー／入室時の床の粘着テープによる靴底の異物除去 

② 機器摺動部からの金属くずの発生抑制 

③ エアーによる異物の除去／カバーによる異物混入防止 

④ 静電気対策による異物の付着防止 

⑤ 製造工程の自動化 

⑥ 液体原料について、配管のマグネットやフィルター等による異物除去 

⑦ トラブル・異常時の復旧における異物対策管理 

⑧ 異物堆積の回避 
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(7) 単電池の設計指針 

電池の構造のうち、巻回体部で発火に繋がる短絡が発生しやすい箇所の保護に対する

事項を、新たなガイドラインにも記載するのが望ましいとした。（附属書 2「リチウムイ

オン蓄電池の安全利用対策の代表的事例」の３．セル設計②の検討結果。）なお、これは

現状の JEITA 手引書及び CIAJ 手引書に含まれている内容である。 

セパレータに対する設計指針の追加に関して、電池の安全性に対する適切なセパレー

タの選定（突き刺し強度等を含む）は、セパレータ仕様だけでは決まらず、完成した単電

池全体の評価で決まるため、一般的な内容でガイドラインとして規定化することは難し

いとの結論になった。（附属書 2「リチウムイオン蓄電池の安全利用対策の代表的事例」

の 3．セル設計③の検討結果、及び 7．参考資料 (4)「平成 30 年度 リチウムイオン電池

（LIB）の事故原因究明について（NITE）」を踏まえた、正極タブ付近におけるセパレー

タの突き刺し強度に関する要求の検討結果。） 

単電池設計においては、材料、構造だけではなく製法によっても短絡による危険事象の

発生リスクを低減できる可能性があるため、「万一、内部短絡が発生しても、破裂・発火

に至らない材料、構造、製法（検査・処理等を含む）とすることを目指すものである。」

との旨を、新たなガイドラインに記載するのが望ましいとした。 

 

(8) 単電池を安全に使用する領域の考え方 

単電池を安全に使用する考え方について、JIS との整合性の観点から、新たなガイド

ラインでは、JIS C 8712: 2015 にある表現に可能な範囲で合わせることが望ましいとし

た。 

 

(9) 上限充電電圧 

熱暴走に至る可能性を減少させるため、単電池を直列に接続する場合は、個々の単電池

が上限充電電圧を超えてはならないことを、新たなガイドラインに記載することが望ま

しいとした。 

 

(10) 下限放電電圧 

下限放電電圧を下回って放電された電池の充電について、過放電後の充電における危

険性は高くはないが、安全性に配慮し、推奨事項として、現状のガイドラインに記載され

た事項を、新たなガイドラインにも記載することが望ましいとした。 

内部短絡又は漏液を防ぐ観点から、IEC 62133-2: 2017 （JIS 化の審議中）A.4.6.2 の

内容の一部「単電池は電池メーカが指定する放電終止電圧より低い電圧まで放電しない

ことが望ましい。」を、放電終止電圧と安全面に対する説明として、新たなガイドライン

に記載することが望ましいとした。 
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(11) 標準温度域 T2～T3 

JIS C 8712: 2015 A.4.2.1 に記載のある内容であり、JIS との整合性の観点から、新た

なガイドラインではその内容に合わせるのが望ましいとした。 

 

(12) 高温度域 T3～T4 

JIS C 8712: 2015 A.4.3 に記載のある内容であり、JIS との整合性の観点から、新た

なガイドラインではその内容に合わせるのが望ましいとした。 

 

(13) 低温度域 T1～T2 

JIS C 8712: 2015 A.4.4 に記載のある内容であり、JIS との整合性の観点から、新た

なガイドラインではその内容に合わせるのが望ましいとした。 

 

(14) 放電の電流および温度範囲 

現状の JEITA 手引書及び CIAJ 手引書では、「放電中の単電池の温度は上限放電温度

を上回らないこと、及び放電前に放電開始上限温度を上回っていた場合は放電を開始し

てはならない」としており、新たなガイドラインにも記載することが望ましいとした。 

 

(15) 安全領域の考え方 

JIS との整合性の観点から現状の JEITA 手引書及び CIAJ 手引書で使われている「安

全領域」との用語は、新たなガイドラインでは、JIS C 8712: 2015 で使われている「作

動領域」とするのが望ましいとした。 

安全に関する作動領域は、理解がしやすいように、新たなガイドラインにおいても図

による説明を取り入れるのが望ましいとした。また、放電に関する事項についても記載

することが望ましいとした。（電池は電池メーカで安全性が確認された範囲内で使用さ

れることが分かる図にすべきである。） 

ガイドラインを正しく解釈するために、「センサーが感知するまでのわずかな時間で

あっても、限度温度を超えてはならない。（ただし電池メーカとの協議より認められる

場合がある）」という旨の内容を新たなガイドラインに入れるのが望ましいとした。 

 

(16) 単電池寿命に対する考え方 

劣化（長期使用）により単電池が不安全な状態にならないようにするため、一定容量

以下となった電池に対する対応方法の例（上限充電電圧・最大充電電流・使用温度範囲

の変更等）を、新たなガイドラインでは記載することが望ましいとした。（7．参考資料 

(4)「平成 30 年度リチウムイオン電池（LIB）の事故原因究明について（NITE）」の検

討結果。） 
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また、劣化（長期使用）する要因は、充放電回数・過放電・満充電放置等が考えられ

るが、一般的にその度合いは、適用範囲の項目で示したように電池メーカと機器メーカ

との協議により決められるべきであることを確認した。 

 

(17) 単電池および回路基板の配置（単電池の位置） 

国際規格との整合性の観点から、関連要求事項である JIS C 62368-1: 2018 M.3.3（機

器に含まれる電池の保護回路に対する適合性）を考慮して、新たなガイドラインに入れ

るべき内容を検討することが望ましいとした。 

電池故障時の漏液等により組電池内の回路基板に二次的な障害が発生しないように、 

BMU（Battery management unit）をポッティングすることを、推奨事項として、新

たなガイドラインに記載することが望ましいとした。（附属書 2「リチウムイオン蓄電池

の安全利用対策の代表的事例」の 4．機器側の設計②の検討結果。） 

 

(18) 単電池および回路基板の配置（防火用エンクロージャ） 

基本的に単電池は燃える可能性のある部品であることから、防火用エンクロージャー

を設ける必要があることを、新たなガイドラインに記載するのが望ましいとした。防火

用エンクロージャーの概念及びその必要性は、製品安全規格である JIS C 62368-1: 

2018 の要求事項を考慮するのが望ましいとした。（附属書 2「リチウムイオン蓄電池の

安全利用対策の代表的事例」の 3．セル設計④、及び 4．機器側の設計③の検討結果。） 

 

(19) 落下・振動・衝撃 

安全性確保の観点から、新たなガイドラインでは、電気用品安全法で要求される試験

（法的要求）に加え、機器として JIS C 62368-1: 2018 に規定した要求事項への適合を

推奨することが望ましいとした。 

単電池を保護するため、衝撃の緩和に関する事項を、新たなガイドラインでは、推奨

事項として記載することが望ましいとした。 

外部からの圧力が局所的に電池に伝わることにより、内部短絡等の発生要因となる可

能性があるため、局所的な圧力を軽減させるような構造とすべきであることを、新たな

ガイドラインに記載することが望ましいとした。 

 

(20) 温度管理 

温度制御は、想定される異常状態（及び単一故障状態）も、新たなガイドラインでは

考慮することが望ましいとした。 

電池を安全に使用するため温度管理が重要な要素となることを確認し、電池の仕様で

認められて温度範囲から外れることが無いようにするための要求事項を、低温側につい

ても考慮して、新たなガイドラインに入れることが望ましいとした。 
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温度を検知するセンサーを全セルの表面に取り付けるのは機器の構造上現実的で無い

場合があり、センサーが検知した温度から実際の電池の表面温度を想定して制御しても

良いこととした。（附属書 2「リチウムイオン蓄電池の安全利用対策の代表的事例」の

4．機器側の設計④の検討結果、及び 7．参考資料 (4)「平成 30 年度リチウムイオン電

池（LIB）の事故原因究明について（NITE）」の検討結果。） 

 

(21) 過充電保護 

過充電保護のための制御は、現行の手引書に記載されている内容で安全性を確保でき

ることを確認し、新たなガイドラインにも記載することが望ましいとした。 

また、セルアンバランス時の充電停止についても、言及されていることを確認した。

（附属書 2「リチウムイオン蓄電池の安全利用対策の代表的事例」の 3．セル設計⑤の

検討結果。） 

 

(22) 劣化 

長期使用による劣化がほとんどであることから、新たなガイドラインでは、タイトル

を「長期使用」とすることが望ましいとした。 

長期に渡って電池を安全に使用するための制御方法の例として、次の内容を新たなガ

イドラインに記載するのが望ましいとした。（附属書 2「リチウムイオン蓄電池の安全利

用対策の代表的事例」の 4．機器側の設計①の検討結果。及び、7．参考資料 (4)「平成

30 年度リチウムイオン電池（LIB）の事故原因究明について（NITE）」の検討結果。） 

• 長期使用に伴い、単電池内部の状態が初期使用時から変化し、使われ方や使用環境

により危険事象の発生リスクが高まることがある。この場合、機器全体としての制

御の必要性及び制御方法の妥当性は、電池メーカ（単電池又は組電池製造業者）と

機器メーカ（機器製造業者）が協議してリスク低減に取り組むことが望ましい。制

御方法には、充電電圧の抑制、一定の容量まで劣化した際の充電禁止、充電電流の

抑制及び放電終止電圧の引き上げなどがある。 

 

6．今後の課題 

（1）新たなガイドラインの活用について 

第 1 回検討会において業界団体より意見のあった、当検討委員会への輸入事業者様等

の参画及び既存ガイドラインの適用状況の確認に関する事項についてはこの事業の範疇

外であるが、長期的な目標とした。しかしながら、近年 LIB 及び LIB 搭載電気機器は

輸入品が多数を占めており、それらを含めた事故未然防止の観点から、新たに作成され

るガイドラインは国内の関連業界団体に加え、海外メーカ及び輸入事業者にも活用され

ることが望まれる。 
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（2）LIB 及び LIB 搭載電気機器の事故防止について 

事故防止の観点から、今後も LIB 及び LIB 搭載電気機器の様々な事故について、そ

の原因（使用方法の不備、製品不良、予期しない長期使用等）の究明と各々の詳細な分

析（JIS 規格通り作られた製品か、アルミ箔と負極とが短絡しない構造であったか等）

の結果の公表により、さらなる安全性向上のための検討が望まれる。 

 

（3）安全な LIB について 

安全な LIB について将来的には、発火の可能性をより低減できる安全技術の開発が望

まれる。 

 

7．参考資料 

(1) ノート型PCにおけるリチウムイオン二次電池の安全利用に関する手引書 

（JEITA, BAJ） 

(2) 携帯電話・PHS等におけるリチウムイオン蓄電池の安全利用に関する手引書 

（CIAJ, BAJ） 

(3) リチウムイオン蓄電池搭載電気用品の安全基準に関する調査 調査報告書 

（みずほ総研） 

(4) 平成30年度 リチウムイオン電池（LIB）の事故原因究明について（NITE） 

 

 

（以下余白） 
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附属書１ JEITA 手引書及び CIAJ 手引書の比較表（検討結果含む） 

・検討結果欄の引用規格との差異等については、下線で記載した。 

 ノート型 PC における リチウムイオン二次電池の安全利用に関する

手引書（JEITA 手引書） 

携帯電話・PHS 等における リチウムイオン蓄電池の安全利用に

関する手引書（CIAJ 手引書） 

検討結果 

適用範囲 本手引書の適用範囲は､ノート型 PC に用いられる円筒形および角形の

リチウムイオン二次電池およびリチウムイオンポリマー二次電池であ

る｡これらの単電池の容量は､100mAh～5,000mAh の範囲である｡ 

本手引書の適用範囲は､移動通信機器本体に用いられる各種のリチ

ウムイオン蓄電池とし、現在の市場で多くを占める以下の構成のリ

チウムイオン蓄電池及び移動通信機器本体を対象とする。 

・移動通信端末用の電源として、主成分としてコバルト酸リチウム等

を正極活物質とし、主成分として炭素を負極活物質とするリチウム

イオン蓄電池を使用した組電池を応用する構成。その場合、電池構成

は単一の単電池から構成される組電池、又は同一単電池を複数個を

固定的に並列接続した組電池を使用している構成。 

（移動通信端末本体でなくても、AC 又は DC アダプタ等の充電器

が、組電池と組み合わせて、過充電保護機能を実現している構成等の

場合は、AC 又は DC アダプタ等の充電器も対象となる。） 

・複数のリチウムイオン蓄電池を直列に接続した組電池は対象範囲

外とする。 

• より高い安全性を確保するため、電気用品安全法に定める

規定に加えてガイドラインの内容を適用する旨、明記する

ことが望ましい。 

• 安全性向上のため、機器に最適な電池を選定するとともに、

機器側では搭載した電池を適切に使用する必要があること

から、機器の設計段階から電池メーカと機器メーカとで所

定の動作条件（予見可能な誤使用を含む）を協議／摺り合わ

せが必要であることを、記載することが望ましい。（「リチウ

ムイオン蓄電池の安全利用対策の代表的事例」の３．セル設

計①の検討結果。詳細は附属書２参照） 

• 今後の技術革新等を考慮して、電池に使用される材料を適

用範囲としては含める必要は無い。 

• 検討会において、現状では、体積エネルギー密度が 400Wh/l

に満たない電池については事故例が見当たらなかったが、

一定のリスクがあることが否定できないため、それらを適

用範囲に含むことが望ましい。 

引用規格等 【1】「ポータブル形の充電式リチウムイオン電池の安全な設計･製造およ

び使用に関する手引書」、BAJ（日本）/ NEMA（米国）/ EPBA（欧州）、

1999 年 11 月 

【2】JIS C8712 「密閉形小形二次電池の安全性」 

【１】JIS C 8712 「密閉形小形二次電池の安全性」 

【２】JIS C 8714 「携帯電子機器用リチウムイオン蓄電池の単電池

及び組電池の安全性試験」 

• 引用規格等は次とする。 

JIS C 62368-1: 2018（IEC 62368-1 第 2 版対応）オーデ

ィオ・ビデオ，情報及び通信技術機器 − 第 1 部：安全性

要求事項 

JIS C 6950-1: 2016（IEC 60950-1 第 2 版 + 追補１及び

2 対応）情報技術機器－安全性－第１部：一般要求事項 

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第九 

JIS C 8712: 2015 （IEC62133 第 2 版対応）（IEC 62133

第 2 版対応）ポータブル機器用二次電池（密閉型小型二次

電池）の安全性  

ただし、新たなガイドライン作成時には、規格の改正等を考

慮し、最新規格を引用することが望ましい。（参考資料（３）

の「リチウムイオン蓄電池搭載電気用品の安全基準に関す

る調査」の検討結果。） 

 

その他の規制・規

格の現状等 

 【１ 】IEC62133(Secondary batteries containing alkaline or other 

non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed 

secondary cells, and for batteries made of them, for use in portable 

applications：2002)は、JISC8712 の元になる規格である。 

【２】 UL1642(Lithium Batteries：2007 ) は、単電池(cell)の安全

性試験を記述しており、主な項目としては、外部短絡、過電流充電、

強制放電、平板圧壊、昇温度試験、振動、衝撃、温度サイクル、低圧

試験などがある。 

UL2054(Safety Requirements for Household and Commercial 

• 参考情報は最新のものに更新することが望ましい。 
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Batteries：1997)は、単電池が UL1642 に適合していることを前提

にして、組電池(battery)の安全性試験を記述している。 

【３】IEEE1725（Standard for Rechargeable Batteries for Cellular 

Telephones： 

2006）は、携帯電話の電池安全システム設計の考え方を総括的に記

述してあり、参考となる。 

警告 本手引書に記載する試験は、適切な対策を怠ると、危害を及ぼすおそれ

がある。試験は、適切な資格と経験を持つ専門家だけが、適切な保護措

置を装備した上で実施することを前提としている。 

（あとがきの後に記載のある事項） 

警告  

本手引書に記載する試験は、適切な対策を怠ると、危害を及ぼすおそ

れがある。試験は、適切な資格と経験を持つ専門家だけが、適切な保

護措置を講じた上で実施しなければならない。 

• JIS C 8712: 2015 の 8.1.2 (第二手順)に記載があるように、

試験時には適切な保護がされるよう、類似の警告文章をガ

イドラインに記載することが望ましい。記載場所について

は問わない。（別表第九には記載の無い内容。） 

 

注意（事項） 本手引書記載の内容の一部が、技術的性質を持つ特許権、出願公開後の

特許出願、実用新案権、または出願公開後の実用新案登録出願に抵触す

る可能性があることに注意を喚起する。JEITA および BAJ は、このよ

うな技術的性質を持つ特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権、ま

たは出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について、責任を持

たない。 

本手引書記載の内容は、技術的性質を持つ特許権、出願公開後の特許

出願、実用新案権、または出願公開後の実用新案登録出願等の工業所

有権に関する抵触の有無に関係なく制定されている。CIAJ および

BAJ は、このような技術的性質を持つ特許権、出願公開後の特許出

願、実用新案権、または出願公開後の実用新案登録出願等の工業所有

権に関して、一切の責任を持たない。 

― 

用語の定義 本手引書で用いる主な用語の定義は、次による。定義された各用語によ

って表される具体的な電圧値等の値については、性能および安全性の見

地から電池メーカが定める。 

なお、基本的な用語については JIS C8712【2】に準拠する。 

本手引書で用いる主な用語及び定義は、【1】JIS C 8712 の 1.3（定

義）とそれ以外は、次による。 

注：リチウムイオン二次電池とリチウムイオン蓄電池とは同義とす

る。 

• 引用 JIS 規格と整合性を図るため、JIS C 8712: 2015 に定

義された用語（又は同等となる用語）を使用することが望ま

しい。 

• JIS C 8712: 2015 に定義されない用語は、その要否を含め、

新たなガイドライン作成時に検討することが望ましい。 

• JIS C 62368-1: 2018 等の製品安全規格では類似の用語が定

義されているが、JIS C 8712: 2015 に定義された用語とそ

の意味が異なる場合があるため、それらの差異について新

たなガイドラインで説明するのが望ましい。 

単電池： 電極、セパレータ、電解液、容器、端子等から構成され、充電することに

よって化学エネルギーを電気エネルギーに転換して電気エネルギー源を

供給するシステムの基本構成ユニット。【参考】「素電池」、「セル」と呼

ぶこともある。 

電極、セパレータ、電解液、容器、端子等から構成され、充電するこ

とによって化学エネルギーを電気エネルギーに転換して電気エネル

ギーを供給するシステムの基本構成ユニット。【参考】「素電池」、「セ

ル」と呼ぶこともある。 

JIS C 8712: 2015 の 3.7（単電池）に同じ内容の記載があり大

きな差異がない。 

JIS C 8712: 2015 3.7 単電池（secondary cell） 

電極，セパレータ，電解液，容器，端子などで構成し，充電す

ることによって化学エネルギーを電気エネルギーに転換して

電気エネルギー源を供給するシステムの基本構成ユニット。 

JIS C 62368-1: 2018 3.3.17.2 （セル（cell）） 

電極，セパレータ，電解液，容器及び端子で構成されており，

化学エネルギーを直接変換することによって，電気エネルギ

ー源を供給する基本構成ユニット。 

組電池： 電気エネルギー源として使用できるよう単電池を単数または複数用いて

組み立てられたもので、電圧、寸法、端子配列、容器および放電性能に

よって特徴付けられるもの。【参考】「電池パック」、「バッテリ」と呼ぶ

こともある。 

電気エネルギー源として使用できるよう単電池を単数または複数用

いて組み立てられたもので、電圧、寸法、端子配列、容器および放電

性能によって特徴付けられるもの。 

【参考】「電池パック」、「バッテリ」、「バッテリパック」等と呼ぶこ

ともある。 

JIS C 8712: 2015 の 3.8（組電池）に同じ内容の記載があり大

きな差異がない。 

JIS C 8712: 2015 3.8 組電池（secondary battery） 

電気エネルギー源として使用できるよう単電池を単数又は複

数用いて組み立てたもので，電圧，寸法，端子配列，容量及び

放電性能によって特徴付けるもの。 

JIS C 62368-1: 2018 3.3.17.1（電池（battery） 

電気エネルギー源として用いるために，単数又は複数のセル
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で組み立てられており，電圧，寸法，端子配列，容量及び放電

性能によって特徴付けられるもの。 

注記 この規格では，電池パックは，電池に含める。 

電池ブロック： 組電池内において、並列配線された 1 個あるいはそれ以上の単電池の集

まり。 

組電池内において、1 個又は並列配線された複数個の単電池の集ま

り。 

JIS C 8712: 2015 の 3.19I（電池ブロック）に同じ内容の記載

があり大きな差異がない。 

JIS C 8712: 2015 3.19I 電池ブロック 

リチウム系の組電池内において，並列接続された複数個の単

電池の集まり。 

上限充電電圧： 安全性の見地から各単電池が許容可能な上限の充電時単電池電圧。充電

器による充電制御に不具合を生じ、これを上回る電圧を保護回路が検知

した場合は、ただちに充電を停止する。ただし、復帰は可とする。標準

温度域、低温度域、高温度域でそれぞれその値を定める。 

【参考】二次的な保護電圧については、本来踏み入ってはならない

過充電領域で充電がされているため、可能な限りそれぞれの温度域

における上限充電電圧に近接した値をとるべきである。また、上記

二次的な保護が作動した履歴のある組電池は使用禁止とする。ただ

し、放電は可とする。 

安全性の見地から、充電時に許容可能な上限の単電池電圧。 

 

本書では、全ての充電電圧測定に際しては、DC-DC コンバータのリ

ップル成分やノイズ成分で生じる、50kHz 以上の交流成分はフィル

タ等で除去して測定する。 

CIAJ 手引書には JIS C 8712: 2015 の 3.18（上限充電電圧）

と同様な記載があり大きな差異がないが、JEITA 手引書とは

記載内容に差異が有り、多少説明が追加される。 

JIS C 8712: 2015  3.18  上限充電電圧（ upper limit 

charging voltage） 

リチウム系において，安全性の見地から，単電池製造業者が指

定する単電池に対する充電時の上限電圧。 

JIS C 62368-1: 2018 3.3.17.5（指定最低充電温度（lowest 

specified charging temperature） 

製造業者が指定する，二次電池の充電中の，電池を構成するそ

れぞれのセル上の部位における最低温度。 

注記 通常，最終製造業者は，電池供給業者が指定する仕様を

基に，電池の安全性を重視した温度，電圧又は電流を指定する

責務があるとみなされている。 

単電池定格充電電

圧 

単電池定格容量を測定する時に適用する定電圧充電時の単電池電圧。  JIS C 8712: 2015 には定義されていない  

JIS C 62368-1: 2018 3.3.17.7（指定最大充電電圧（maximum 

specified charging voltage） 

製造業者が指定する，二次電池充電中の最大充電電圧。 

単電池定格放電終

止電圧 

単電池定格容量を測定する時に適用する放電終了時の単電池電圧。  JIS C 8712: 2015 には定義されていない 

 

下限放電電圧 安全性の見地から各単電池が許容可能な下限の単電池電圧。 

これを下回った場合、充電しないことが望ましい。 

 

安全性の見地から、放電時の各単電池が許容可能な下限の単電池電

圧。 

JIS C 8712: 2015 には定義されていない 

最大充電電流 安全性の見地から各単電池が許容可能な最大の充電電流。 

充電中に充電電流がこの値を上回ってはならない。標準温度域、低温度

域、高温度域でそれぞれその値を定める。 

安全性の見地から、充電時の許容可能な最大の単電池への電流。 CIAJ 手引書には JIS C 8712: 2015 の 3.19（最大充電電流）

と同様な記載があり大きな差異がないが、JEITA 手引書とは

記載内容に差異が有り、多少説明が追加される 

JIS C 8712: 2015 3.19 最大充電電流（maximum charging 

current） 

安全性の見地から，単電池製造業者が指定する単電池に対す

る電流の上限値。 

JIS C62368-1: 2018  3.3.17.6  指 定 最 大 充 電 電 流

（maximum specified charging current） 

製造業者が指定する，二次電池充電中の最大充電電流。 

最大放電電流 安全性の見地から各単電池が許容可能な最大の放電電流。 

放電中に放電電流がこの値を上回ってはならない。 

 

安全性の見地から、放電時の許容可能な最大の単電池からの電流。 JIS C 8712: 2015 には定義されていない 
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標準温度域（T2～

T3） 

充電電圧および充電電流については、安全性の見地から、標準温度域、

高温度域、低温度域のそれぞれの温度域に分けて上限値および最大値を

定義しているが、そのうち、最も高い値を適用することが可能な単電池

表面温度領域 

 

安全性の見地から、最も大きな上限充電電圧及び最大充電電流を採

用できる単電池表面の温度領域。以降、この領域の下限温度を T2、

上限温度を T3 と表記する。 

CIAJ 手引書には JIS C 8712: 2015 の 3.19A（標準温度域）と

同様な記載があり大きな差異がないが、JEITA 手引書とは記

載内容に差異が有り、多少説明が追加される 

JIS C 8712: 2015  3.19A  標 準 温 度 域 （ standard 

temperature range） 

リチウム系において，単電池製造業者が指定する上限充電電

圧及び最大充電電流で充電できる単電池表面の温度領域。 

低温度域（ T1～

T2） 

標準温度域より低い温度域であり、かつ安全性の見地から、標準温度域

における最大充電電流、上限充電電圧の一方または両方を変えることに

より許容可能な、充電時単電池表面温度領域。 

安全性の見地から、最大充電電流、上限充電電圧の一方又は両方を変

えること等によって充電が許容可能な単電池表面の温度領域で、上

限は標準温度域の下限温度(T2)に隣接し、下限は下限充電温度(T1)で

規定された領域。 

JIS C 8712: 2015 の 3.19F（低温度域）に同様な記載があり大

きな差異がない。 

JIS C 8712: 2015 3.19F 低温度域（ low temperature 

range） 

リチウム系において，安全性の見地から，最大充電電流及び／

又は上限充電電圧を変えることによって充電が許容可能な単

電池表面の温度領域で，上限は標準温度域に隣接し，下限は下

限充電温度で規定する領域。 

高温度域（ T3～

T4） 

標準温度域より高い温度域であり、かつ安全性の見地から、標準温度域

における最大充電電流、上限充電電圧の一方または両方を変えることに

より許容可能な、充電時単電池表面温度領域。 

安全性の見地から、最大充電電流、上限充電電圧の一方又は両方を変

えること等によって充電が許容可能な単電池表面の温度領域であ

る。下限は標準温度域の上限温度(T3)に隣接し、上限は上限充電温度

(T4)で規定された領域。 

JIS C 8712: 2015 の 3.19G（高温度域）に同様な記載があり

大きな差異がない 

 

JIS C 8712: 2015 

3.19G 
高温度域（high temperature range） 

リチウム系において，安全性の見地から，最大充電電流及び／

又は上限充電電圧を変えることによって充電が許容可能な単

電池表面の温度領域で，下限は標準温度域に隣接し，上限は上

限充電温度で規定する領域。 

 

推奨温度域（T5～

T6） 

性能の見地より電池メーカが推奨する単電池表面温度領域。  JIS C 8712: 2015 には定義されていない。 

下限充電温度 安全性の見地から各単電池が許容可能な充電時の単電池表面温度の下限

値。 

充電前あるいは充電中に単電池表面温度がこの値を下回った場合は、い

かなる電流の充電も行ってはならない。【参考】T1 に相当 

安全性の見地から、充電が許容可能な単電池表面温度の下限値。以降

T1 と表記する。 

CIAJ 手引書には JIS C 8712: 2015 の 3.19D（下限充電温度）

と同様な記載があり大きな差異がないが、JEITA 手引書とは

記載内容に差異が有り、多少説明が追加される。 

JIS C 8712: 2015  3.19D 下限充電温度（ lower limit 

charging temperature） 

リチウム系において，安全性の見地から，単電池製造業者が指

定する充電が許容可能な単電池表面温度の下限値。 

（参考） 

3.19B 下限試験温度（lower limit test temperature） 

リチウム系において，標準温度域の下限で行う試験に用いる

周囲温度。 

注記 下限試験温度は，表 4 に規定されている。 

JIS C 62368-1: 2018 3.3.17.5 指定最低充電温度（lowest 

specified charging temperature） 

製造業者が指定する，二次電池の充電中の，電池を構成するそ

れぞれのセル上の部位における最低温度。 

注記 通常，最終製造業者は，電池供給業者が指定する仕様を

基に，電池の安全性を重視した温度，電圧又は電流を指定する

責務があるとみなされている。 
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上限充電温度 安全性の見地から各単電池が許容可能な充電時の単電池表面温度の上限

値。 

充電中に単電池表面温度がこの値を上回った場合は、いかなる電流の充

電も行ってはならない。【参考】T4 に相当 

安全性の見地から、充電が許容可能な単電池表面温度の上限値。以降

T４と表記する。 

CIAJ 手引書には JIS C 8712: 2015 の 3.19E（上限充電温度）

と同様な内容の記載があり大きな差異がないが、JEITA 手引

書とは記載内容に差異が有り、多少説明が追加される。 

JIS C 8712: 2015 3.19E 上限充電温度（upper limit 

charging temperature） 

リチウム系において，安全性の見地から，単電池製造業者が指

定する充電が許容可能な単電池表面温度の上限値。 

（参考） 

3.19C 上限試験温度（upper limit test temperature） 

リチウム系において，標準温度域の上限で行う試験に用いる

周囲温度。 

注記 上限試験温度は，表 4 に規定されている。 

JIS C 62368-1: 2018 3.3.17.4 指定最高充電温度（highest 

specified charging temperature） 

製造業者が指定する，二次電池の充電中の，電池を構成する

それぞれのセル上の部位における最高温度。 

注記 通常，最終製造業者は，電池供給業者が指定する仕様を

基に，電池の安全性を重視した温度，電圧又は電流を指定す

る責務があるとみなされている。 

 

充電開始上限温度 安全性の見地から各単電池が充電を開始してもよい単電池表面温度の上

限値。 

充電前に単電池表面温度がこの値を上回っている場合は、高温度域の充

電条件を適用する。【参考】T3 に相当 

 JIS C 8712: 2015 には定義されていない。 

上限放電温度 安全性の見地より各単電池が許容可能な単電池表面温度の上限値。 

放電中に単電池表面温度がこの温度を上回らないようにする。 

安全性の見地から、放電が許容可能な単電池表面温度の上限値。 JIS C 8712: 2015 には定義されていない。 

放電開始上限温度 安全性の見地から各単電池が放電を開始してもよい単電池表面温度の上

限値。 

放電前に単電池表面温度がこの値を上回っている場合は、放電を開始し

てはならない。 

安全性の見地から、放電を開始してもよい単電池表面温度の上限値。 JIS C 8712: 2015 には定義されていない。 

• この項目は上限放電温度の定義があるため不要かもしれ

ないが、緊急通信時の扱い等についての注記を必要に応

じて検討する。 

限界温度 安全の見地より電池メーカが規定する単電池表面温度。使用時の他、保

管時においてもこの値を上回ってはならない。 

安全性の見地から、充電時、放電時または保管時も、許容可能な単電

池表面温度の上限値 

JIS C 8712: 2015 には定義されていない。 

 

  しなければならない：規定内容はどのような状況下でも満たされる

べき条件である。 

• 「しなければならない」、「望ましい」といった表現について

は、それらが要求事項なのか推奨事項なのか明確に表現又

は説明することが望ましい。 
  すること：特定の状況下において、妥当な理由が存在する場合には、

必ずしも満足することを求められない条件。しかし、規定の意味を理

解した上で採否の判断をすることが求められる 

  することが望ましい：規定の内容を満足することが望ましいが任意

である条件。 

  してもよい：参考情報として示した内容であり、採否は全くの任意で

ある事項。 

第 1 章 リチウム

イオン二次電池の

設計における留意

リチウムイオン二次電池は、正極にリチウム含有金属系酸化物（金属：

Co、Mn、Ni 等）、負極に炭素材料（黒鉛、ハードカーボン等）、電解液

として有機溶媒が用いられている。充放電はリチウムイオンが正極と負

リチウムイオン蓄電池は、正極にリチウム含有金属系酸化物（金属：

Co、Mn、Ni 等）、負極に炭素材料（黒鉛、ハードカーボン等）、電

解液として有機溶媒が用いられている。充放電はリチウムイオンが

• 一般論として左記の記載内容で良いが、ガイドライン作成

時には、技術革新等を考慮して、それぞれの機器で使用され

ると考えられる材料を記載するのが望ましい。 
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点 

１－１ 概論 

極間の電解液内を往復することにより行われ、リチウムが常にイオン状

態を保ったままであることから、原理的に高い安全性を保持している。 

正極と負極間の電解液内を往復することにより行われ、リチウムが

常にイオン状態を保ったままであることから、原理的に高い安全性

を保持している 

• 「リチウムイオン二次電池」と「リチウムイオン蓄電池」と

は同義であるが、「リチウムイオン蓄電池」と用語を統一す

るのが望ましい。 

 

JIS C 8712: 2015：該当する記載は無し。 

別表第九：該当する記載は無し 

 本手引書を作成するに当たり、リチウムイオン二次電池（ノート型 PC 

用以外も含む）の市場における破裂・発火等の危険事象に対して、その

発生原因とそのメカニズムを詳細に解析した。その結果、危険事象に至

る主な一次原因である単電池の熱暴走に関しては、以下の要因が特定さ

れた。 

① 内部短絡 

② 過充電 

③ 外部短絡 

④ 外部加熱 

本手引書を作成するに当たり、リチウムイオン蓄電池の市場におけ

る破裂・発火等の危険事象に対して、その発生原因とそのメカニズム

を詳細に解析した。その結果、危険事象に至る主な一次原因である単

電池の熱暴走に関しては、以下の要因が特定された。 

① 内部短絡 

② 過充電 

③ 外部短絡 

④ 外部加熱 

• 外部短絡は単電池でも起こる可能性があるため、その旨を

記載することが望ましい。 

• 外部圧力は内部短絡の要因となる可能性があるため、その

旨を記載することが望ましい。 

• 想定を超える期間・環境での使用等が危険事象となる可能

性があるため、その旨を記載することが望ましい。（参考資

料（４）「平成３０年度 リチウムイオン電池（LIB）の事故

原因究明について（NITE）」の検討結果。） 

 

JIS C 8712: 2015：該当する記載は無し。 

別表第九：該当する記載は無し。 

 

 特に内部短絡が要因となって発生する熱暴走に関しては、単電池への異

物の混入、組電池を構成する単電池間の電圧等のバランスの崩れ、特定

単電池への高い充電電圧の印加という複数の要因が組み合わさっている

と推測された。これは、単電池、組電池、PC システムといったリチウム

イオン二次電池システムを構成する各要素について、安全対策が必要で

あることを示唆している。 

 

特に内部短絡が要因となって発生する熱暴走に関しては、単電池へ

の異物の混入、組電池を構成する単電池間の電圧等のバランスの崩

れ、特定単電池への高い充電電圧の印加という複数の要因が組み合

わさっていると推測された。これは、単電池、組電池、携帯電子機器

システムといったリチウムイオン蓄電池システムを構成する各要素

について、安全対策が必要であることを示唆している 

• 安全性確保の観点から、左記の内容は新たなガイドライン

に記載すべき事項であることを確認した。（新たなガイドラ

イン作成時には、必要に応じて編集上の修正をすることが

望ましい。） 

 本章では、より高いレベルの安全性を実現するための単電池の製造工程

管理および設計に関する指針を述べるとともに、単電池の安全利用に関

わる重要事項である「安全に使用する領域の考え方」を新たに定義した

用語にしたがって解説する。組電池および PC システムに関する設計上

の留意点については、章を改め、2 章で説明する。 

 

本章では、より高いレベルの安全性を実現するための単電池の製造

工程管理および設計に関する指針を述べるとともに、単電池の安全

利用に関わる重要事項である「安全に使用する領域の考え方」を新た

に定義した用語にしたがって解説する。 

（上記段落参照） 

 

１－２  単電池の

製造工程管理指針 

単電池内部への異物混入を防ぐために、単電池メーカは製造工程管理の

観点から下記 2 点の対策をこれまでも実施している。これらの工程管理

の改善は、高品質の単電池を市場へ提供するための基本である。今後も

より高いレベルの工程管理の実現へ向けて継続的な品質改善活動を実施

すべきである。 

単電池内部への異物混入を防ぐために、単電池メーカは製造工程管

理の観点から下記 2 点の対策をこれまでも実施している。これらの

工程管理の改善は、高品質の単電池を市場へ提供するための基本で

ある。今後もより高いレベルの工程管理の実現へ向けて継続的な品

質改善活動を実施しなければならない。すなわち 

 

（次の段落参照） 

 

JIS C 8712: 2015：5.7（品質計画）に類似内容の記載があり。 

別表第九：該当する記載は無し。 

① 電極部に異物が混入しない製造環境を構築すること 

② 異物の混入がないことを確認すること 

① 電極部に異物が混入しない製造環境を構築しなければならない 

② 異物の混入がないことを確認しなければならない 

• 左記①②は目標として記載されている事項であるが、現

在の技術では検出が不可能である微小な異物を確認する

ことは現実的では無く、また長期使用における安全性確

保の観点から、次の内容とすることが望ましい。 

 所定の動作条件で使用し続けた場合に、安全上問題とな

る内部短絡の発生リスクを低減するために設計上必要な

異物管理をすること。ただし、前記の設計は、所定の動

作条件から外れる機器の使われ方などの要素を考慮した

ものではない。 

 異物管理の要素の例として、「異物管理の指標としては、
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大きさ、導電性材料の材質（鉄、Ni、SUS、銅など）、バ

リの高さなどがある。」とするのが望ましい。 

• 安全な電池を製造するための指針として、次の事項を記載

することが望ましい。 

① 原材料受け入れ時に異物混入量を最小化する取り組み 

② 磁性体除去及び磁性体の管理 

③ 湿度管理 

④ セル完成品の電圧などの管理 

⑤ セル完成品のエージング後の電圧管理による不良品選

別 

⑥ 電極位置ずれの管理（例、巻回体巻きずれ等） 

⑦ 定期的 （数時間）に 抜き取り 分解検査 

⑧ 電解液注液量の管理 

⑨ 部品（または材料）ロット、作業員などのトレーサビリ

ティ確保 

• 次の製造工程における異物混入対策の例があることを示し

安全な電池の製造に役立てることが望ましい。 

① 入室時のエアシャワー／入室時の床の粘着テープによ

る靴底の異物除去 

② 機器摺動部からの金属くずの発生抑制 

③ エアーによる異物の除去／カバーによる異物混入防止 

④ 静電気対策による異物の付着防止 

⑤ 製造工程の自動化 

⑥ 液体原料について、配管のマグネットやフィルター等に

よる異物除去 

⑦ トラブル・異常時の復旧における異物対策管理 

⑧ 異物堆積の回避 

（附属書２「リチウムイオン蓄電池の安全利用対策の代表的

事例」の１．製造工程 管理 の徹底、及び２．製造 工程にお

ける異物混入対策の検討結果。） 

 

 一方、飛躍的な品質レベルの向上という命題を考慮した場合、工程管理

を強化し異物の除去について万全を期するだけでは必ずしも十分とは言

えない。たとえば、異物混入が発生した場合でも熱暴走に至らない電池

を設計するといったような発想の転換や、従来の IEC、JIS で規定され

た評価基準に加え、より厳しい条件下での評価等、新しい評価基準、評

価技術の開発が重要であると考える。 

 

一方、飛躍的な品質レベルの向上という命題を考慮した場合、工程管

理を強化し異物の除去について万全を期するだけでは必ずしも十分

とは言えない。たとえば、異物混入が発生した場合でも熱暴走に至ら

ない電池を設計するといった、より厳しい条件を想定した開発設計、

およびそれに見合った新しい評価基準、評価技術の開発を並行して

目指すことが重要であると考える。 

• 安全性確保の観点から、左記の内容は新たなガイドライン

に記載すべき事項であることを確認した。（新たなガイドラ

イン作成時には、必要に応じて編集上の修正をすることが

望ましい。） 

 

１－３  単電池の

設計指針 

内部短絡を発生させる可能性のある異物が混入したとしても、破裂・発

火に至らない単電池の設計を目指すべきである。この主な考え方は、以

下の 2 点からなる。 

① 異物が混入しても内部短絡に至る確率を減少させる単電池構造とす

ること 

内部短絡を発生させる可能性のある異物が混入したとしても、破裂・

発火に至らない単電池の設計を目指すための留意点を下記に示す。 

① 異物が混入しても内部短絡に至る確率を減少させる単電池構造

とすること 

② 万一、内部短絡しても破裂・発火に至らない材料、構造とするこ

• 安全性確保の観点から、左記の内容は新たなガイドライ

ンに記載すべき事項であることを確認した。（新たなガ

イドライン作成時には、必要に応じて編集上の修正をす

ることが望ましい。） 

 

JIS C 8712: 2015：該当する記載は無し。 
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② 万一、内部短絡しても破裂・発火に至らない材料、構造とすること と 別表第九：該当する記載は無し。 

 発熱量の大きい内部短絡は、原理上、異物を介して集電体金属と対極の

活物質間に導通が生じることにより引き起こされる可能性が高い。この

ことから、①に示す構造としては、相当する箇所に、構造上内部短絡が

生じないような対策を講じることが有効である。 

発熱量の大きい内部短絡は、原理上、異物を介して集電体金属と対極

の活物質間に導通が生じることにより引き起こされる可能性が高

い。このことから、①に示す構造としては、相当する箇所に、構造上

内部短絡が生じないような対策を講じることが有効である。 

• 安全性確保の観点から、左記の内容は新たなガイドライン

に記載すべき事項であることを確認した。（新たなガイドラ

イン作成時には、必要に応じて編集上の修正をすることが

望ましい。） 

• 検討において次の事項を確認した。 

 巻回体部において発火に繋がる短絡が発生しやすい箇所

の保護はこの段落でカバーされる。（附属書２「リチウム

イオン蓄電池の安全利用対策の代表的事例」の３．セル設

計②の検討結果。） 

 セパレータに対する設計指針の追加に関して、電池の安

全性に対する適切なセパレータの選定（突き刺し強度等

を含む）は、セパレータ仕様だけでは決まらず、完成単電

池全体の評価で決まるため、一般的な内容で規定化する

ことは難しい。（附属書２「リチウムイオン蓄電池の安全

利用対策の代表的事例」の３．セル設計③の検討結果 及

び参考資料（４）「平成３０年度 リチウムイオン電池（LIB）

の事故原因究明について（NITE）」を踏まえた、正極タブ

付近におけるセパレータの突き刺し強度に関する要求の

検討結果。）単電池及び組電池の外装は「容器」、製品の

エンクロージャは筐体とすべきとの事を確認した。 

 設計指針に対する記述であることから、「有効である」と

の語尾はこのままで良い。 

 

 ②は、①で示す考え方をさらに一歩進め、電池メーカの指定する使用条

件を遵守している限り、内部短絡が予想できない事態で起こったとして

も、破裂・発火に至らない材料、構造とすることを目指すものである。 

②は、①で示す考え方をさらに一歩進め、電池メーカの指定する使用

条件を遵守している限り、内部短絡が予想できない事態で起こった

としても、破裂・発火に至らない材料、構造とすることを表したもの

である。 

• 単電池設計においては、材料、構造だけではなく製法によっ

ても短絡による危険事象の発生リスクを低減できる可能性

があるため、「…発火に至らない材料、構造、製法（検査・
処理等を含む）とすることを目指すものである。」とするの

が望ましい。 

• 短絡時に確実に危険事象を防止できる技術は現時点では具

体的に見込めないため、「目指すものである。」という表現が

良いとした。 

 

 これら新たに講じられた単電池設計の安全に対する有効性は、第 3 章の

試験にて検証できることが重要である。 

これら新たに講じられた単電池設計の安全に対する有効性を検証す

る試験方法として、JIS C 8714 が定められている。 

• JIS C 8712: 2015 への適合性は、安全に対する有効性を検

証する上で必要であることから、要求事項であることを明

確にすることが望ましい。（CIAJ 手引書に記載のある JIS 

C 8714 の内容は JIS C 8712: 2015 に包含されている。） 

 

１－４  単電池を

安全に使用する領

域の考え方 

リチウムイオン二次電池全般の安全利用については、3 極手引書記載の

通りであり、リチウムイオン二次電池システムを設計・製造する事業者

は記載内容を遵守しなければならない。 

 

 

 

• １－４に記載のある事項は、JIS 規格と整合性の観点か

ら、JIS C 8712: 2015 にある表現に可能な範囲で合わせる

ことが望ましい。（編集方法については、新たなガイドラ

イン作成時に検討することが望ましい。） 

 

JIS C 8712: 2015：A.2 (リチウム二次電池の安全性)に安全使

用を保証するための要求記載あり 。 

別表第九：該当する記載は無し。 

 

１－４－１ 概論 本項では、特にノート型 PC 用二次電池に関して、より高い水準の安全 本項では、より高い水準の安全性確保の観点から、単電池の安全利用 • 参考情報として、JIS C 8712: 2015 の A.2（リチウム二次電
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性確保の観点から、単電池の安全利用に関わる重要事項である「安全に

使用する領域の考え方」を新たに定義した用語にしたがって解説する。 

に関わる重要事項である「安全に使用する領域の考え方」を新たに定

義した用語にしたがって解説する。 

池の安全性）は次のようになっている。 

一般事項 

リチウム二次電池の安全使用を保証するために、リチウム

単電池及びリチウム組電池を設計する製造業者は、この規格

で規定する要求項目を厳密に遵守しなければならない。上限

充電電圧が異なる（リチウムコバルト酸化物系の 4.25 V 以

外の）場合には、試験基準を満足させるために、上限充電電

圧及び上限充電温度を変更することが適切な場合がある。

（JIS C 8712: 2015 A.2 参照） 

 

JIS C 8712: 2015：該当する記載は無し。 

別表第九：該当する記載は無し。 

 

１－４－２  電圧

に対する考え方 

充電電圧は充電の化学反応を推進するために印加すべきものであるが、

この値を規定値以上にすると反応が進みすぎたり、副反応が生じたりす

るため、熱的に不安定な状態（発熱という事象に対して熱暴走に至りや

すい状態）となる。このため、如何なる場合においても、充電電圧が電

池メーカによって規定された値を上回らないようにすることが、極めて

重要である。一方、電池メーカは、指定した電圧で充電された単電池に

ついて、安全性を検証しなければならない。 

充電電圧は充電の化学反応を推進するために印加すべきものである

が、この値を規定値以上にすると反応が進みすぎたり、電解液の分解

等の副反応が生じたりするため、熱的に不安定な状態（発熱という事

象に対して熱暴走に至りやすい状態）となる。このため、充電電圧が

電池メーカによって規定された上限充電電圧を上回って充電するこ

とは、避けなければならない。一方、電池メーカは、指定した電圧で

充電された単電池について、安全性を検証しなければならない。 

なお、電圧検出と応答動作のために短時間に電圧が上下限値を超え

ることは許容される。 

• 参考情報として、JIS C 8712: 2015 の A.3（充電電圧に

関する留意点）は次のようになっている。 

充電電圧に関する留意点 

リチウム二次電池の充電電圧は、充電中に化学反応が

促進されるように，適用する必要がある。ここで，充電

電圧が高すぎる場合、過度の化学反応又は副反応が起こ

り，リチウム二次電池は熱的に不安定になる（熱暴走が

発生するおそれがある。）。したがって，リチウム二次

単電池製造業者が指定する充電電圧値よりも高くしない

ことは非常に重要であり，リチウム二次単電池製造業者

は，指定した充電電圧で充電されたリチウム二次電池の

安全性を確認しなければならない。（JIS C 8712: 2015 

A.3.1 参照） 

 

JIS C 8712: 2015：A3.1（一般事項）に関連事項の記載があ

る。 

別表第九：該当する記載は無し 

 

①上限充電電圧 定義：安全性の見地から各単電池が許容可能な上限の充電時単電池電圧 

上限充電電圧を上回って充電すると、正極活物質から過剰にリチウムイ

オンが脱離し、結晶構造が壊れて酸素を放出しやすい状態になる。また、

負極材料の炭素上にリチウムが析出する可能性もある。これらの状態に

なると、規定の条件で充電がなされた時と比較して、内部短絡等が発生

した場合において、熱暴走に至る可能性が高まる。よって、この上限電

圧を上回って充電することは、避けなければならない。 

 

上限充電電圧を上回って充電すると、正極活物質から過剰にリチウ

ムイオンが脱離し、結晶構造が壊れて酸素を放出しやすい状態にな

る。また、負極材料の炭素上にリチウムが析出する可能性もある。こ

れらの状態になると、規定の条件で充電がなされた時と比較して、内

部短絡等が発生した場合に熱暴走に至る可能性が高まる。よって、こ

の上限充電電圧を上回って充電することは、避けなければならない。 

• 参考情報として、JIS C 8712: 2015 の A.3.3.2（安全に

関する説明）は次のようになっている。 

リチウム二次単電池が上限充電電圧より高い電圧で充電

される場合，正極活物質（層間化合物）のリチウムイオンが、

過剰に脱離し，結晶構造が崩壊しやすくなる。その際、正極

活物質から酸素が放出し、また、負極活物質（炭素材料）表

面上にリチウムが析出する。これらの条件下で、内部短絡が

起こると、熱暴走が起こりやすくなる。したがって、リチウ

ム二次単電池を、リチウム二次単電池製造業者が指定する上

限充電電圧より高い電圧で、充電してはならない。また、充

電器による充電制御故障を想定し、適切な保護装置を備える

必要がある。なお、50 kHz 以上の交流（リプルを想定）に

ついては、リチウムイオンの移動がそれに応答しないため、

対象としない。（JIS C 8712: 2015 A.3.2.2 参照） 

 

• 検討中に次の事項が確認された。 

 熱暴走に至る可能性を減少させるため、単電池を直列に

接続する場合は個々の単電池が上限充電電圧を超えない

ことを記載することが望ましい。（２－５参照） 
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 定義については、定義の項目で説明しているが、ガイドラ

インの読み易さの観点から、必要に応じて定義の記載場

所を説明するのが望ましい。 

 

JIS C 8712: 2015：A3.2.2（安全に関する説明） に類似内容

の記載があり。概ね内容は各々の手引書と似ている。 

別表第九：該当する記載は無し。 
 

 また、充電器による充電制御に不具合を生じた場合を想定した保護シス

テムが必要である。二次的な保護電圧については、本来踏み入ってはな

らない過充電領域で充電がされているため、可能な限りそれぞれの温度

域における上限充電電圧に近接した値をとるべきである。また、上記二

次的な保護が作動した履歴のある組電池は使用禁止とする。ただし、放

電は可とする。 

 • 検討中に次の事項が確認された。 

 CIAJ 担当機器において、一つの電池（複数の単電池を直

列接続して使用しない）を使用されることがほとんどで

あり、セルアンバランスの要求は、基本的に必要がなかっ

た。 

 CIAJ 担当機器において、過電圧保護が働いていない場合

の事故例は無いとのコメントがあった。しかしながら、左

記の JEITA 手引書と同様な事項が必要となるかどうか

を、CIAJ で新たガイドライン作成時に検討することが望

ましい。 

 なお、以上は電池内でリチウムイオンが追従しない、リップル等を想定

した 50kHz 以上の交流成分は適用しないこととする。 

なお、以上は電池内でリチウムイオンの移動が追従しない電圧変動

は含まない。たとえば、リップルやノイズ等を想定した 50kHz 以上

の交流成分の電圧変動は含まない 

• JIS C 8712: 2015 の A.3.3.2（安全に関する説明）に記載の

ある事項である。（二つ前の段落参照） 

②下限放電電圧 定義：安全性の見地から各単電池が許容可能な下限の単電池電圧 

下限放電電圧を下回って放電されると、負極の集電体金属が溶出し、こ

の金属が充電時に局所的に析出する可能性がある。この析出物は正極に

向かって成長し、内部短絡あるいは漏液の原因となる可能性がある。電

池電圧が下限放電電圧を下回った場合は、充電しないことが望ましい。 

 

下限放電電圧を下回って放電されると、負極の集電体金属が溶出し、

この金属が充電時に局所的に析出する可能性がある。この析出物は

正極に向かって成長し、内部短絡あるいは漏液の原因となる可能性

がある。電池電圧が下限放電電圧を下回る場合で、充電動作が必要な

場合は適切な手段を講じた上で充電すること。 

• 安全性向上の観点から、左記の事項は新たなガイドライン

に入れるべき事項とするのが望ましい。ただし、過放電後の

充電における危険性は少ないため、推奨事項で良い。 

• 内部短絡あるいは漏液を防ぐ観点から、次に示す IEC 

62133-2: 2017 （JIS 化審議中）A.4.6.2 の内容の一部を、

放電終止電圧と安全面に対する説明として、この段落の先

頭に追記することが望ましい。 

「単電池は電池メーカが指定する放電終止電圧より低い電

圧まで放電しないことが望ましい。」 

 

JIS C 8712: 2015：該当する記載は無し。 

別表第九：該当する記載は無し。 

 

１－４－３  温度

および電流に対す

る考え方 

充電反応は、化学反応であり、温度の影響を大きく受ける。同じ上限充

電電圧、充電電流としても、副反応の起こりやすさや充電生成物の状態

は温度によって大きく異なる。 

そこで、安全性の観点から厳しい条件と考えられる低温度域および高温

度域においては、上限充電電圧、最大充電電流の一方または両方の値を

低減させるのが望ましい。 

充電反応は化学反応であり、温度の影響を大きく受ける。同じ上限充

電電圧、最大充電電流であっても、副反応の起こりやすさや充電生成

物の状態は温度によって大きく異なる。 

そこで、上限充電電圧と最大充電電流は温度域毎で定められるもの

とし、安全性の観点から厳しい条件と考えられる低温度域および高

温度域においては、上限充電電圧、最大充電電流の一方または両方の

値を低減させる等、それぞれの温度域に対する充電条件を適用しな

ければならない。 

• 参考情報として、JIS C 8712: 2015 の A.4.1（一般事項）は

次のようになっている。 

１－４－３－１ 一般事項 

充電は化学反応を起こし，温度の影響を受ける。同じ

上限充電電圧及び充電電流の場合でも，副反応又は充電

状態は，温度に依存する。したがって，上限充電電圧及

び／又は最大充電電流が，低温度域及び高温度域で，低

く，又は小さくならなければならない。これらは，安全

性の見地から，標準温度域よりも，厳しい条件である。

（JIS C 8712: 2015 A.4.1 参照） 

 

• 低温度域および高温度域における充電制御に関し、JEITA

手引書作成当時は、その制御が難しかったため推奨事項と

なっているが、JEITA で新たなガイドライン作成時には要

求事項とするのが望ましい。（CIAJ 手引書の次の段落に実
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使用時の条件を定める規定があり、これを記載する。） 

 

JIS C 8712: 2015：A4.1（一般事項）に類似内容の記載があ

り。概ね内容は各々の手引書と似ている。 

別表第九：該当する記載は無し。 

 

  ただし、電池メーカが定めた、標準温度域、低温度域、高温度域のそ

れぞれに対する充電条件の範囲内であれば、実使用時の充電条件と

定めても良い。 

なお、温度および電流検出と応答動作のために短時間に温度および

電流が上下限値を超えることは許容される。 

• 上記段落参照 

 

①標準温度域  T2

～T3 

定義：充電電圧および充電電流については、安全性の見地から、標準温

度域、高温度域、低温度域のそれぞれの温度域に分けて上限値および最

大値を定義しているが、そのうち、最も高い値を適用することが可能な

単電池表面温度領域 

 • 参考情報として、JIS C 8712: 2015 A.4.2.1 は次のようにな

っている。（10～45 ℃と異なる温度範囲を推奨する場合は

A.4.2.2 が参照できる。） 

１－４－３－２ 標準温度範囲 

標準温度域内では、リチウム二次単電池は安全性の見地か

ら、定義した上限充電電圧及び最大充電電流で、充電が可能

である。典型的なリチウム二次単電池の標準温度範囲は，10

～45 ℃である。（JIS C 8712: 2015 A.4.2.1 参照） 

注記：標準温度域は、図（典型的なリチウム二次単電池の

作動領域）の T2～T3 で示される領域である。 

10～45 ℃と異なる温度範囲を推奨する場合は、JIS C 8712: 

2015 A.4.2.2 を適用しなければならない。 

 

 

JIS C 8712: 2015：CIAJ 手引書とは、JIS C 8712: 2015 の

A4.2.1（一般事項）に類似内容の記載があり大きな差異がない

が、JEITA 手引書とは記載内容に差異が有り、多少説明が追

加される。 

別表第九：該当する記載は無し。 

 

 標準温度域では、安全性の見地から規定された上限充電電圧および最大

充電電流に関して、最も高い条件で単電池に充電することができる。充

電中に単電池表面温度が T3 を上回った場合は、高温度域での充電条件

を適用しなければならない。充電中に単電池表面温度が T２を下回った

場合は、低温度域での充電条件を適用しなければならない。 

 

標準温度域では、全温度領域の中で、安全性の見地から規定された最

も大きな上限充電電圧および最大充電電流を適用することができ

る。 

• 安全性向上の観点から、左記の内容は新たなガイドライン

に記載すべき事項であることを確認した。ただし、充電に対

する要求事項なのか、放電に対する要求事項なのかがわか

るようにして記述するのが望ましい。 

  

②高温度域  T3～

T4 

定義：標準温度域より高い温度域であり、かつ安全性の見地から、標準

温度域における最大充電電流、上限充電電圧の一方または両方を変える

ことにより許容可能な、充電時単電池表面温度領域 

 

 

 

• 定義については、定義の項目で説明しているが、ガイドライ

ンの読み易さの観点から、必要に応じて定義の記載場所を

説明するのが望ましい。 

 

JIS C 8712: 2015：A4.3.1（一般事項）に類似内容の記載あり。  

別表第九：該当する記載は無し。 

 

 高温度域において標準温度域と同じ上限充電電圧あるいは最大充電電流

にて充電すると、正極の結晶構造の安定性に起因して安全性の低下が懸

念される。したがって、高温度域で定める充電条件に切り替える。充電

高温度域において標準温度域と同じ充電条件で充電すると、正極の

結晶構造の安定性に起因して安全性の低下が懸念される。したがっ

て、単電池表面温度が T3 を上回っている場合は、高温度域で定める

• JIS C 8712: 2015 A.4.3 に合わせ、高温度域の充電条件を規

定する場合、及び高温度域に新規の上限を規定する場合は、

JIS C 8712: 2015 A.4.3.3 及び A.4.3.4 の内容を考慮し、次

又は類似の内容にすることを、新たなガイドライン作成時
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前、単電池表面温度が T3 を上回っている場合は、高温度域で定める充

電条件を適用する。 

充電条件を適用しなければならない。特に高温度域においては充電

容量低減の効果が大きいため、充電容量の低減、たとえば上限充電電

圧を下げることが望ましい。ただし、今後の技術開発により、さらに

よい制御方法が考えられる場合はこの限りではない。 

が検討することが望ましい。 

１－４－３－２ 高温度域 

リチウム二次単電池を同条件で標準温度域より高い温

度で充電する場合，より多くリチウム量が正極活物質か

ら移動する。移動するリチウム量が増すにつれ，正極の結

晶構造の安定性の劣化につながるため，電池の安全性能

が減少傾向となる。 

同様に，高温度域と熱暴走が発生する温度域との間の

温度差が相対的に小さくなる。その結果として，内部短絡

のような事象が発生した場合，電池が熱暴走しやすくな

る。 

ゆえに、高温度域内では、最大充電電流及び／又は上限

充電電圧を変えることによって充電を行わなければなら

ない。（JIS C 8712: 2015 A.4.3.1 及び A.4.3.2 参照） 

高温度域の充電条件を規定する場合、及び高温度域に

新規の上限を規定する場合は、JIS C 8712: 2015 A.4.3.3

及び A.4.3.4 を適用しなければならない。 

充電中、単電池表面温度が T4 を上回っている場合はい

かなる電流での充電も行ってはならない。（JIS C 8712: 

2015 には記載の無い内容） 

注記：高温度域は、図（典型的なリチウム二次単電池の作動

領域）の T3～T4 で示される領域である。 

 

JIS C 8712: 2015：A4.3.2（安全面の説明）に類似内容の記載

はあるが、各々の手引書と記載内容に多少の差異がある。  

別表第九：該当する記載は無し。 

 

 充電中、単電池表面温度が T4 を上回っている場合はいかなる電流での

充電も行ってはならない。 

 

また、単電池表面温度が T4 を上回る場合は充電を行ってはならな

い。 

• 上記段落参照 

③低温度域  T1～

T2 

定義：標準温度域より低い温度域であり、かつ安全性の見地から、標準

温度域における最大充電電流、上限充電電圧の一方または両方を変える

ことにより許容可能な、充電時単電池表面温度領域 

 

 

• 定義については、定義の項目で説明しているが、ガイドライ

ンの読み易さの観点から、必要に応じて定義の記載場所を

説明するのが望ましい。 

 

JIS C 8712: 2015：A4.4.1（一般事項）に類似内容の記載あり  

別表第九：該当する記載は無し 
 

 低温度域では物質移動速度が減少し、負極の炭素中へのリチウムイオン

の挿入が遅くなるため、負極炭素上でリチウムが析出する可能性が高ま

る。 

この状態も、発熱という事象に対して熱暴走に至りやすい状態といえる。

また、低温度域では充電受け入れ性の温度依存性が大きく、組電池のバ

ランスが崩れやすい。したがって、低温度域で定める充電条件に切り替

える。 

低温度域ではリチウムイオンの負極炭素中での拡散速度が減少し、

負極の炭素中へのリチウムイオンの受入性が低下するため、負極炭

素上でリチウムが析出する可能性が高まる。 

この状態も、発熱という事象に対して熱暴走に至りやすい状態とい

える。また、低温度域では充電受け入れ性の温度依存性が大きく、多

直列の組電池の場合はバランスが崩れやすい。したがって、単電池表

面温度が T2 を下回っている場合は、低温度域で定める充電条件を

適用しなければならない。 

• JIS C 8712: 2015 A.4.4 に合わせ、低温度域の充電条件を規

定する場合、及び低温度域に新規の上限を規定する場合は、

JIS C 8712: 2015 A.4.4.1 及び A.4.4.2 の内容を考慮し、次

又は類似の内容にすることを、新たなガイドライン作成時

が検討することが望ましい。 

１－４－３－３ 低温度域 

 リチウム二次単電池を低温度域で充電する場合，物質移

動速度が減少し，負極活物質（炭素材料）のリチウムイオ

ン受入性が悪くなる。その結果，金属リチウムがカーボン

表面に生成されやすくなる。この条件において，電池は熱

安定性が低くなり，過熱及び熱暴走を起こす可能性があ

る。 

同様に，低温度域において，リチウムイオンの受入性は

温度に大きく依存する。直列接続した複数の単電池で構成

するリチウム二次単電池において，温度の違いによってリ
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チウムイオンの受入性は異なる。この場合，十分な安全性

が確保できない可能性がある。 

ゆえに、低温度域内では、標準温度域で規定する上限充

電電圧及び／又は最大充電電流を変更して充電しなけれ

ばならない。（JIS C 8712: 2015 A.4.4.1 及び A.4.4.2 参

照） 

低温度域の充電条件を規定する場合、及び低温度域で新

規の下限を規定する場合は、JIS C 8712: 2015 A.4.4.3 及

び A.4.4.4 を適用しなければならない。 

単電池表面温度が T1 を下回る場合は、いかなる電流 で

の充電も行ってはならない。（JIS C 8712: 2015 には記載

の無い内容） 

注記：低温度域は、図（典型的なリチウム二次単電池の作動領

域）の T1～T2 で示される領域である。 

 

JIS C 8712: 2015：A4.4.2（安全面の説明）に類似内容の記載

はあり。 

別表第九：該当する記載は無し。 
 

 充電前あるいは充電中に単電池表面温度が T１を下回る場合は、いかな

る電流での充電も行ってはならない。 

また、単電池表面温度が T1 を下回る場合は、充電を行ってはならな

い。 

• 上記段落参照 

④放電の電流およ

び温度範囲 

放電中の温度は上限放電温度を上回らないこととする。放電前に放電開

始上限温度を上回っていた場合は放電を開始してはならない。放電中は

最大放電電流を上回ってはならない。 

放電開始時に放電開始上限温度を上回っていた場合は放電を開始し

てはならない。放電中の温度は上限放電温度を上回らないこと。放電

中は最大放電電流を上回ってはならない。 

 

• 安全性確保の観点から、左記の内容は新たなガイドライン

に記載すべき事項であることを確認した。 

 

JIS C 8712: 2015：該当する記載は無し。 

別表第九：該当する記載は無し。 

 なお、以上は電池内でリチウムイオンが追従しない、リップル等を想定

した 50kHz 以上の交流成分は適用しないこととする。 

機器の電源が切れた状態や待機状態等の微小電流の放電および放電

開始上限温度を検出するための放電は、停止状態とみなす。 

• 左記 CIAJ 手引書に記載のある、電源が切れた状態及び待機

状態等に関する解釈は、新たなガイドラインに入れるのが

望ましい。 

• IEC 62133-2: 2017（JIS 化審議中）の A.4.6.4（放電電流の

適用範囲）を採用し、かつ JEITA 手引書の内容との整合化

を図るため、次の内容を記載するのが望ましい。 

『放電電流の適用範囲 最大放電電流は，リチウムイオン

が単電池内で応答できない 50kHz 以上の交流成分(リプル

等)に適用しない。』 

 

安全領域の考え方 図：安全領域の考え方 

 

１－４－４ 電池の安全領域の考え方と具体的な設定方法 

単電池の正負極活物質の組成等の特性によって、該当単電池毎に安

全領域が存在する。すなわち、単電池毎に、標準温度域、低温度域、

高温度域を定義しなければならない。また、各温度領域での充電条

件、放電条件を決定しなければならない。 

①安全領域の考え方の例  図：安全領域の考え方の例 

②各温度域における充電条件の例 

③放電条件の例 

④各温度領域および充電条件を決定する場合の手順 

 1.上限充電電圧または標準温度域の決定 

 2.高温度域または低温度域の決定 

 

• 「安全領域」との用語は、JIS C 8712: 2015 で使われてい

る「作動領域」とするのが望ましい。 

• 安全にかかわる作動領域は、理解がしやすいように、新た

なガイドラインにおいても図による説明を取り入れるのが

望ましい。作動領域の図は次に示すように JIS C 8712: 

2015 の該当部分（A.3.2.1 及び図 A.1）を引用することも

考慮できる。また、放電についても記載することが望まし

い。 
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• 電池は電池メーカで安全性が確認された範囲内で使用され

るべきであるが、安全性は表の縦軸と横軸の交点を基に確認

され、通常は CIAJ 手引書＜例 2＞にある台形部分の斜線上

の連続した安全性を、電池メーカが確認することは無い。 

従って、この斜線上を含む台形の範囲内で電池が使用可能で

あるとの誤解を招く恐れがあることから、新たなガイドライ

ンでは台形の図を使用しないことが望ましい。 

• JEITA 手引書にある図の説明文は、その考えを明らかにす

るために必要であることから、次のように変更して記載す

ることが望ましい。『本図に記載した各領域を規定する値

は、各単電池メーカ自身が IEC 62133-2 の安全性試験の結

果に基づき検証した後、決定する。』（材料に関する記述は今

後の技術革新等の観点から不要である。） 

• ガイドラインを正しく解釈するために、「センサーが感知す

るまでのわずかな時間であっても、限度温度を超えてはなら

ない。（ただし電池メーカとの協議より認められる場合があ

る）」という内容をガイドラインに入れるのが望ましい。 

• 充電停止後の温度上昇に関しての議論があったが、充電が止

まれば単電池の温度上昇はそれほど高くなく、熱暴走に至る

可能性は低いと考えられるため、ガイドラインへの記載の必

要性は無いこととした。 
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１－４－４  単電

池寿命に対する考

え方 

一般に単電池は、充放電の繰り返しによるサイクル経過に伴い、または

高温状態での保存によって、その容量が低下する。容量が低下した状態

においても、漏液等の異常事象が発生していない限り、単電池の使用は

可能である。しかしながら、容量の低下した単電池は、電解液分解によ

るガスの発生等による内部圧力の上昇によって、漏液発生の可能性が高

まる可能性がある。 

したがって、電池メーカの定める一定容量以下に低下した状態で連続使

用を続けることは望ましくない。 

１－４－５ 単電池寿命に対する考え方 

一般に単電池は、充放電の繰り返しによるサイクル経過に伴い、また

は高温状態での保存によって、その容量が低下する。容量が低下した

状態においても、漏液等の異常事象が発生していない限り、単電池の

使用は可能である。しかしながら、容量の低下した単電池は、電解液

分解によるガスの発生等による内部圧力の上昇によって、漏液が発

生する場合がある。 

特に、複数の電池ブロックを多直列に接続した構造の組電池におい

て、サイクル劣化が進み、容量が大きく低下した場合、一部の単電池

に急激な劣化が進行する可能性が高まる。このため、組電池内の単電

池間バランスが崩れ、劣化が進行した単電池からの漏液発生等によ

り、組電池全体が不安全になるリスクがある。したがって、機器メー

カと電池メーカとの合意により、一定容量以下に低下した状態での

使用方法を決定することが望ましい。 

• 劣化（長期使用）により単電池が不安全な状態にならないよ

うにするため、一定容量以下となった電池に対する対応方

法の例（上限充電電圧・最大充電電流・使用温度範囲等の変

更等）を記載するのが望ましい。（参考資料（４）「平成３０

年度リチウムイオン電池（ＬＩＢ）の事故原因究明について

（NITE）」の検討結果。） 

• 劣化（長期使用）となる要因は、充放電回数・過放電・満充

電放置等が考えられるが、一般的にその度合いは、適用範囲

の項目で示したように、電池メーカと機器メーカとの協議

により決められるべきであることを確認した。 

 

JIS C 8712: 2015：該当する記載は無し。 

別表第九：該当する記載は無し。 

第 2 章 リチウム

イオン組電池の設

計における留意点 

２－１ 概論 

ノート型 PC において、二次電池は単電池の形態で使用されることはな

く、複数個の単電池から構成される組電池の形態で使用される。したが

って、ノート型 PC における二次電池の安全利用をより高水準のレベル

で実現するという観点に立つ場合、組電池という形態、すなわち、構成

要素である単電池と回路基板の物理的な配置ならびに電気的な制御・保

護システムの設計を更に推し進める必要がある。 

携帯電子機器において、蓄電池は単電池の形態で使用されることは

ない。よって組電池の構成要素である単電池と回路基板の物理的な

配置ならびに電気的な制御・保護システムの設計を推し進める必要

がある。 

 

• 安全性確保の観点から、左記の内容は新たなガイドライン

に記載すべき事項であることを確認した。（新たなガイドラ

イン作成時には、必要に応じて編集上の修正をすることが

望ましい。） 

 

JIS C 8712: 2015：該当する記載は無し。 

別表第九：該当する記載は無し。 

 本章では、下記の項目を中心に、リチウムイオン組電池の設計における

留意点を述べる。 

① 単電池および回路基板の配置 

② 落下・振動・衝撃 

③ 温度制御 

④ 過充電保護 

⑤ 過放電保護 

⑥ 劣化 

本章では、下記の項目を中心に、リチウムイオン蓄電池の組電池の設

計における留意点を述べる。 

2-2 単電池および回路基板の配置 

2-3 落下・振動・衝撃 

2-4 温度制御と充放電制御 

2-5 過充電保護 

2-5-1 過充電保護 

2-5-2 過電流保護 

2-5-3 電流制限素子 

2-5-4 過放電保護 

2-６ 劣化 

2-7 確認事項の保持 

 

• 上段落参照 

２－２  単電池お

よび回路基板の配

置 

① 複数の単電池から構成される組電池は、1 個の単電池において発生し

た障害（高温状態）が他の単電池に波及することを防ぐため、以下のよ

うな配置を行うことが望ましい。 

・ 単電池のトップカバーが互いに向かい合う形の配置は避けること 

・ 誘爆を防ぐために、単電池間に適当なスペースや断熱構造を設けるこ

と 

 • CIAJ 担当機器では単電池を複数個使う場合が少ないこと

を確認した。しかしながら、今後単電池を複数個使用する機

器の増加が想定されるので、新たなガイドライン作成時に

はそれを考慮して検討することが望ましい。 

 

JIS C 62368-1: 2018: 2018, JIS C6950-1: 2016 にはこのよう

な具体的な要求事項は無い 

JIS C 8712: 2015：該当する記載は無し。 

別表第九：該当する記載は無し。 

 

 ② 安全弁作動によって排出された高温の電解液蒸気が組電池内に滞留 ① ガス排出弁（安全弁）作動によって排出された高温のガスや、何 • 左記 JEITA手引書②にある事項は新たなガイドラインに入



16 

 

し、引火することを防ぐため、以下を考慮することが望ましい。 

・ 電解液蒸気の排出口を設け、使用者に蒸気が向かわないように排出す

ること 

③ 安全弁作動によって排出された電解液によって、組電池内の回路基板

に二次的な障害（短絡等）が発生しないように、下記の点を実施する。 

・ 重要な部位にはコーティングを施し、短絡防止を行う。または隔壁を

設ける等、単電池の漏液が回路基板に接触しないように配置すること 

らかの理由で漏れ出た電解液等によって、人体への障害や組電池内

の回路基板に二次的な障害（短絡等）が発生しないように配慮するこ

とが望ましい。例えば、ガス排出弁（安全弁）の方向と回路基板との

配置を工夫することも一例である。 

れるべき事項とすることが望ましい。（部品の飛散にまでに

至る事例は無いので推奨事項として良い。） 

• JIS C 62368-1: 2018 M.3.3（機器に含まれる電池の保護

回路に対する適合性）に関連する要求事項があり、それを

考慮して、新たなガイドラインに入れるべき内容を検討

することが望ましい。 

• 電池故障時の漏液等により、組電池内の回路基板に二次

的な障害が発生しないように、  BMU （Battery 

management unit）をポッティングすることを推奨事項

とするのが望ましい。（附属書２「リチウムイオン蓄電池

の安全利用対策の代表的事例」の４．機器側の設計②の検

討結果。） 

JISC62368-1: 2018: 2018 M.3.3（機器に含まれる電池の保護

回路 適合性）、及び M.6.1（回路短絡に対するセーフガード 

要求事項）が関連。 

JIS C 8712: 2015： 5.2（絶縁及び配線）、5.3（弁作動）で構

造に関しての要求あり。しかし各々の手引書のような詳細な

記載は無い。 

別表第九：1 (1)（絶縁及び配線）、(2)（内圧低下機構）構造に

関しての要求あり。しかし各々の手引書のような詳細な記載

は無い。 

 

 ④ 組電池の稼働状態を記録するための素子を搭載した回路基板の場合

は、電池の障害によって発生する熱による影響を避けるように配置する。 

・ 記憶素子を単電池から遠ざけて配置すること 

 • 左記 JEITA 手引書にある事項は、記憶素子の保護のため、

新たなガイドラインに入れるべき事項とするのが望まし

い。ただし、これらの素子を搭載しない場合もあるため、推

奨事項として良い。 

 

JIS C 62368-1: 2018, JIS C6950-1: 2016 にはこのような具体

的な要求事項は無い。 

JIS C 8712: 2015：該当する記載は無し。  

別表第九：該当する記載は無し。 

 

 ⑤ 組電池および PC 本体の筐体には、発生した障害による被害を局所化

する意味から自己消火性機能を備えた難燃性材料を採用する。 

・ 組電池筐体の難燃グレードは、IEC 60950-1 の防火エンクロージャ

要件相当を適用すること。ただし、この防火エンクロージャのための材

料選定において、組電池筐体に利用する材料においては、難燃性クラス

は V0 以上または VTM0 に分類される材料を選定し、IEC 60950-1 の防

火エンクロージャの要件相当を満足すること 

・ 組電池と近接する PC 本体周辺部において、組電池を装着しない状態

の時、PC 本体筐体の一部となる部分においては、前述の防火エンクロ

ージャおよび材料選定基準を適用すること 

・ 補足：IEC 60950-1 では、防火エンクロージャに使用する材料の難燃

性クラスを V1 以上と規定しているが、本手引書では、V0 以上を適用し

た耐火性を要求する。 

 

② 発生した障害による被害を局所化する意味から、組電池および移

動通信端末本体の筐体には、耐熱性が高く、難燃性の材料を利用した

設計を実施することが望ましい。 

• 一般的に電池には、防火用エンクロージャが必要と考えら

れるため、左記 JEITA 手引書にあるような内容を考慮し、

記載内容の見直しを行うことが望ましい。 

• 単電池は基本的に燃える可能性のある部品であることか

ら、容器の外側には防火用エンクロージャを設ける必要が

あることを確認した。 

（上記の 2 点は（附属書２「リチウムイオン蓄電池の安全利

用対策の代表的事例」の３．セル設計④、及び４．機器側の設

計③の検討結果。） 

• 防火用エンクロージャの概念及びその必要性は、製品安全

規格である JIS C 62368-1: 2018 の要求事項を考慮するの

が望ましい。 

 

JIS C 62368-1: 2018 M.4.3（防火用エンクロージャ）に関連

要求あり。 

JIS C 8712: 2015：該当する記載は無し。 

別表第九：該当する記載は無し。 
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２－３  落下・振

動・衝撃 

落下・振動・衝撃が加わった場合でも、組電池内の単電池に内部短絡等

の発生可能性を軽減させるような、組電池および PC 本体の設計を目指

す。 

JIS C 8714 5.6 項に規定された「落下試験」に適合しなければなら

ない。 

 

① 落下による振動・衝撃が加わった場合でも、衝撃を緩和させて、

組電池内の単電池に内部短絡等を発生させないような組電池および

移動通信端末本体の設計を進めることが望ましい。 

• 安全性確保の観点から、新たなガイドラインでは、電気

用品安全法で要求される試験（法的要求）に加え、機器

として JIS C 62368-1: 2018 に規定した要求事項に適合す

ることが推奨される。 

• 単電池を保護するため、衝撃の緩和に関する事項を推奨

事項として記載することが望ましい。例えば「電池が衝

撃（ダメージ）を受けにくい構造とするのが望ましい。

必要に応じて電池メーカと協議するのが良い。」といっ

た内容が考えられる。 

• 外部からの圧力が局所的に電池に伝わることにより、内

部短絡等の発生要因となる可能性があるため、局所的な

圧力を軽減させるような構造とすべきであることを、ガ

イドライン記載することが望ましい。 

• 審議中に次の事項が確認された。 

 製品規格では落下試験が衝撃試験の代替となると想定

している。 

 衝撃試験・振動試験については電池単体で試験してい

るので機器としては不要と考えられる。 

JIS C 62368-1: 2018 M.4.4 （リチウム二次電池を含む機器

の落下試験）に関連要求あり。 

別表第九： JEITA 手引書に対して該当する記載は無し。CIAJ

手引書に対して、試験は 3 (12)（機器落下時の組電池の安全）

が該当する。なお、組電池単体に対しての落下試験は 3 (2)（落

下時の安全）が該当する。 

 

 ① 組電池を PC 本体に装着する際の設計方法として、組電池全体を PC 

本体の筐体で覆う（内蔵する）形態と組電池の一部を筐体から露出する

形態がある。落下・振動・衝撃によって組電池内の単電池に内部短絡等

の障害発生の可能性を評価するため、それぞれの形態に対して評価試験

を実施する必要がある。 

 

 

② 組電池を移動通信端末本体に装着する際の設計方法として、組電

池全体を筐体で覆う（内蔵する）形態と組電池の一部を筐体から露出

する形態がある。落下による振動・衝撃による組電池内の単電池に内

部短絡等の障害発生の可能性を評価するため、それぞれの形態に対

して評価試験を実施する必要がある。なお、形状や重量などが標準的

なダミー筐体等や試験方法が、同等以上の評価方法として妥当性が

確認できればそれを利用してもよい。 

• 安全性確保の観点から、左記に記載があるように、試験によ

る評価が必要であることを、新たなガイドラインに記載す

ることが望ましい。 

 ② 落下・振動・衝撃が組電池に加えられた場合、使用者が組電池の使用

を停止するように PC 本体あるは組電池の取扱説明書または組電池上の

ラベル等を用いて注意を喚起する。 

③ 落下による振動・衝撃が組電池に加えられた場合、特に組電池や

単電池に変形が認められる場合は、使用者が組電池の使用を停止す

るように移動通信機器本体あるいは組電池の取扱説明書または組電

池上のラベル等を用いて注意を喚起することが望ましい。 

• 安全性確保の観点から、左記に記載があるように、組電池の

取扱説明書又は組電池上のラベル等には「ダメージを受け

たものは使わないで下さい。」という趣旨の記載が必要であ

り、推奨事項として、新たなガイドラインに記載することが

望ましい。 

 

JIS C 62368-1: 2018, JIS C6950-1: 2016 にはこのような要求

事項は無い。 

JIS C 8712: 2015：該当する記載は無し。 

別表第九：該当する記載は無し。 
 

 

２－４ 温度管理  

安全で適正な充放電制御を行うために、サーミスタ等を用いた組電池内

の温度管理を適切に行うことが必要であり、組電池と充放電制御システ

２－４ 温度管理と充放電制御 

安全で適正な充放電制御を行うために、サーミスタ等を用いた組電

池内の温度管理を適切に行うことが必要であり、組電池と充放電制

 

JIS C 62368-1: 2018 にも規定はあるが手引書の方が詳細であ

る。 

JIS C 8712: 2015：5.4.2（リチウム系）に温度、電圧、電流の
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ムの設計は、下記の点に留意する。 御システムの設計上の留意点を下記に示す。 管理に対する要求記載があるが、各々の手引書のように詳細

な指示ではない。 

別表第九：1 (3) （温度又は電流の管理）に温度、電流の管理

に対する要求記載があるが、各々の手引書のように詳細な指

示ではない。 

 

 ① 温度監視と充放電制御 ① 温度監視と充放電制御 ― 

 ・ 温度監視は組電池内の単電池の表面温度を測定すること 

なお、サーミスタ等が単一の場合は、PC システムに装着時の組電池内

の温度分布に注意して、その取付け個所を決定すること 

 

 

 

 

 

 

• 想定される異常状態（及び単一故障状態）も考慮した温

度制御に関しても記載することが望ましい。 

• 電池を安全に使用するために温度管理が重要な要素とな

るため、温度監視に用いる温度センサーの位置等に関す

る事項も含めることが望ましい。 

• 単電池の仕様で認められた温度範囲から外れることがな

いようにするための要求事項を、新たなガイドラインに

入れることが望ましい。低温側についても考慮する。 

• センサーを全セルの表面に取り付けるのは現実的で無

い場合があり、センサーが検知した温度から、実際の

電池の表面温度を想定して全てのセルを安全領域内で

制御できることが確認された。（附属書２「リチウム

イオン蓄電池の安全利用対策の代表的事例」の４．機

器側の設計④の検討結果、及び（NITE）（４）「平成

３０年度リチウムイオン電池（LIB）の事故原因究明に

ついて」の検討結果。） 

JIS C 62368-1: 2018 M.4.2 （充電セーフガード）に関連

事項あり。 

 

 ・ 充放電制御は、第 1 章の１－４－３「温度および電流に対する考え

方」に従うこと 

・充放電制御は、第 1 章の 1-4-3「温度および電流に対する考え方」

に沿った方法でなければならない。 

但し、1-4-3「④放電の電流および温度範囲」の項（上限放電温度、

放電開始上限温度に対する規定）は、災害や緊急時の通信手段として

使用されることに考慮して、携帯電話・PHS には適用しなくてもよ

い。 

• 安全性確保の観点から、左記の内容は新たなガイドライン

に記載すべき事項であることを確認した。（新たなガイドラ

イン作成時には、必要に応じて編集上の修正をすることが

望ましい。） 

 

JIS C 62368-1: 2018 M.4.2 （充電セーフガード）に関連

事項あり。 

 

 ② 単電池間の温度バラツキ 

組電池内の単電池間の温度バラツキは、電圧バラツキの原因となるため、

充電時の安全性や容量劣化に大きく影響する。したがって、下記の点に

留意しなければならない。 

・ 組電池内の単電池の温度は均一とするよう単電池の配置および PC 

本体への実装配置を十分に検討すること 

・ 単電池間の表面温度のバラツキは 5℃以内となる設計が望ましい 

② 複数の単電池から構成される組電池 

複数の単電池から構成される組電池の場合、組電池内の単電池間の

温度バラツキが不適切な電圧制御の原因となることを防ぐために、

単電池の配置および携帯電子機器本体への実装配置に配慮すること

が望ましい。 

• 安全性確保の観点から、左記の内容は新たなガイドライン

に、推奨事項として、記載すべき事項であることを確認し

た。（新たなガイドライン作成時には、必要に応じて編集上

の修正をすることが望ましい。） 

• 単電池間の表面温度のバラツキに関し、10℃の差で事故が

あった事例を基にしていることから、推奨温度差は 5℃で良

いとことが確認された。 

 ③ 温度異常への対応 

・ 組電池内の充放電制御素子（FET：Field Effect Transistor 等）の温

度異常に対しては、電流遮断素子（温度ヒューズ等）で充放電経路を遮

断すること 

・ 組電池内の監視温度が限界温度を上回った場合は、電流遮断素子（温

度ヒューズ等）にて充放電経路を遮断することが望ましい 

③ 安全使用温度域外の充電保護 

組電池内の単電池表面温度が上限充電温度を上回る、もしくは下限

充電温度を下回る温度領域において、電池メーカと合意した仕様条

件の範囲内にて充電し、又は充電を停止させる機能の搭載を行わな

ければならない。 

 

• JEITA 手引書に記載のある事項は、ハード的に遮断する

ことを意図しており、CIAJ 担当機器は緊急通信等の手段

として使用されることが想定され、遮断は適切でないこ

とを確認した。 

• 新たなガイドランでは、低温側についても考慮すること

が望ましい。 
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JIS C 62368-1: 2018 M.4.2 （充電セーフガード）に関連

事項あり。 

 

  ④ 温度に関する安全設計の推奨 

・電池温度測定の為のセンサを電池パック内に実装しない場合は、電

池表面温度と温度測定点での検出温度との最大と考えられる温度測

定偏差を記録保存すること。 

・第 1 章の「1-4-4 電池の安全領域の考え方と具体的な設定方法」

で例示された安全領域の考え方に沿った設定方法（以降、安全領域の

設定方法と略す）によって充電温度制御が規定されている場合は、安

全領域の設定方法に対して前述の温度測定偏差相当分以上の安全余

裕度を確保しなければならない。 

• 新たなガイドライン作成時には、上記①（温度監視と充放電

制御）の記載事項を考慮するのが望ましい。 

  ２－５ 保護回路 

組電池の安全性を確保するために、組電池と移動通信端末本体とに

おいて、「2 重の過充電保護＋過電流保護＋電流制限素子＋過放電保

護」の機能の具備が必要であり、それぞれの機能は、2-5-1 項（過充

電保護）、2-5-２項（過電流保護）、2-５-３項（電流制限素子）及び 2-

5-4 項（過放電保護）に沿った機能を実現すること。 

なお、以下の項に示す、2 重の過充電保護、過電流保護、電流制限素

子および過放電保護と同等機能を別方法で実現している場合には、

その方法を該当機能とする。 

 

― 

 

２－５  過充電保

護 

 

① 組電池内には複数個の単電池が配線されている。充電電圧 4.2V の電

池 6 個で構成される組電池の場合、たとえば、2 個の電池を並列配線し

た電池ブロックを 3 個直列配線するが、この場合、全充電電圧が 12.6V 

であっても、各電池ブロックがすべて 4.2V である保証はなく、電池ブ

ロック間に電圧バラツキが発生し過充電となる場合がある。したがって、

以下の充電制御を考慮しなければならない。 

・ 全電圧管理と共に電池ブロック毎の電圧管理を行うこと 

・ 組電池内の各電池ブロック電圧は単電池の上限充電電圧を上回らな

いこと 

・ 過充電状態（一次保護）を検出した場合は、充電を停止する。ただし、

放電は可とする 

② 単電池間の電圧バラツキ 

単電池を並列配線構成にした組電池において、CID（Current Interrupt 

Device）が作動した場合や電池の劣化が進行した場合、単電池への充電

電流や充電電圧バランスの異常が発生し、安全上の問題に繋がる場合が

ある。したがって、各電池ブロックの電圧バラツキを監視し、上限充電

電圧を上回った場合は、電池の利用を制限する。 

２－５－１ 過充電保護 

過充電保護は安全の観点からは特に重要であり、2 重の過充電保護

を実現させるために、電子回路的な保護を設けること。 それぞれの

保護は相互に独立した別の基準電圧と別の素子を用いる等の、他の

回路動作の影響をできる限り受けない独立の保護とすること。例え

ば、移動通信端末本体等において、上限充電電圧を超えないように制

御を行う機能を持つ場合には、充電回路の充電電圧制御回路と単電

池の近傍に設ける過電圧での充電停止（過充電保護）回路が該当す

る。 

① 基準適合確認 

携帯電話・PHS に使用する組電池は JIS C 8714: 2007 5.8 項に規

定された「組電池の過充電保護の確認試験」に適合しなければならな

い。代表的な実現方法としては、充電電圧を 4.25V 以下に制限する

充電電圧制御回路の機能が該当する。 

 

 

② 充電条件 

過充電を防止するために、電池メーカとの間で合意した充電に関し

て仕様を定め、該当する仕様の条件で充電を完了しなければならな

• 過充電保護について、左記に記載のある事項で安全性を確

保できることを確認した。必要に応じて見直しを行い、新た

なガイドラインに入れることが望ましい。また、セルアンバ

ランス時の充電停止についても、ここに記載の事項の中に

含まれている（附属書２「リチウムイオン蓄電池の安全利用

対策の代表的事例」の３．セル設計⑤検討結果。） 

• 充電回路の故障（充電制御ができない）をユーザに知らせ

ることは必要であるとの意見があった。充電ランプが点灯

しないのも通知となることが確認された。 
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い。量産時の充電電圧値の分布の中心値と分布範囲は、仕様合意した

充電電圧の設計中心値と分布範囲を誤差の範囲以上に越えてはなら

ない。誤差は 5mV 以下であることが望ましい。 

 ③ 多重保護（過充電） 

充放電システム全体で FMEA（Failure Mode and Effects Analysis）等

の手法を用いて仮定故障の危険度を検証し、必要に応じて多重保護を行

う。 

④ 定格充電完了条件 

過充電を防止するために、電池メーカ規定の条件で充電を完了する。 

２－５－２ 過電流保護 

携帯電話・PHS 又は組電池において、過大な放電電流を制限する電

子回路的な保護機能を設けること。 

２－５－３ 電流制限素子 

過充電保護・過電流保護の電子回路が機能しない場合に備えて、又

は、電子回路と協調して安全性を高めるべく、電流制限手段を電子回

路的な保護以外に設けること。 例えばヒューズや PTC が該当する。 

• 上段落参照 

２－６  過放電保

護 

 

リチウムイオン二次電池では、特に過放電状態において負極の集電体金

属が溶出し、この金属が充電時に局所的に析出する可能性がある。この

析出物は正極に向かって成長し、内部短絡または漏液発生の可能性があ

る。 

 

２－５－４ 過放電保護 

リチウムイオン蓄電池では、特に過放電状態において負極の集電体

金属が溶出し、この金属が充電時に局所的に析出する可能性がある。

この析出物は正極に向かって成長し、内部短絡を引き起こして発熱

する可能性がある。従って過放電を防止する電子回路的な保護機能

を具備すること。 

― 

 

JIS C 62368-1: 2018 及び JIS C 6950-1: 2016 ではの製造業

者が提供した充放電特性のデータを評価することによって適

否を判定することとしているが、充電制御とは関連性が無い。 

JIS C 8712: 2015：該当する記載は無し 

別表第九：該当する記載は無し 

 

 各電池ブロック電圧が下限放電電圧を下回る場合には、その電池へは充

電しないことが望ましい。 

また、単電池電圧又は各電池ブロック電圧が下限放電電圧を下回る

場合の電池への充電に関しては、保護回路の必要性も含めて電池メ

ーカとの合意によりその可否を決定すること 

• 過放電が安全性に影響することは少ないと考えられること

から、左記の内容は推奨事項としてガイドラインに入れる

ことが望ましい。 

２－７ 劣化 長期間にわたる使用が、すぐさま「危険」な状態であるとは一概には言

えないが、安全面から見た場合、リスクが存在することは否めない。サ

イクル劣化が進み、容量が初期容量（定格容量）の 50％以下に低下した

組電池の場合、一部の単電池に急激な劣化が進行する可能性が高まる。

このため、組電池内の単電池間バランスが崩れ、劣化が進行した単電池

からの漏液発生等により、組電池全体が不安全になるリスクがある。 

したがって、下記の点を考慮する。 

・ 組電池の劣化度合いを使用者に認識させるために、容量保持率（対初

期容量）等の情報をメッセージとして発信すること 

・ たとえば、組電池の容量保持率が 50％以下になれば劣化が進行して

いる旨の警告を発し、30％以下では寿命による使用の禁止を促すメッセ

ージを発信する 

ユーザが安全について不安を持ち得る事象（例えば、電池膨れや容量

劣化等）に対して、適切な安全情報を伝達することが望ましい。 

• 長期使用による劣化がほとんどであることから、タイトル

を「長期使用」とすることが望ましい。 

• JEITA 手引書にある情報メッセージに関する事項は、

JEITA での決め事であることを確認した。 

• 劣化とは性能劣化のことである。このことは JEITA 手引書

にある「長期間にわたる使用が、すぐさま「危険」な状態で

あるとは一概には言えないが、安全面から見た場合、リスク

が存在することは否めない」との表し方で可能となってい

ると考えられ、その記載が望ましい。 

• 長期に電池を安全に使用するため、次のような制御方法に

ついての具体例を記載するのが望ましい。 

『長期使用に伴い、単電池内部の状態が初期使用時から変

化し、使われ方や使用環境により危険事象の発生リスクが

高まることがある。この場合、機器全体としての制御の必

要性、及び制御方法の妥当性は、電池メーカ（単電池又は

組電池製造業者）と機器メーカ（機器製造業者）が協議し

てリスク低減に取り組むことが望ましい。 

この考え方は、危険事象の発生リスクを下げる取り組みで

あり、リスクの排除を保証するものではない。 

注記１ 上記の制御は安全性の向上を目的とし、充電量

を制限することで組電池の長寿命化を図る機能と

は目的が異なる。』 

注記２ 制御方法には、充電電圧の抑制、一定の容量ま

で劣化した際の充電禁止、充電電流の抑制、放電

終止電圧の引き上げ、などがある。 
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• 審議中に次のコメントがあった。 

 長期使用後の単電池内部の変化は単電池の設計及び使用

される機器によっても異なる。従って、制御方法の妥当

性を検証する試験は、標準化が困難である。 

 誤解を防ぐため、JEITA ガイドライン『２－７劣化』

の冒頭部「長期間にわたる使用が、すぐさま「危険」な

状態であるとは一概には言えないが、安全面から見た場

合、リスクが存在することは否めない」と組み合わせて

記載する必要がある。 

 

（附属書２「リチウムイオン蓄電池の安全利用対策の代表的

事例」の４．機器側の設計①の検討結果、及び参考資料（４）

「平成３０年度リチウムイオン電池（ＬＩＢ）の事故原因究明

について（NITE）」の検討結果。） 

 

 

JIS C 62368-1: 2018 及び JIS C 6950-1: 2016 での要求事項

は無い。 

JIS C 8712: 2015：該当する記載は無し。 

別表第九：該当する記載は無し。 

 

  ２－７ 確認事項の保持 

手引き書の内容をセットメーカと電池メーカは、少なくとも以下に

示す安全性に関わる仕様項目について吟味して、互いに必要な項目

を選んで合意すること。また、その合意した項目に関して、設計中心

値、精度等を取り交わし、互いに保管すること。なお、以下はセット

メーカと電池メーカとの間の安全性仕様項目と安全領域の設定方法

の例である。 

①セットメーカと電池メーカとの間の安全性仕様項目の合意例 

②安全領域の設定方法の合意例 

 

― 

 

JIS C 62368-1: 2018 及び JIS C 6950-1: 2016 での要求事項

は無い。 

JIS C 8712: 2015：該当する記載は無し 

別表第九：該当する記載は無し 

第 3 章 試験およ

び判定基準 

 

３－１ 概論 

安全な単電池設計（第 1 章）、安全な使用方法（第 2 章）は、安全性試験

（第 3 章）の試験内容で確認されなくてはならない。すなわち、安全な

単電池設計に基づいて製造した単電池からなるリチウムイオン二次電池

システムは、安全な使用方法で用いられたとき、安全性が確保されたも

のであることを明らかにする必要がある。具体的には、従来の IEC 

62133、JIS C8712 で試験されていた基準に加え、本章において記載す

る試験を実施し、評価する必要がある。" 

 • 第 3 章に記載されている内容についてはガイドラインに入

れる必要が無いことを確認した。（確認した事項を次に示

す。） 

 CIAJ 手引書に記載のない理由は 3 章の内容を網羅し

た JISC8714（JIS C 8712: 2015 にはこれらの内容は

包含されている。）が発行されたのちに手引書を発行し

たためである。（JEITA 手引書は JIS 発行前に作成され

た。） 

 JIS C 8712: 2015 に適合する場合は、別表第九に適合

しているとみなせる。  

 ３－３で規定する組電池および PC システムに対して

追加する試験は、ガイドラインを守るために試験方法

を規定したものであり、規格化されたため記載の必要

は無い。 
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３－２  

単電池に対して追

加する試験 

本項に記載する試験を実施する際の試験条件を以下に示す。 

試験条件： 

 ― 

 

JIS C 8712: 2015: 8.1.1（第一手順）が該当するが、8.1.2（第

二手順）も存在し試験項目によって適用する充電手順が異な

る。 

別表第九: 附表第一に記載されているが、他の充電手順も附表

第一には存在し試験項目によって適用する充電手順が異な

る。 

a) 試験を行うための充電手順 ここに記載する試験は、電池メーカが規

定する標準温度域の上限および下限で、上限充電電圧および最大充電電

流を適用して充電した単電池および組電池を用いて実施する注。単電池

および組電池を充電に先立ち、20±5 ℃で 0.2 ItA の定電流で，規定す

る放電終止電圧まで放電する 

 ― 

b) 各試験項目内で記載されてある「完全充電した」の表現は、特に記載

がない限り、「a 項に記載された充電手順によって上限充電電圧まで充電

された」に置き換える。充電時の容量は定格容量以上に充電されている

状態となる。 

注：現在のコバルト酸リチウム－炭素系を用いたリチウムイオン二次電

池の場合、試験条件として、上限充電電圧および最大充電電流を各々

4.25V、0.7ItA、標準温度域の上限および下限を各々45℃、10℃とする。

これ以外の場合は電池メーカが別途規定する。 

 ― 

 

注：の内容は JIS C 8712: 2015 及び別表第九に該当する記載

なし。 

 

３－２－１  

上限充電電圧にお

ける安全試験 

要求事項および試験： 

表１記載の項目に対して、上限充電電圧において、JIS C8712 の 4 章に

規定される要求事項を満足する必要がある。試験は表中に記載の対応試

験で行う。 

 

 

 

• JIS C 8712: 2015 に記載のある内容で良いことを確認した。 
 

JIS C 8712: 2015: 8.3.5（圧壊）、8.3.1（外部短絡（単電池））、

8.3.2（外部短絡（組電池）、8.3.4（加熱）が該当するが、JEITA

手引書で参照している JIS C 8712: 2006 と最新版の JIS C 

8712: 2015 で充電方法の差異がある。試験内容も記述に多少

の違いはあるが本質的に大きな違いはない。 

 

別表第九: 3 (5) 圧壊時の安全、3 (1) 外部短絡時の安全、3 (4) 

異常高温時の安全 が該当するが、JEITA 手引書で参照して

いる JIS C 8712: 2006 と充電方法の差異がある。試験内容も

記述に多少の違いはあるが本質的に大きな違いはない。 

 

判定基準： 

JIS C8712 の 4 章に規定される対応試験の判定基準を満足すること。 

 ― 

３－２－２  

強制内部短絡試験 

要求事項：単電池で、故意に異物が混入された状態で、異物を経由した

内部短絡によって発火または破裂を引き起こさない。 

 • JIS C 8712: 2015 に記載のある内容で良いことを確認した。 
 

JIS C 8712: 2015: 8.3.8（強制内部短絡）が、JEITA 手引書 

3-2 で規定している充電方法ではなく、8.1.2（第二手順）によ

る充電が必要である。試験内容も JIS C 8712: 2015 の方がよ

り詳細に規定されている。 

 

別表第九: 3 (10) 強制的な内部短絡時の安全 が該当するが、

JEITA 手引書 3-2 で規定している充電方法ではなく附表第

一で規定している別の方法による充電が必要である。試験内

容も別表第九の方がより詳細に規定されている。 

 

試験： あらかじめ完全充電した単電池の電極体を電池筐体より取り出

し、導電性の異物を、①正極活物質－負極活物質間、②集電体箔－活物

 ― 
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質間に挿入する。標準温度域の上限である試験温度に安定させた後、内

部短絡による電圧の降下が観測される地点まで圧力を印可する。 

判定基準：①および②の場合で、発火があってはならない。  ― 

３－３  

組電池および PC

システムに対して

追加する試験 

JIS C8712 の 4 章に規定される試験に加え、以下の試験を実施する。 

 

 ― 

３－３－１  

自然落下 

要求事項： 容量 100％に充電した組電池あるいは電池メーカの定める充

電方法で定格容量に充電した組電池を、PC 本体に装着した状態で、落下

あるいは衝撃が加わった場合において、単電池に内部短絡または外部短

絡を引き起こす可能性のある変化が起こってはならない。試験は標準温

度域で実施する。 

 ― 

 

JIS C 8712: 2015：8.3.8D（機器に装着した組電池の落下）が

該当。 

別表第九： 3 (12)（機器落下時の組電池の安全）が該当。 

 

 

試験： 1000mm±10mm の高さから、組電池を PC 本体に装着した状態

で、鉄板あるいはコンクリートの床への落下試験を行う。容量 100%の組

電池を使用し、試験数は３セットとする。落下方向は、設計の観点から

組電池に対して最も安全性に影響を与えると判断される方向を選択す

る。試験は、PC 本体を実際に落下させる代わりとして、落下と同等の衝

撃を組電池に印可することにより、模擬的に実施してもよい。 

 ― 

判定基準： 単電池において内部短絡による電圧の降下あるいは温度上昇

がないこと。組電池内部において外部短絡がないこと。 

 ― 

３－３－２  電池

ブロック毎の過充

電保護 

要求事項： 組電池内の単電池の電圧バラツキにより、ある特定の電池ブ

ロックが高い電圧になった場合において、各電池ブロック電圧は単電池

の上限充電電圧以下に制限されること。 

 ― 

 

JIS C 8712: 2015：8.3.8E（過充電保護）が該当。試験内容も

JIS C 8712: 2015 の方がより詳細に規定されている。 

別表第九： 3 (11)（過充電の保護機能）が該当。試験内容も別

表第九の方がより詳細に規定されている。 

 

試験： 電池ブロック毎に上限充電電圧を上回る状態を発生させる。試験

は標準温度域で実施する。 

 ― 

判定条件： 電池ブロック毎の過充電状態を正しく検出し、上限充電電圧

以下で充電動作を停止すること 

 ― 

３－３－３  一つ

の仮定故障におけ

る過充電保護回路

の動作評価 

要求事項： 充放電システムは、一つの仮定故障において過充電保護回路

が動作しなければならない。 

 ― 

 

JIS C 8712: 2015：該当する記載は無し。 

別表第九：該当する記載は無し。 

 

試験： PC システムおよび組電池の充放電経路上の回路素子のすべてに

おいて一つ仮定故障を発生させて充電を行う。なお、既に検証実施した

システムと同等の充放電システム構成である場合は、机上検証で代用で

きる。試験は標準温度域で実施する。 

 ― 

判定条件： 各仮定故障の過充電保護動作がなされること。 

 

 ― 
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３－３－４  

安全使用温度域外

の充電保護 

要求事項： 組電池内の単電池表面温度が、上限充電温度を上回る、もし

くは下限充電温度を下回る使用温度域外において、各単電池は充電を停

止されなければならない。 

 ― 

 

JIS C 8712: 2015：該当する記載は無し。 

別表第九：該当する記載は無し。 

 

試験： 上限充電温度を上回る、もしくは下限充電温度を下回る状態を発

生させる。 

 ― 

判定条件： 温度を正しく検出し、上限充電温度もしくは下限充電温度を

超えた時点で充電動作を停止すること。 

 ― 
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JEITA 手引書 CIAJ JIS C 8712 の関連部分 別表第九 JIS C 62368-1: 2018 

① 組電池内には複数個の単電池が配線さ

れている。充電電圧 4.2V の電池 6 個で構成

される組電池の場合、たとえば、2 個の電池

を並列配線した電池ブロックを 3 個直列配

線するが、この場合、全充電電圧が 12.6V で

あっても、各電池ブロックがすべて 4.2V で

ある保証はなく、電池ブロック間に電圧バ

ラツキが発生し過充電となる場合がある。

し たがって、以下の充電制御を考慮しな

ければならない。 

・ 全電圧管理と共に電池ブロック毎の電
圧管理を行うこと 

・ 組電池内の各電池ブロック電圧は単電

池の上限充電電圧を上回らないこと 

・ 過充電状態（一次保護）を検出した場合

は、充電を停止する。ただし、放電は可とす

る 

 

② 単電池間の電圧バラツキ 単電池を並

列配線構成にした組電池において、CID

（Current Interrupt Device）が作動した

場合や電池の劣化が進行した場合、単電

池への充電電流や充電電圧バランスの異

常が発生し、安全上の問題に繋がる場合

がある。したがって、各電池ブロックの

電 圧バラツキを監視し、上限充電電圧を

上回った場合は、電池の利用を制限する。 

 

③ 多重保護（過充電） 

充放電システム全体で FMEA（Failure 

Mode and Effects Analysis）等の手法

を用いて仮定故障の危険度を検証し、必

要に応じて多重保護を行う。 

 

④ 定格充電完了条件 過充電を防止す

るために、電池メーカ規定の条件で充電

を完了する。 

 

２－５－１ 過充電保護 

過充電保護は安全の観点からは特に重要

であり、2 重の過充電保護を実現させる

ために、電子回路的な保護を設けるこ

と。 それぞれの保護は相互に独立した

別の基準電圧と別の素子を用いる等の、

他の回路動作の影響をできる限り受けな

い独立の保護とすること。例えば、移動

通信端末本体等において、上限充電電圧

を超えないように制御を行う機能を持つ

場合には、充電回路の充電電圧制御回路

と単電池の近傍に設ける過電圧での充電

停止（過充電保護）回路が該当する。 

① 基準適合確認 

携帯電話・PHS に使用する組電池は

JIS C 8714 5.8 項に規定された「組電

池の過充電保護の確認試験」に適合しな

ければならない。代表的な実現方法とし

ては、充電電圧を 4.25V 以下に制限す

る充電電圧制御回路の機能が該当する。 

② 充電条件 

過充電を防止するために、電池メーカと

の間で合意した充電に関して仕様を定

め、該当する仕様の条件で充電を完了し

なければならない。量産時の充電電圧値

の分布の中心値と分布範囲は、仕様合意

した充電電圧の設計中心値と分布範囲を

誤差の範囲以上に越えてはならない。誤

差は 5mV 以下であることが望ましい。 

２－５－２ 過電流保護 

携帯電話・PHS 又は組電池において、

過大な放電電流を制限する電子回路的な

保護機能を設けること。 

２－５－３ 電流制限素子 

過充電保護・過電流保護の電子回路が機

能しない場合に備えて、又は、電子回路

と協調して安全性を高めるべく、電流制

限手段を電子回路的な保護以外に設ける

こと。 例えばヒューズや PTC が該当

する。 

 

5.6.2 リチウム系の組電池に関する設計上の留意

事項 

組電池を構成する各単電池又は各電池ブロックの

電圧は，表 4 に規定する上限充電電圧を超えては

ならない。ただし，上限充電電圧を超えない機能

が機器側にある場合には，機器側で上限充電電圧

を超えていないことを確認しなければならない。 

次に示すことを組電池設計時に考慮しなければな

らない。 

a) 電池ブロックからなる組電池は，単電池の充

電電圧が表 4 に規定する充電電圧の上限値を超え

てはならない。 

b) 直列接続された複数の単電池，又は直列接続

された複数の電池ブロックからなる組電池は，全

ての単電池又は全ての電池ブロックの電圧を監視

し，単電池又は電池ブロックの電圧が表 4 に規定

する充電電圧の上限値を超えてはならない。 

c) 直列接続された複数の単電池，又は直列接続さ

れた複数の電池ブロックからなる組電池は，全て

の単電池又は全ての電池ブロックの電圧を測定

し，単電池又は電池ブロックが充電電圧の上限値

を超えたときに充電が停止しなければならない。 

 

8.3.6 過充電（組電池） 

組電池の過充電試験は，次による。 

a) 要求事項 製造業者が推奨する充電時間よりも

長時間充電しても，発火又は破裂を引き起こさな

い。ただし，特殊な構造の組電池については，適

用しない。 

b) 試験 周囲温度 20±5 ℃かつ 0.2 It A の定電

流で，製造業者が指定する設計上の放電終止電圧

まで放電した組電池に対し，2.0 It A の定電流で

充電する。試験の間又は電源電圧に達するまで，

2.0 It A の定電流を維持する電源を用いる。電源

電圧は推奨する充電器の最大電圧（推奨する充電

器の最大電圧が入手できない場合は，単電池当た

り 5.0 V とする。）を超えない値を用いる。組電

池には熱電対を装着し，組電池の容器温度を計測

する。試験は，容器の温度が定常状態（30 分間

の温度変化が 10 ℃未満）に達するか，20±5 ℃

に戻るまで続ける。 

c) 判定基準 発火又は破裂があってはならない。 

 

8.3.8E 過充電保護（組電池） 

組電池の過充電保護試験は，次による。 

a) 要求事項 組電池内の単電池又は単電池を並列

に接続した電池ブロックは，パラメータ測定許容

差にかかわらず表 4 の上限充電電圧を超えてはな

らない。ただし，機器などにおいて，上限充電電

圧を超えないよう制御を行う場合は，適用しな

い。 

b) 試験 周囲温度 20±5 ℃において，1)～3)のい

ずれかの方法で試験を行う。過充電の保護機能を

（５）組電池への単電池組込み 

電池ブロックを直列接続する組電池にあって

は、電池ブロックが同等の容量になるように

単電池を組み込み、転極が起こらないように

すること。ただし、転極が起こらないよう機

器又は組電池に制御機構を設けている場合は

この限りでない。 

（１１）過充電の保護機能 

周囲温度が 20±5℃である状態において、次

のいずれかの方法で試験を行つたとき、組電

池内の電池ブロックが附表第一表２の上限充

電電圧を超えないこと。 

ただし、過充電の保護機能は組電池に備える

か、または組電池を装着した機器若しくは充

電器に備えてもよい。 

イ 1 個の電池ブロックで構成される組電池

にあっては、充電時に電池ブロックに加えら

れる電圧を測定する。 

ロ 電池ブロックを直列に 2 個以上接続した

構造の組電池にあっては、各電池ブロックの

電圧を計測しながら充電を行い、同時に一つ

の電池ブロックを徐々に強制的に放電させ、

そのほかの各電池ブロックの電圧を測定す

る。 

ハ 電池ブロックを直列に 2 個以上接続した

構造の組電池にあっては、各電池ブロッ

クの電圧を計測しながら附表第一表２の

上限充電電圧を超える電圧を電池ブロッ

クに加え、充電が停止するときの電圧を

測定する。 

 

M.4.2 充電セーフガード 

M.4.2.1 要求事項  

通常動作状態，異常動作状態，又は単一故障

状態の下で，リチウム二次電池のそれぞれの

セルの充電電圧及び充電電流は，それぞれ指

定最大充電電圧及び指定最大充電電流を超

えてはならない。 

異常動作状態の下で，電池の充電回路は次を

満たさなければならない。 

－ 電池の温度が指定最高充電温度を超えて

いるとき，充電を停止しなければならない。 

－ 電池の温度が指定最低充電温度未満にな

っているとき，電池製造業者が指定する電流

値に制限しなけ 7214 ればならない 

M.4.2.2 適合性 

適否は，通常動作状態，異常動作状態及び

単一故障状態の下で，リチウム二次電池の

それぞれのセルに対して充電電圧，充電電

流及び温度を測定することによって，判定

する。セルの温度は，電池製造業者が指定

する箇所で測定する。充電電圧，充電電流

又は温度に影響を及ぼすような単一故障状

態は，B.4 に従って適用する。 

注記 1 封入形の組立品の場合，熱電対

は，封入する前に，セルの表面に取り付け

ておくのがよい。 

通常制御回路に加えて保護デバイス又は保

護回路の動作によって，電池が不安全な状

態になることを防ぐ場合，異常動作状態又

は単一故障状態にした直後では，指定最大

充電電圧を超える充電電圧及び指定最大充

電電流を超える充電電流は無視してもよ

い。 

適切な場合，この測定では，電池を，電池

負荷を模擬した回路に置き換えて試験を行

ってもよい。 

充電電圧は，リチウム二次電池が満充電に

なったときに測定する。充電電流は，指定

最大充電電圧までの充電サイクルの全期間

にわたって測定する。 

試験中及び試験終了後，次を満たさなけれ

ばならない。 

－充電電圧は，指定最大充電電圧を超えな

い。 

－充電電流は，指定最大充電電流を超えな

い。 

－電池の温度が指定最高充電温度を超える

ときは，電池の充電が止まる。 

－電池の温度が指定最低充電温度未満のと

きは，充電回路は電流を電池製造業者が指

定する値に制限する。 

一般人が機器から取り外すことができる電

池を含む機器の場合，適否は，上記に追加

して，通常動作状態，異常動作状態及び単



26 

 

評価するための回路構成例を，図 2A に示す。た

だし，この回路構成はあくまで例示であることか

ら，実際の測定においては電池製造業者と評価者

との間であらかじめ試験方法を決定して実施して

もよい。また，この試験の目的は，組電池の制御

として適切な過充電保護機能が備えられているこ

とを確認するものであり，過充電の保護機能は組

電池に備えるか，又は組電池を装着した機器若し

くは充電器に備えてもよい。 

1) 組電池が単電池又は 1 段の電池ブロック構成

の場合，充電時に単電池又は電池ブロックに印加

される電圧を測定する。 

2) 組電池が，単電池又は電池ブロックを直列に 2 

個以上接続した構造の場合，各単電池又は電池ブ

ロックの電圧を計測しながら充電を行い，同時に

一つの単電池又は電池ブロックを徐々に強制的に

放電させ，その他の各単電池又は電池ブロックの

電圧を測定する。 

3) 組電池が，単電池又は電池ブロックを直列に 2 

個以上接続した構造の場合，各ブロックの電圧を

計測しながら表 4 の上限充電電圧を超える電圧を

単電池に印加し充電が停止するときの電圧を測定

する。 

c) 判定基準 上限充電電圧を超えてはならない。

ただし，電池内でリチウムイオンの移動が追従し

ない電圧変動は含まない。例えば，リップル，ノ

イズなどを想定した 50 kHz 以上の交流成分の電

圧変動は含まない。 

 

一故障状態の下で，充電電圧及び充電電流

を測定し，かつ，機器の温度制御機能を確

認して判定する。 

電池の保護回路によって制御する全ての要

素は，関連の JIS 又は IEC 規格の電池規格

に規定する範囲内でなければならない。さ

らに，次の全てに適合しなければならな

い。 

－電池からの最大電流は，電池の仕様範囲

内になければならない。 

－試験中，電池の温度は電池製造業者が指

定する許容温度を超えてはならない。 

注記 2 制御する要素とは，電圧，電流及び

温度である。 
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附属書２ リチウムイオン蓄電池の安全利用対策の代表的事例 

 

１．製造工程管理の徹底 

① 原材料受け入れ時に成分分析し異物混入量を管理 

② 磁選機／マグネットバーによる磁性体除去及び磁性体の管理 

③ 湿度管理 

④ セル完成品の内部抵抗値・電圧などの管理 

⑤ セル完成品の高温エージングによる不良品選別 

⑥ X 線検査による巻回体巻きずれ等の管理 

⑦ 定期的 （数時間）に抜き取り分解検査 

⑧ 電解液注液量の全数検査 

⑨ 部品（または材料）ロット、作業員などのトレーサビリティ確保 

 

２．製造工程における異物混入対策 

① 各工程のクリーンルーム化 

② 入退出時のエアシャワー／入室時の床の粘着テープによる靴底の異物除去 

③ 機器摺動部の樹脂化による金属くずの発生防止 

④ ブロアや集じん機による異物の除去／カバーによる異物混入防止 

⑤ イオナイザ（静電気対策機器）による除電 

⑥ 製造工程の全自動化 

⑦ 液体原料について、配管のマグネットやメッシュによる異物除去 

⑧ トラブル・非常時の復旧前の清掃徹底 

⑨ 製造工程中の缶体開口部方向の適切な設定 

⑩ 異物堆積の防止のため、床の段差や機器の隙間の排除（ただし、テープの貼付は禁止） 

 

３．セル 設計 

① 搭載機器に最適なセル選定のため、初期段階から機器設計側との協議／摺り合わせ 

② 巻回体において、発火に繋がる短絡が発生しやすい箇所の保護 
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③ 難燃化対策／セルの内圧上昇対策として適切なセパレータの選択 

④ 難燃剤による筐体の難燃化  

⑤ セルアンバランス時の充電停止 

 

４．機器側の設計 

① セルの経年劣化に応じ充電電圧を下げるなどの制御を予め機器側 BMU でプログラムする。 

② 電解液漏れ等への対策として BMU 基板の実装面へのポッティング 

③ 筐体の難燃化 

④ 温度センサーを全セルに搭載するなど、温度監視するセルの増加 
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はじめに 
 
リチウムイオン二次電池は、1990年代初めにポータブル電子機器用電源として商品化され、
以来、高性能化されてきた。民生用の機器に使用するに当たり､電池の安全利用について十

分な配慮をする必要があり、社団法人電池工業会（以下、BAJ：Battery Association of 
Japan）では 1999年、NEMA（米国、National Electrical Manufacturers Association）、
EPPA（欧州、European Portable Battery Association）と協業し、「ポータブル形の充電
式リチウムイオン電池の安全な設計･製造および使用に関する手引書」【1】（以下、3極手引
書）をまとめた。 
 
リチウムイオン二次電池は、高いエネルギー密度を有するという最大の特徴から、ポータ

ブルコンピュータ（ノート型 PC）の二次電池として採用が進み、現在ではノート型 PCの
主要二次電池という位置を占めるに至っている。しかしながら、2006年夏に発生した組電
池の発火事故を契機に、ノート型 PCにおけるリチウムイオン二次電池のより安全な利用に
関する指針策定の必要性が高まり、社団法人電子情報技術産業協会（以下、JEITA：Japan 
Electronics and Information Technology Industries Association）と BAJは、協業してこ
の問題に取り組んだ。 
 
本手引書は、ノート型 PC用二次電池に関して、より高い水準の安全性確保の観点から、単
電池、組電池および PCシステムからなるリチウムイオン二次電池システムにおける、安全
に関わる設計・評価上の留意点をまとめ、安全利用の指針とするものである。 
 
JEITA および BAJ は本手引書によって､ノート型 PC 用二次電池の安全利用を著しく向上
させうると考えており、単電池、組電池および PCシステムからなるリチウムイオン二次電
池システムを設計・製造する事業者に対して、本手引書への準拠を強く推奨する。 
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適用範囲 
本手引書の適用範囲は､ノート型 PC に用いられる円筒形および角形のリチウムイオン二次
電池およびリチウムイオンポリマー二次電池である｡これらの単電池の容量は､100mAh～
5,000mAhの範囲である｡ 
 

引用規格等 
【1】「ポータブル形の充電式リチウムイオン電池の安全な設計･製造および使用に関する手

引書」、BAJ（日本）/ NEMA（米国）/ EPBA（欧州）、1999 年 11月 
【2】JIS C8712 「密閉形小形二次電池の安全性」 
 

警告 
本手引書に記載する試験は、適切な対策を怠ると、危害を及ぼすおそれがある。試験は、

適切な資格と経験を持つ専門家だけが、適切な保護措置を装備した上で実施することを前

提としている。 
 

注意 
本手引書記載の内容の一部が、技術的性質を持つ特許権、出願公開後の特許出願、実用新

案権、または出願公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起す

る。JEITA および BAJ は、このような技術的性質を持つ特許権、出願公開後の特許出願、
実用新案権、または出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について、責任を持た

ない。 
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用語の定義 
本手引書で用いる主な用語の定義は、次による。 
定義された各用語によって表される具体的な電圧値等の値については、性能および安全性

の見地から電池メーカが定める。 
なお、基本的な用語についてはJIS C8712【2】に準拠する。 
 
単電池： 

電極、セパレータ、電解液、容器、端子等から構成され、充電することによって化学エネ

ルギーを電気エネルギーに転換して電気エネルギー源を供給するシステムの基本構成ユニ

ット。 
【参考】「素電池」、「セル」と呼ぶこともある。 
 
組電池： 

電気エネルギー源として使用できるよう単電池を単数または複数用いて組み立てられたも

ので、電圧、寸法、端子配列、容器および放電性能によって特徴付けられるもの。 
【参考】「電池パック」、「バッテリ」と呼ぶこともある。 
 
電池ブロック： 

組電池内において、並列配線された 1個あるいはそれ以上の単電池の集まり。 
 
上限充電電圧： 

安全性の見地から各単電池が許容可能な上限の充電時単電池電圧。充電器による充電制御

に不具合を生じ、これを上回る電圧を保護回路が検知した場合は、ただちに充電を停止す

る。ただし、復帰は可とする。標準温度域、低温度域、高温度域でそれぞれその値を定め

る。 
【参考】二次的な保護電圧については、本来踏み入ってはならない過充電領域で充電がさ

れているため、可能な限りそれぞれの温度域における上限充電電圧に近接した値をとるべ

きである。また、上記二次的な保護が作動した履歴のある組電池は使用禁止とする。ただ

し、放電は可とする。 
 
単電池定格充電電圧： 

単電池定格容量を測定する時に適用する定電圧充電時の単電池電圧。 
 
単電池定格放電終止電圧： 

単電池定格容量を測定する時に適用する放電終了時の単電池電圧。

 
下限放電電圧： 

安全性の見地から各単電池が許容可能な下限の単電池電圧。これを下回った場合、充電し

ないことが望ましい。 
 
最大充電電流： 

安全性の見地から各単電池が許容可能な最大の充電電流。充電中に充電電流がこの値を上

回ってはならない。標準温度域、低温度域、高温度域でそれぞれその値を定める。 
 
最大放電電流： 

安全性の見地から各単電池が許容可能な最大の放電電流。放電中に放電電流がこの値を上

回ってはならない。 
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標準温度域（T2～T3）： 

充電電圧および充電電流については、安全性の見地から、標準温度域、高温度域、低温度

域のそれぞれの温度域に分けて上限値および最大値を定義しているが、そのうち、最も高

い値を適用することが可能な単電池表面温度領域。 
 
低温度域（T1～T2）： 

標準温度域より低い温度域であり、かつ安全性の見地から、標準温度域における最大充電

電流、上限充電電圧の一方または両方を変えることにより許容可能な、充電時単電池表面

温度領域。 
 

高温度域（T3～T4）： 

標準温度域より高い温度域であり、かつ安全性の見地から、標準温度域における最大充電

電流、上限充電電圧の一方または両方を変えることにより許容可能な、充電時単電池表面

温度領域。  
 
推奨温度域（T5～T6）： 

性能の見地より電池メーカが推奨する単電池表面温度領域。 
 
下限充電温度： 

安全性の見地から各単電池が許容可能な充電時の単電池表面温度の下限値。充電前あるい

は充電中に単電池表面温度がこの値を下回った場合は、いかなる電流の充電も行ってはな

らない。 
【参考】T1に相当 
 

上限充電温度： 

安全性の見地から各単電池が許容可能な充電時の単電池表面温度の上限値。充電中に単電

池表面温度がこの値を上回った場合は、いかなる電流の充電も行ってはならない。 
【参考】T4に相当 
 
充電開始上限温度： 

安全性の見地から各単電池が充電を開始してもよい単電池表面温度の上限値。充電前に単

電池表面温度がこの値を上回っている場合は、高温度域の充電条件を適用する。 
【参考】T3に相当 
 

上限放電温度： 

安全性の見地より各単電池が許容可能な単電池表面温度の上限値。放電中に単電池表面温

度がこの温度を上回らないようにする。 
 

放電開始上限温度： 

安全性の見地から各単電池が放電を開始してもよい単電池表面温度の上限値。放電前に単

電池表面温度がこの値を上回っている場合は、放電を開始してはならない。 
 
限界温度： 

安全の見地より電池メーカが規定する単電池表面温度。使用時の他、保管時においてもこ

の値を上回ってはならない。 
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第 1章 リチウムイオン二次電池の設計における留意点 
 
１－１ 概論 

リチウムイオン二次電池は、正極にリチウム含有金属系酸化物（金属：Co、Mn、Ni 等）、
負極に炭素材料（黒鉛、ハードカーボン等）、電解液として有機溶媒が用いられている。充

放電はリチウムイオンが正極と負極間の電解液内を往復することにより行われ、リチウム

が常にイオン状態を保ったままであることから、原理的に高い安全性を保持している。 
 
本手引書を作成するに当たり、リチウムイオン二次電池（ノート型 PC用以外も含む）の市
場における破裂・発火等の危険事象に対して、その発生原因とそのメカニズムを詳細に解

析した。その結果、危険事象に至る主な一次原因である単電池の熱暴走に関しては、以下

の要因が特定された。 
① 内部短絡 

② 過充電 

③ 外部短絡 

④ 外部加熱 

 
特に内部短絡が要因となって発生する熱暴走に関しては、単電池への異物の混入、組電池

を構成する単電池間の電圧等のバランスの崩れ、特定単電池への高い充電電圧の印加とい

う複数の要因が組み合わさっていると推測された。これは、単電池、組電池、PCシステム
といったリチウムイオン二次電池システムを構成する各要素について、安全対策が必要で

あることを示唆している。 
 
本章では、より高いレベルの安全性を実現するための単電池の製造工程管理および設計に

関する指針を述べるとともに、単電池の安全利用に関わる重要事項である「安全に使用す

る領域の考え方」を新たに定義した用語にしたがって解説する。組電池および PCシステム
に関する設計上の留意点については、章を改め、2章で説明する。 
 
１－２ 単電池の製造工程管理指針 

単電池内部への異物混入を防ぐために、単電池メーカは製造工程管理の観点から下記 2 点
の対策をこれまでも実施している。これらの工程管理の改善は、高品質の単電池を市場へ

提供するための基本である。今後もより高いレベルの工程管理の実現へ向けて継続的な品

質改善活動を実施すべきである。 
① 電極部に異物が混入しない製造環境を構築すること 

② 異物の混入がないことを確認すること 

 
一方、飛躍的な品質レベルの向上という命題を考慮した場合、工程管理を強化し異物の除

去について万全を期するだけでは必ずしも十分とは言えない。たとえば、異物混入が発生

した場合でも熱暴走に至らない電池を設計するといったような発想の転換や、従来の IEC、
JISで規定された評価基準に加え、より厳しい条件下での評価等、新しい評価基準、評価技
術の開発が重要であると考える。 
 
１－３ 単電池の設計指針 

内部短絡を発生させる可能性のある異物が混入したとしても、破裂・発火に至らない単電

池の設計を目指すべきである。この主な考え方は、以下の 2点からなる。 
① 異物が混入しても内部短絡に至る確率を減少させる単電池構造とすること 
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② 万一、内部短絡しても破裂・発火に至らない材料、構造とすること 

 
発熱量の大きい内部短絡は、原理上、異物を介して集電体金属と対極の活物質間に導通が

生じることにより引き起こされる可能性が高い。このことから、①に示す構造としては、

相当する箇所に、構造上内部短絡が生じないような対策を講じることが有効である。②は、

①で示す考え方をさらに一歩進め、電池メーカの指定する使用条件を遵守している限り、

内部短絡が予想できない事態で起こったとしても、破裂・発火に至らない材料、構造とす

ることを目指すものである。 
 
これら新たに講じられた単電池設計の安全に対する有効性は、第 3 章の試験にて検証でき
ることが重要である。 
 
１－４ 単電池を安全に使用する領域の考え方 

 
１－４－１ 概論 

リチウムイオン二次電池全般の安全利用については、3極手引書記載の通りであり、リチウ
ムイオン二次電池システムを設計・製造する事業者は記載内容を遵守しなければならない。

本項では、特にノート型 PC用二次電池に関して、より高い水準の安全性確保の観点から、
単電池の安全利用に関わる重要事項である「安全に使用する領域の考え方」を新たに定義

した用語にしたがって解説する。 
 
１－４－２ 電圧に対する考え方 

充電電圧は充電の化学反応を推進するために印加すべきものであるが、この値を規定値以

上にすると反応が進みすぎたり、副反応が生じたりするため、熱的に不安定な状態（発熱

という事象に対して熱暴走に至りやすい状態）となる。このため、如何なる場合において

も、充電電圧が電池メーカによって規定された値を上回らないようにすることが、極めて

重要である。一方、電池メーカは、指定した電圧で充電された単電池について、安全性を

検証しなければならない。 
 
①上限充電電圧 

定義：安全性の見地から各単電池が許容可能な上限の充電時単電池電圧 

 
上限充電電圧を上回って充電すると、正極活物質から過剰にリチウムイオンが脱離し、結

晶構造が壊れて酸素を放出しやすい状態になる。また、負極材料の炭素上にリチウムが析

出する可能性もある。これらの状態になると、規定の条件で充電がなされた時と比較して、

内部短絡等が発生した場合において、熱暴走に至る可能性が高まる。よって、この上限電

圧を上回って充電することは、避けなければならない。また、充電器による充電制御に不

具合を生じた場合を想定した保護システムが必要である。 
二次的な保護電圧については、本来踏み入ってはならない過充電領域で充電がされている

ため、可能な限りそれぞれの温度域における上限充電電圧に近接した値をとるべきである。

また、上記二次的な保護が作動した履歴のある組電池は使用禁止とする。ただし、放電は

可とする。 
 
なお、以上は電池内でリチウムイオンが追従しない、リップル等を想定した 50kHz以上の
交流成分は適用しないこととする。 
 
②下限放電電圧 

定義：安全性の見地から各単電池が許容可能な下限の単電池電圧 
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下限放電電圧を下回って放電されると、負極の集電体金属が溶出し、この金属が充電時に

局所的に析出する可能性がある。この析出物は正極に向かって成長し、内部短絡あるいは

漏液の原因となる可能性がある。電池電圧が下限放電電圧を下回った場合は、充電しない

ことが望ましい。 
 
１－４－３ 温度および電流に対する考え方 

充電反応は、化学反応であり、温度の影響を大きく受ける。同じ上限充電電圧、充電電流

としても、副反応の起こりやすさや充電生成物の状態は温度によって大きく異なる。そこ

で、安全性の観点から厳しい条件と考えられる低温度域および高温度域においては、上限

充電電圧、最大充電電流の一方または両方の値を低減させるのが望ましい。 
 
①標準温度域 T2～T3 

定義：充電電圧および充電電流については、安全性の見地から、標準温度域、高温度域、

低温度域のそれぞれの温度域に分けて上限値および最大値を定義しているが、そのうち、

最も高い値を適用することが可能な単電池表面温度領域 

 
標準温度域では、安全性の見地から規定された上限充電電圧および最大充電電流に関して、

最も高い条件で単電池に充電することができる。充電中に単電池表面温度が T3を上回った
場合は、高温度域での充電条件を適用しなければならない。充電中に単電池表面温度が T
２を下回った場合は、低温度域での充電条件を適用しなければならない。 
  
②高温度域 T3～T4 

定義：標準温度域より高い温度域であり、かつ安全性の見地から、標準温度域における最

大充電電流、上限充電電圧の一方または両方を変えることにより許容可能な、充電時単電

池表面温度領域 

 
高温度域において標準温度域と同じ上限充電電圧あるいは最大充電電流にて充電すると、

正極の結晶構造の安定性に起因して安全性の低下が懸念される。したがって、高温度域で

定める充電条件に切り替える。充電前、単電池表面温度が T3を上回っている場合は、高温
度域で定める充電条件を適用する。充電中、単電池表面温度が T4を上回っている場合はい
かなる電流での充電も行ってはならない。 
 
③低温度域 T1～T2 

定義：標準温度域より低い温度域であり、かつ安全性の見地から、標準温度域における最

大充電電流、上限充電電圧の一方または両方を変えることにより許容可能な、充電時単電

池表面温度領域 

 
低温度域では物質移動速度が減少し、負極の炭素中へのリチウムイオンの挿入が遅くなる

ため、負極炭素上でリチウムが析出する可能性が高まる。この状態も、発熱という事象に

対して熱暴走に至りやすい状態といえる。また、低温度域では充電受け入れ性の温度依存

性が大きく、組電池のバランスが崩れやすい。したがって、低温度域で定める充電条件に

切り替える。充電前あるいは充電中に単電池表面温度が T１を下回る場合は、いかなる電流
での充電も行ってはならない。 
 
④放電の電流および温度範囲 

放電中の温度は上限放電温度を上回らないこととする。放電前に放電開始上限温度を上回

っていた場合は放電を開始してはならない。放電中は最大放電電流を上回ってはならない。 
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なお、以上は電池内でリチウムイオンが追従しない、リップル等を想定した 50kHz以上の
交流成分は適用しないこととする。 
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図：安全領域の考え方 
本表に記載した各領域を規定する値は、各電池メーカが第 3 章の試験を実施し、検証した後、

決定するものとする。現在のコバルト酸リチウム－炭素系を用いたリチウムイオン二次電池の

場合、BAJは、上限充電電圧および最大充電電流を各々電圧 4.25V、電流 0.7ItA、また、標準温

度域の上限および下限温度を各々45℃、10℃と提唱している。

 
 
１－４－４ 単電池寿命に対する考え方 

一般に単電池は、充放電の繰り返しによるサイクル経過に伴い、または高温状態での保存

によって、その容量が低下する。容量が低下した状態においても、漏液等の異常事象が発

生していない限り、単電池の使用は可能である。しかしながら、容量の低下した単電池は、

電解液分解によるガスの発生等による内部圧力の上昇によって、漏液発生の可能性が高ま

る可能性がある。したがって、電池メーカの定める一定容量以下に低下した状態で連続使

用を続けることは望ましくない。 
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第 2章 リチウムイオン組電池の設計における留意点 
 
２－１ 概論 

ノート型 PCにおいて、二次電池は単電池の形態で使用されることはなく、複数個の単電池
から構成される組電池の形態で使用される。したがって、ノート型 PCにおける二次電池の
安全利用をより高水準のレベルで実現するという観点に立つ場合、組電池という形態、す

なわち、構成要素である単電池と回路基板の物理的な配置ならびに電気的な制御・保護シ

ステムの設計を更に推し進める必要がある。本章では、下記の項目を中心に、リチウムイ

オン組電池の設計における留意点を述べる。 
① 単電池および回路基板の配置 

② 落下・振動・衝撃 

③ 温度制御 

④ 過充電保護 

⑤ 過放電保護 

⑥ 劣化 

 
２－２ 単電池および回路基板の配置 

① 複数の単電池から構成される組電池は、1個の単電池において発生した障害（高温状態）
が他の単電池に波及することを防ぐため、以下のような配置を行うことが望ましい。 

・ 単電池のトップカバーが互いに向かい合う形の配置は避けること 
・ 誘爆を防ぐために、単電池間に適当なスペースや断熱構造を設けること 
 
② 安全弁作動によって排出された高温の電解液蒸気が組電池内に滞留し、引火すること

を防ぐため、以下を考慮することが望ましい。 
・ 電解液蒸気の排出口を設け、使用者に蒸気が向かわないように排出すること 
 
③ 安全弁作動によって排出された電解液によって、組電池内の回路基板に二次的な障害

（短絡等）が発生しないように、下記の点を実施する。 
・ 重要な部位にはコーティングを施し、短絡防止を行う。または隔壁を設ける等、単電池

の漏液が回路基板に接触しないように配置すること 
 
④ 組電池の稼働状態を記録するための素子を搭載した回路基板の場合は、電池の障害に

よって発生する熱による影響を避けるように配置する。 
・ 記憶素子を単電池から遠ざけて配置すること 
 
⑤ 組電池および PC本体の筐体には、発生した障害による被害を局所化する意味から自己
消火性機能を備えた難燃性材料を採用する。 

・ 組電池筐体の難燃グレードは、IEC 60950-1の防火エンクロージャ要件相当を適用する
こと。ただし、この防火エンクロージャのための材料選定において、組電池筐体に利用

する材料においては、難燃性クラスはV0以上またはVTM0に分類される材料を選定し、
IEC 60950-1の防火エンクロージャの要件相当を満足すること 

・ 組電池と近接する PC 本体周辺部において、組電池を装着しない状態の時、PC 本体筐
体の一部となる部分においては、前述の防火エンクロージャおよび材料選定基準を適用

すること 
・ 補足：IEC 60950-1では、防火エンクロージャに使用する材料の難燃性クラスを V1以
上と規定しているが、本手引書では、V0以上を適用した耐火性を要求する。 
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２－３ 落下・振動・衝撃 

落下・振動・衝撃が加わった場合でも、組電池内の単電池に内部短絡等の発生可能性を軽

減させるような、組電池および PC本体の設計を目指す。 
① 組電池を PC本体に装着する際の設計方法として、組電池全体を PC本体の筐体で覆う
（内蔵する）形態と組電池の一部を筐体から露出する形態がある。落下・振動・衝撃

によって組電池内の単電池に内部短絡等の障害発生の可能性を評価するため、それぞ

れの形態に対して評価試験を実施する必要がある。 
 
② 落下・振動・衝撃が組電池に加えられた場合、使用者が組電池の使用を停止するよう

に PC 本体あるは組電池の取扱説明書または組電池上のラベル等を用いて注意を喚起
する。 

 
２－４ 温度管理 

安全で適正な充放電制御を行うために、サーミスタ等を用いた組電池内の温度管理を適切

に行うことが必要であり、組電池と充放電制御システムの設計は、下記の点に留意する。 
① 温度監視と充放電制御 
・ 温度監視は組電池内の単電池の表面温度を測定すること 
なお、サーミスタ等が単一の場合は、PC システムに装着時の組電池内の温度分布に注
意して、その取付け個所を決定すること 

・ 充放電制御は、第 1章の１－４－３「温度および電流に対する考え方」に従うこと 
 
② 単電池間の温度バラツキ 
組電池内の単電池間の温度バラツキは、電圧バラツキの原因となるため、充電時の安

全性や容量劣化に大きく影響する。したがって、下記の点に留意しなければならない。 
・ 組電池内の単電池の温度は均一とするよう単電池の配置およびPC本体への実装配置を
十分に検討すること 

・ 単電池間の表面温度のバラツキは 5℃以内となる設計が望ましい 
 
③ 温度異常への対応 
・ 組電池内の充放電制御素子（FET：Field Effect Transistor等）の温度異常に対しては、
電流遮断素子（温度ヒューズ等）で充放電経路を遮断すること 

・ 組電池内の監視温度が限界温度を上回った場合は、電流遮断素子（温度ヒューズ等）に

て充放電経路を遮断することが望ましい 
 
２－５ 過充電保護 

① 組電池内には複数個の単電池が配線されている。充電電圧 4.2Vの電池 6個で構成され
る組電池の場合、たとえば、2個の電池を並列配線した電池ブロックを 3個直列配線す
るが、この場合、全充電電圧が 12.6Vであっても、各電池ブロックがすべて 4.2Vであ
る保証はなく、電池ブロック間に電圧バラツキが発生し過充電となる場合がある。し

たがって、以下の充電制御を考慮しなければならない。 
・ 全電圧管理と共に電池ブロック毎の電圧管理を行うこと 
・ 組電池内の各電池ブロック電圧は単電池の上限充電電圧を上回らないこと 
・ 過充電状態（一次保護）を検出した場合は、充電を停止する。ただし、放電は可とする 
 
② 単電池間の電圧バラツキ 
単電池を並列配線構成にした組電池において、CID（Current Interrupt Device）が作
動した場合や電池の劣化が進行した場合、単電池への充電電流や充電電圧バランスの
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異常が発生し、安全上の問題に繋がる場合がある。したがって、各電池ブロックの電

圧バラツキを監視し、上限充電電圧を上回った場合は、電池の利用を制限する。 
 
③ 多重保護（過充電） 
充放電システム全体で FMEA（Failure Mode and Effects Analysis）等の手法を用い
て仮定故障の危険度を検証し、必要に応じて多重保護を行う。 

 
④ 定格充電完了条件 
過充電を防止するために、電池メーカ規定の条件で充電を完了する。 

 
２－６ 過放電保護 

リチウムイオン二次電池では、特に過放電状態において負極の集電体金属が溶出し、この

金属が充電時に局所的に析出する可能性がある。この析出物は正極に向かって成長し、内

部短絡または漏液発生の可能性がある。各電池ブロック電圧が下限放電電圧を下回る場合

には、その電池へは充電しないことが望ましい。 
 
２－７ 劣化 

長期間にわたる使用が、すぐさま「危険」な状態であるとは一概には言えないが、安全面

から見た場合、リスクが存在することは否めない。サイクル劣化が進み、容量が初期容量

（定格容量）の 50％以下に低下した組電池の場合、一部の単電池に急激な劣化が進行する

可能性が高まる。このため、組電池内の単電池間バランスが崩れ、劣化が進行した単電池

からの漏液発生等により、組電池全体が不安全になるリスクがある。 

したがって、下記の点を考慮する。 

・ 組電池の劣化度合いを使用者に認識させるために、容量保持率（対初期容量）等の情報

をメッセージとして発信すること 
・ たとえば、組電池の容量保持率が 50％以下になれば劣化が進行している旨の警告を発し、

30％以下では寿命による使用の禁止を促すメッセージを発信する 
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警告 
 

本手引書に記載する試験は、適切な対策を怠ると、危害を及ぼすおそれがある。試験は、

適切な資格と経験を持つ専門家だけが、適切な保護措置を装備した上で実施することを前

提としている。 
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第 3章 試験および判定基準 
 
３－１ 概論 

安全な単電池設計（第 1章）、安全な使用方法（第 2章）は、安全性試験（第 3章）の試験
内容で確認されなくてはならない。すなわち、安全な単電池設計に基づいて製造した単電

池からなるリチウムイオン二次電池システムは、安全な使用方法で用いられたとき、安全

性が確保されたものであることを明らかにする必要がある。具体的には、従来の IEC 62133、
JIS C8712 で試験されていた基準に加え、本章において記載する試験を実施し、評価する
必要がある。 
 
３－２ 単電池に対して追加する試験 

本項に記載する試験を実施する際の試験条件を以下に示す。 
試験条件： 

a) 試験を行うための充電手順 
ここに記載する試験は、電池メーカが規定する標準温度域の上限および下限で、上限充

電電圧および最大充電電流を適用して充電した単電池および組電池を用いて実施する注。

単電池および組電池を充電に先立ち、20±5 ℃で 0.2 ItAの定電流で，規定する放電終
止電圧まで放電する。 

b) 各試験項目内で記載されてある「完全充電した」の表現は、特に記載がない限り、「a
項に記載された充電手順によって上限充電電圧まで充電された」に置き換える。充電時

の容量は定格容量以上に充電されている状態となる。 
注：現在のコバルト酸リチウム－炭素系を用いたリチウムイオン二次電池の場合、試験条件として、上限充

電電圧および最大充電電流を各々4.25V、0.7ItA、標準温度域の上限および下限を各々45℃、10℃とする。

これ以外の場合は電池メーカが別途規定する。 

 
３－２－１ 上限充電電圧における安全試験 

要求事項および試験： 

表１記載の項目に対して、上限充電電圧において、JIS C8712の 4章に規定される要求事
項を満足する必要がある。試験は表中に記載の対応試験で行う。 

表 1 試験項目および試験数量 

試験項目 JISC8712 対応試験 単電池 組電池 

圧壊 4.3.6 試験温度毎に 5個 － 

外部短絡 4.3.2 試験温度毎に 5個 試験温度毎に 5個 

外部加熱 4.3.5 5 個 － 

判定基準： 

JIS C8712の 4章に規定される対応試験の判定基準を満足すること。 
 
３－２－２ 強制内部短絡試験 

要求事項：単電池で、故意に異物が混入された状態で、異物を経由した内部短絡によって

発火または破裂を引き起こさない。 
 
試験： あらかじめ完全充電した単電池の電極体を電池筐体より取り出し、導電性の異

物を、①正極活物質－負極活物質間、②集電体箔－活物質間に挿入する。標準

温度域の上限である試験温度に安定させた後、内部短絡による電圧の降下が観

測される地点まで圧力を印可する。 
 
判定基準：①および②の場合で、発火があってはならない。 
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３－３ 組電池および PCシステムに対して追加する試験 

JIS C8712の 4章に規定される試験に加え、以下の試験を実施する。 
 
３－３－１ 自然落下 

要求事項： 容量 100％に充電した組電池あるいは電池メーカの定める充電方法で定格容量
に充電した組電池を、PC本体に装着した状態で、落下あるいは衝撃が加わった
場合において、単電池に内部短絡または外部短絡を引き起こす可能性のある変

化が起こってはならない。試験は標準温度域で実施する。 
 
試験： 1000mm±10mm の高さから、組電池を PC 本体に装着した状態で、鉄板ある

いはコンクリートの床への落下試験を行う。容量 100%の組電池を使用し、試験
数は３セットとする。落下方向は、設計の観点から組電池に対して最も安全性

に影響を与えると判断される方向を選択する。 
試験は、PC本体を実際に落下させる代わりとして、落下と同等の衝撃を組電池
に印可することにより、模擬的に実施してもよい。 

 
判定基準： 単電池において内部短絡による電圧の降下あるいは温度上昇がないこと。組電

池内部において外部短絡がないこと。 
 
３－３－２ 電池ブロック毎の過充電保護 

要求事項： 組電池内の単電池の電圧バラツキにより、ある特定の電池ブロックが高い電圧
になった場合において、各電池ブロック電圧は単電池の上限充電電圧以下に制

限されること。 
 
試験： 電池ブロック毎に上限充電電圧を上回る状態を発生させる。試験は標準温度域

で実施する。 
判定条件： 電池ブロック毎の過充電状態を正しく検出し、上限充電電圧以下で充電動作を

停止すること。 
 
３－３－３ 一つの仮定故障における過充電保護回路の動作評価 

要求事項： 充放電システムは、一つの仮定故障において過充電保護回路が動作しなければ
ならない。 

 
試験： PC システムおよび組電池の充放電経路上の回路素子のすべてにおいて一つ仮

定故障を発生させて充電を行う。なお、既に検証実施したシステムと同等の充

放電システム構成である場合は、机上検証で代用できる。試験は標準温度域で

実施する。 
 
判定条件： 各仮定故障の過充電保護動作がなされること。 
 
３－３－４ 安全使用温度域外の充電保護 

要求事項： 組電池内の単電池表面温度が、上限充電温度を上回る、もしくは下限充電温度
を下回る使用温度域外において、各単電池は充電を停止されなければならない。 

 
試験： 上限充電温度を上回る、もしくは下限充電温度を下回る状態を発生させる。 
 
判定条件： 温度を正しく検出し、上限充電温度もしくは下限充電温度を超えた時点で充電

動作を停止すること。
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警告 
 

本手引書に記載する試験は、適切な対策を怠ると、危害を及ぼすおそれがある。試験は、

適切な資格と経験を持つ専門家だけが、適切な保護措置を装備した上で実施することを前

提としている。 
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はじめに 
 
＜検討の経緯＞ 

リチウムイオン蓄電池は、高いエネルギー密度を有するという最大の特徴から、多くの

携帯電子機器の主要蓄電池として採用が進んでいる。しかしながら、2006 年夏以降に発

生した発火事故を契機に、携帯電子機器に搭載するリチウムイオン蓄電池に対する、より

安全な利用に関する指針策定の必要性が高まった。 
そこで、リチウムイオン蓄電池の安全確保のために必要な技術基準とその適合性確認の

あり方について、2007 年 6 月から、経済産業省 消費経済審議会製品安全部会で審議が

開始され、「消費生活用製品安全法（以下、消安法と略す）」から「電気用品安全法（以下、

電安法と略す）」にて運用することに変更され、2007 年 11 月、電気用品安全法の改正に

より蓄電池が追加された。その技術基準と適合性確認のあり方の具体的な内容は、関連業

界の代表者によるリチウムイオン蓄電池の特定製品に関する「技術基準検討会」の議論を

経て、同年 9 月、社団法人電池工業会（以下、BAJ：Battery Association of Japan）は、

JIS C 8714「携帯電子機器用リチウムイオン蓄電池の単電池及び組電池の安全性試験」の

原案作成委員会を発足させ、新しい工業基準を策定した。作成された JIS C 8714 原案は、

日本工業標準調査会の審議を経て同年 11 月官報に公示された。 
 このような経過を経て、2008 年 5 月１日にリチウムイオン蓄電池の規制範囲が

400Wh/l 以上のエネルギー密度を有するリチウムイオン蓄電池であること、その政令の

施行日を 2008 年 11 月 20 日とする政令が公布された。これにより、施行日以降、製造

事業者や輸入事業者が出荷する電気用品が技術基準を満足していることや、出荷品を全数

検査すること、そのうえで表示(PSE マーク)すること、表示が無いものは展示や販売が禁

止されること等が義務化されることとなった。なお、具体的な技術基準を定めた省令は、

2008 年 5 月 14 日に公布された。さらに省令では、2011 年 11 月 20 日からは規制内容

が強化され、過充電保護機能や落下試験の技術（性能）基準等が追加される旨も定められ

ている。 
 

 
＜安全性確保のための要件＞ 
携帯電話・PHS またはそれに準ずる通信機器等（以下、移動通信端末本体と略す）に搭

載されるリチウムイオン蓄電池で構成される組電池は、電安法の規制対象となり、技術基

準への適合性の確認と、製造する全製品の検査と記録保存が義務化された。「特定電気用品

以外の電気用品」に分類されて規制されるので、自主確認と自主検査が認められる。  
また、2011 年 11 月 20 日以降は、組電池以外の移動通信端末本体等に過充電保護機能

をもち、組電池を組み合わせて安全設計を実現している場合は、リチウムイオン蓄電池だ

けではなく、*移動通信端末本体等の該当の過充電保護機能を確認する必要があるので、

注意を要する。  
このような技術基準は、2008 年 5 月 14 日改正の「電気用品の技術上の基準を定める

省令」に示されている。 
（*移動通信端末本体以外の例として、AC または DC アダプタが該当する場合がある。） 
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＜具体的な安全性確保のための指針（手引書の概要）＞ 
本手引書は２つの章で構成されている。第１章はリチウムイオン蓄電池の単電池設計に

おける留意点、第２章はリチウムイオン蓄電池の組電池設計における留意点が記されてお

り、それぞれ BAJ、CIAJ による執筆である。第１章はリチウムイオン蓄電池の一般的事

項に記述しているが、第２章では、移動通信端末における組電池に関して記述しているた

め、第２章では下記の点で特有の規定をしている。 
 
①特に携帯電話・PHS に関して、災害や緊急時の通信手段として使用されることに考慮

して、上限放電温度と放電開始上限温度は規定しないことにした。 
②保護機能として、既に市場で普及している「2 重の過充電保護＋過電流保護＋電流制

限素子＋過放電保護」の機能の具備が必要であることにした。 
③諸仕様について電池メーカとの合意が必要であることを明記した。 
④機器メーカと電池メーカとの間の安全性仕様項目と安全領域の設定方法の例を示した。 
 
なお、第 1 章（BAJ ガイドライン）の内容は電池単体に関して全業界をカバーする一般

的なものであり、規定内容に差がある場合は、移動通信端末に特化した第２章（CIAJ ガ

イドライン）の方を優先する。また、本書は 2011 年 11 月 20 日から適用される強化さ

れた規制内容にも適合することを前提としている。 
 CIAJおよびBAJは本手引書によって､移動通信端末本体に用いられるリチウムイオン蓄

電池の安全利用を著しく向上させうると考えており、単電池、組電池および､移動通信端末

本体からなるリチウムイオン蓄電池システムを設計・製造・販売する事業者に対して、通

常の使用状態での発火や破裂等事故の発生を抑制させ、更に高い水準の安全性確保を実現

する目的で、本手引書への準拠を強く推奨する。 
 
 
＜その他の安全に関する規制等＞ 
 製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた「製

造物責任法（通称 PL 法）」が 1995 年 7 月 1 日に施行されている。この法令は製造者の

過失を要件とせず、製造物に欠陥があったことを要件とすることにより損害賠償責任を容

易に証明できるようにしたことが特徴であり、また、技術上の基準は示されておらず、設

計と製造時点でのできうる最善の設計と製造を行なっていない場合は欠陥とみなされる可

能性がある。 

 消費生活用製品安全法（消安法）で規定された、国による重大製品事故報告・公表制度

により、製造されたリチウムイオン蓄電池や移動通信端末本体等に事故が有った場合は、

製品名や製造者名が公表される。  

 

 

適用範囲 
本手引書の適用範囲は､移動通信機器本体に用いられる各種のリチウムイオン蓄電池と



                                  

 5        

し、現在の市場で多くを占める以下の構成のリチウムイオン蓄電池及び移動通信機器本体

を対象とする。 
・移動通信端末用の電源として、主成分としてコバルト酸リチウム等を正極活物質とし、

主成分として炭素を負極活物質とするリチウムイオン蓄電池を使用した組電池を応用

する構成。その場合、電池構成は単一の単電池から構成される組電池、又は同一単電

池を複数個を固定的に並列接続した組電池を使用している構成。 
（移動通信端末本体でなくても、AC 又は DC アダプタ等の充電器が、組電池と組み

合わせて、過充電保護機能を実現している構成等の場合は、AC 又は DC アダプタ等

の充電器も対象となる。） 
・複数のリチウムイオン蓄電池を直列に接続した組電池は対象範囲外とする。 

引用規格等 

【１】JIS C 8712  「密閉形小形二次電池の安全性」 
【２】JIS C 8714   「携帯電子機器用リチウムイオン蓄電池の単電池及び組電池の安全

性試験」 

その他の規制・規格の現状等 

【１】 IEC62133(Secondary batteries containing alkaline or other non-acid 
electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells, and 
for batteries made of them, for use in portable applications：2002)は、JIS 
C8712 の元になる規格である。 

【２】 UL1642(Lithium Batteries：2007 ) は、単電池(cell)の安全性試験を記述して

おり、主な項目としては、外部短絡、過電流充電、強制放電、平板圧壊、昇温度試

験、振動、衝撃、温度サイクル、低圧試験などがある。 
UL2054(Safety Requirements for Household and Commercial Batteries：
1997)は、単電池が UL1642 に適合していることを前提にして、組電池(battery)
の安全性試験を記述している。 

【３】IEEE1725（Standard for Rechargeable Batteries for Cellular Telephones：
2006）は、携帯電話の電池安全システム設計の考え方を総括的に記述してあり、

参考となる。 

注意事項 

本手引書記載の内容は、技術的性質を持つ特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権、

または出願公開後の実用新案登録出願等の工業所有権に関する抵触の有無に関係なく制定

されている。CIAJ および BAJ は、このような技術的性質を持つ特許権、出願公開後の特

許出願、実用新案権、または出願公開後の実用新案登録出願等の工業所有権に関して、一

切の責任を持たない。 
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用語の定義 

本手引書で用いる主な用語及び定義は、【1】JIS C 8712 の 1.3（定義）とそれ以外は、

次による。 
注：リチウムイオン二次電池とリチウムイオン蓄電池とは同義とする。 
 
単電池： 
電極、セパレータ、電解液、容器、端子等から構成され、充電することによって化学エネ

ルギーを電気エネルギーに転換して電気エネルギーを供給するシステムの基本構成ユニッ

ト。 
【参考】「素電池」、「セル」と呼ぶこともある。 
 
組電池： 
電気エネルギー源として使用できるよう単電池を単数または複数用いて組み立てられたも

ので、電圧、寸法、端子配列、容器および放電性能によって特徴付けられるもの。 
【参考】「電池パック」、「バッテリ」、「バッテリパック」等と呼ぶこともある。 
 
電池ブロック： 
組電池内において、1 個又は並列配線された複数個の単電池の集まり。 
 
 
上限充電電圧： 
安全性の見地から、充電時に許容可能な上限の単電池電圧。 
本書では、全ての充電電圧測定に際しては、DC-DC コンバータのリップル成分やノイズ

成分で生じる、50kHz 以上の交流成分はフィルタ等で除去して測定する。 
 
下限放電電圧： 
安全性の見地から、放電時の各単電池が許容可能な下限の単電池電圧。 
 
最大充電電流： 
安全性の見地から、充電時の許容可能な最大の単電池への電流。 
 
最大放電電流： 
安全性の見地から、放電時の許容可能な最大の単電池からの電流。 
 
下限充電温度(T1)： 
安全性の見地から、充電が許容可能な単電池表面温度の下限値。以降 T1 と表記する。 
 
上限充電温度(T4)： 
安全性の見地から、充電が許容可能な単電池表面温度の上限値。以降 T４と表記する。 
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標準温度域（T2～T3）： 
安全性の見地から、最も大きな上限充電電圧及び最大充電電流を採用できる単電池表面の

温度領域。以降、この領域の下限温度を T2、上限温度を T3 と表記する。 
 
低温度域（T1～T2）： 
安全性の見地から、最大充電電流、上限充電電圧の一方又は両方を変えること等によって

充電が許容可能な単電池表面の温度領域で、上限は標準温度域の下限温度(T2)に隣接し、

下限は下限充電温度(T1)で規定された領域。 
 
高温度域（T3～T4）： 
安全性の見地から、最大充電電流、上限充電電圧の一方又は両方を変えること等によって

充電が許容可能な単電池表面の温度領域である。下限は標準温度域の上限温度(T3)に隣接

し、上限は上限充電温度(T4)で規定された領域。 
 
上限放電温度： 
安全性の見地から、放電が許容可能な単電池表面温度の上限値。 
 
放電開始上限温度： 
安全性の見地から、放電を開始してもよい単電池表面温度の上限値。 
 
限界温度： 
安全性の見地から、充電時、放電時または保管時も、許容可能な単電池表面温度の上限値。 
 
表現の定義 
しなければならない： 
規定内容はどのような状況下でも満たされるべき条件である。 
 
すること： 
特定の状況下において、妥当な理由が存在する場合には、必ずしも満足することを求めら

れない条件。しかし、規定の意味を理解した上で採否の判断をすることが求められる 
 
 
することが望ましい： 
規定の内容を満足することが望ましいが任意である条件。 
 
してもよい： 
参考情報として示した内容であり、採否は全くの任意である事項。 
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第 1章 リチウムイオン蓄電池の単電池設計における留意点 
１－１ 概論 
リチウムイオン蓄電池は、正極にリチウム含有金属系酸化物（金属：Co、Mn、Ni 等）、

負極に炭素材料（黒鉛、ハードカーボン等）、電解液として有機溶媒が用いられている。充

放電はリチウムイオンが正極と負極間の電解液内を往復することにより行われ、リチウム

が常にイオン状態を保ったままであることから、原理的に高い安全性を保持している。 
 
本手引書を作成するに当たり、リチウムイオン蓄電池の市場における破裂・発火等の危険

事象に対して、その発生原因とそのメカニズムを詳細に解析した。その結果、危険事象に

至る主な一次原因である単電池の熱暴走に関しては、以下の要因が特定された。 
 

① 内部短絡 

② 過充電 

③ 外部短絡 

④ 外部加熱 

 
特に内部短絡が要因となって発生する熱暴走に関しては、単電池への異物の混入、組電池

を構成する単電池間の電圧等のバランスの崩れ、特定単電池への高い充電電圧の印加とい

う複数の要因が組み合わさっていると推測された。これは、単電池、組電池、携帯電子機

器システムといったリチウムイオン蓄電池システムを構成する各要素について、安全対策

が必要であることを示唆している。 
 
本章では、より高いレベルの安全性を実現するための単電池の製造工程管理および設計に

関する指針を述べるとともに、単電池の安全利用に関わる重要事項である「安全に使用す

る領域の考え方」を新たに定義した用語にしたがって解説する。 
 
１－２ 単電池の製造工程管理指針 

単電池内部への異物混入を防ぐために、単電池メーカは製造工程管理の観点から下記 2 点

の対策をこれまでも実施している。これらの工程管理の改善は、高品質の単電池を市場へ

提供するための基本である。今後もより高いレベルの工程管理の実現へ向けて継続的な品

質改善活動を実施しなければならない。すなわち、 
① 電極部に異物が混入しない製造環境を構築しなければならない 

② 異物の混入がないことを確認しなければならない 

 
一方、飛躍的な品質レベルの向上という命題を考慮した場合、工程管理を強化し異物の除

去について万全を期するだけでは必ずしも十分とは言えない。たとえば、異物混入が発生

した場合でも熱暴走に至らない電池を設計するといった、より厳しい条件を想定した開発

設計、およびそれに見合った新しい評価基準、評価技術の開発を並行して目指すことが重

要であると考える。 
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１－３ 単電池の設計指針 
内部短絡を発生させる可能性のある異物が混入したとしても、破裂・発火に至らない単電

池の設計を目指すための留意点を下記に示す。 
① 異物が混入しても内部短絡に至る確率を減少させる単電池構造とすること 

② 万一、内部短絡しても破裂・発火に至らない材料、構造とすること 

 
発熱量の大きい内部短絡は、原理上、異物を介して集電体金属と対極の活物質間に導通が

生じることにより引き起こされる可能性が高い。このことから、①に示す構造としては、

相当する箇所に、構造上内部短絡が生じないような対策を講じることが有効である。②は、

①で示す考え方をさらに一歩進め、電池メーカの指定する使用条件を遵守している限り、

内部短絡が予想できない事態で起こったとしても、破裂・発火に至らない材料、構造とす

ることを表したものである。 
 
これら新たに講じられた単電池設計の安全に対する有効性を検証する試験方法として、

JIS C 8714 が定められている。 
 
１－４ 単電池を安全に使用する領域の考え方 
 
１－４－１ 概論 
本項では、より高い水準の安全性確保の観点から、単電池の安全利用に関わる重要事項で

ある「安全に使用する領域の考え方」を新たに定義した用語にしたがって解説する。 
 
１－４－２ 電圧に対する考え方 
充電電圧は充電の化学反応を推進するために印加すべきものであるが、この値を規定値以

上にすると反応が進みすぎたり、電解液の分解等の副反応が生じたりするため、熱的に不

安定な状態（発熱という事象に対して熱暴走に至りやすい状態）となる。このため、充電

電圧が電池メーカによって規定された上限充電電圧を上回って充電することは、避けなけ

ればならない。一方、電池メーカは、指定した電圧で充電された単電池について、安全性

を検証しなければならない。 
なお、電圧検出と応答動作のために短時間に電圧が上下限値を超えることは許容される。 
 
①上限充電電圧 

上限充電電圧を上回って充電すると、正極活物質から過剰にリチウムイオンが脱離し、結

晶構造が壊れて酸素を放出しやすい状態になる。また、負極材料の炭素上にリチウムが析

出する可能性もある。これらの状態になると、規定の条件で充電がなされた時と比較して、

内部短絡等が発生した場合に熱暴走に至る可能性が高まる。よって、この上限充電電圧を

上回って充電することは、避けなければならない。 
なお、以上は電池内でリチウムイオンの移動が追従しない電圧変動は含まない。たとえば、

リップルやノイズ等を想定した 50kHz 以上の交流成分の電圧変動は含まない。 
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②下限放電電圧 

下限放電電圧を下回って放電されると、負極の集電体金属が溶出し、この金属が充電時に

局所的に析出する可能性がある。この析出物は正極に向かって成長し、内部短絡あるいは

漏液の原因となる可能性がある。電池電圧が下限放電電圧を下回る場合で、充電動作が必

要な場合は適切な手段を講じた上で充電すること。 
 
１－４－３ 温度および電流に対する考え方 
充電反応は化学反応であり、温度の影響を大きく受ける。同じ上限充電電圧、最大充電電

流であっても、副反応の起こりやすさや充電生成物の状態は温度によって大きく異なる。

そこで、上限充電電圧と最大充電電流は温度域毎で定められるものとし、安全性の観点か

ら厳しい条件と考えられる低温度域および高温度域においては、上限充電電圧、最大充電

電流の一方または両方の値を低減させる等、それぞれの温度域に対する充電条件を適用し

なければならない。ただし、電池メーカが定めた、標準温度域、低温度域、高温度域のそ

れぞれに対する充電条件の範囲内であれば、実使用時の充電条件と定めても良い。 
なお、温度および電流検出と応答動作のために短時間に温度および電流が上下限値を超え

ることは許容される。 
 
①標準温度域 T2～T3 

標準温度域では、全温度領域の中で、安全性の見地から規定された最も大きな上限充電電

圧および最大充電電流を適用することができる。 
  
②高温度域 T3～T4 

高温度域において標準温度域と同じ充電条件で充電すると、正極の結晶構造の安定性に起

因して安全性の低下が懸念される。したがって、単電池表面温度が T3 を上回っている場

合は、高温度域で定める充電条件を適用しなければならない。特に高温度域においては充

電容量低減の効果が大きいため、充電容量の低減、たとえば上限充電電圧を下げることが

望ましい。ただし、今後の技術開発により、さらによい制御方法が考えられる場合はこの

限りではない。また、単電池表面温度が T4 を上回る場合は充電を行ってはならない。 
 
③低温度域 T1～T2 

低温度域ではリチウムイオンの負極炭素中での拡散速度が減少し、負極の炭素中へのリチ

ウムイオンの受入性が低下するため、負極炭素上でリチウムが析出する可能性が高まる。

この状態も、発熱という事象に対して熱暴走に至りやすい状態といえる。また、低温度域

では充電受け入れ性の温度依存性が大きく、多直列の組電池の場合はバランスが崩れやす

い。したがって、単電池表面温度が T2 を下回っている場合は、低温度域で定める充電条

件を適用しなければならない。また、単電池表面温度が T1 を下回る場合は、充電を行っ

てはならない。 
 
④放電の電流および温度範囲 

放電開始時に放電開始上限温度を上回っていた場合は放電を開始してはならない。放電中

の温度は上限放電温度を上回らないこと。放電中は最大放電電流を上回ってはならない。
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機器の電源が切れた状態や待機状態等の微小電流の放電および放電開始上限温度を検出す

るための放電は、停止状態とみなす。 
 
１－４－４ 電池の安全領域の考え方と具体的な設定方法 
単電池の正負極活物質の組成等の特性によって、該当単電池毎に安全領域が存在する。す

なわち、単電池毎に、標準温度域、低温度域、高温度域を定義しなければならない。また、

各温度領域での充電条件、放電条件を決定しなければならない。 
 
①安全領域の考え方の例 

安全領域の考え方の例(充電)

単電池表面温度

充
電
電
流

T1 T２ T３ T４

T1～T2：低温度域

T2～T3：標準温度域

T3～T4：高温度域

安全領域(電流)

標準温度域外の

最大充電電流

充
電
電
圧

標準温度域の上限充電電圧

安全領域(電圧)

標準温度域の最大充電電流(Ic)

標準温度域以外

の上限充電電圧

安全領域の考え方の例(放電)

単電池表面温度

放
電
電
流

T1 T２ T３ T４

T1～T2：低温度域

T2～T3：標準温度域

T3～T4：高温度域

安全領域(電流)

最大放電電流

放
電
電
圧

下限放電電圧

安全領域(電圧)

上限
放電
温度

放電開始
上限温度

限界温度

 
 

図：安全領域の考え方の例 

 

 

②各温度域における充電条件の例 

 温度範囲 最大充電電流 上限充電電圧 
低温度域 
(T1～T2) 

0℃～10℃ ①IC 
②ICの２分の１ 

①4.10V 
②4.25V 

標準温度域 
(T2～T3) 

10℃～45℃ IC 4.25V 

高温度域 45℃～50℃ IC 4.15V 
(T3～T4) 50℃～60℃ IC 4.10V 

1)本データは、現在のコバルト酸リチウム－炭素系を用いたリチウムイオン蓄電池の各電池メー

カの代表的な電池を用いて充電条件の例を示したものである。 

2）①②のいずれかの組み合わせを選択できる。 

3）Ic は電池メーカが安全性の見地から定める、標準温度域での最大充電電流値。（実使用時の最

大充電電流値をこの値以下で定めても良い） 
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③放電条件の例 

 温度範囲 最大放電電流 下限放電電圧 
全温度域 電池メーカが定め

る値 1) 
電池メーカが定める

値 
電池メーカが定める

値 
 1)上限は上限放電温度。 

 

④各温度領域および充電条件を決定する場合の手順 

各温度域において充電条件は以下の方法により決定しなければならない。 
 
1.上限充電電圧または標準温度域の決定 

JIS C 8714 に従わなければならない。 
 
2.高温度域または低温度域の決定 

a)高温度域の充電条件の決定 

高温度域の充電条件を決定する場合は、T4 に 5℃を加えた温度を試験温度とし、高温度域

で適用した上限充電電圧および最大充電電流を用いた条件で実施した JIS C 8714 の

5.2~5.5 に掲げる単電池の試験結果が、それぞれに掲げる要求事項に適合しなければなら

ない。高温度域内で複数の充電条件を決定する場合は、それぞれの温度域の上限温度に 5℃
を加えた当該条件で充電した 5.2～5.5 に掲げる単電池の試験を行い、それぞれに掲げる要

求事項に適合しなければならない。 
 
b)低温度域の充電条件の決定 

低温度域の充電条件を決定する場合は、T1 に－5℃を加えた温度を試験温度とし、低温度

域で適用した上限充電電圧および最大充電電流を用いた条件で実施した JIS C 8714 の

5.2~5.5 に掲げる単電池の試験結果が、それぞれに掲げる要求事項に適合しなければなら

ない。低温度域内で複数の充電条件を決定する場合は、それぞれの温度域の下限温度に－

5℃を加えた当該条件で充電した 5.2～5.5 に掲げる単電池の試験を行い、それぞれに掲げ

る要求事項に適合しなければならない。 
 
１－４－５ 単電池寿命に対する考え方 
一般に単電池は、充放電の繰り返しによるサイクル経過に伴い、または高温状態での保存

によって、その容量が低下する。容量が低下した状態においても、漏液等の異常事象が発

生していない限り、単電池の使用は可能である。しかしながら、容量の低下した単電池は、

電解液分解によるガスの発生等による内部圧力の上昇によって、漏液が発生する場合があ

る。特に、複数の電池ブロックを多直列に接続した構造の組電池において、サイクル劣化

が進み、容量が大きく低下した場合、一部の単電池に急激な劣化が進行する可能性が高ま

る。このため、組電池内の単電池間バランスが崩れ、劣化が進行した単電池からの漏液発

生等により、組電池全体が不安全になるリスクがある。したがって、機器メーカと電池メ

ーカとの合意により、一定容量以下に低下した状態での使用方法を決定することが望まし

い。  
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第 2章 リチウムイオン蓄電池の組電池設計における留意点 

 
２－１ 概論 
携帯電子機器において、蓄電池は単電池の形態で使用されることはない。よって組電池

の構成要素である単電池と回路基板の物理的な配置ならびに電気的な制御・保護システム

の設計を推し進める必要がある。本章では、下記の項目を中心に、リチウムイオン蓄電池

の組電池の設計における留意点を述べる。 
 

2-2 単電池および回路基板の配置  
2-3 落下・振動・衝撃 
2-4 温度制御と充放電制御 
2-5 過充電保護 
 2-5-1 過充電保護 
 2-5-2 過電流保護 
 2-5-3 電流制限素子 

2-5-4 過放電保護 
2-６ 劣化 
2-7 確認事項の保持 
 

２－２ 単電池および回路基板の配置 
① ガス排出弁（安全弁）作動によって排出された高温のガスや、何らかの理由で漏

れ出た電解液等によって、人体への障害や組電池内の回路基板に二次的な障害（短

絡等）が発生しないように配慮することが望ましい。例えば、ガス排出弁（安全

弁）の方向と回路基板との配置を工夫することも一例である。 
 
  ② 発生した障害による被害を局所化する意味から、組電池および移動通信端末本体

の筐体には、耐熱性が高く、難燃性の材料を利用した設計を実施することが望ま

しい。 
 
２－３ 落下による振動・衝撃 

     JIS C 8714 5.6 項に規定された「落下試験」に適合しなければならない。 
① 落下による振動・衝撃が加わった場合でも、衝撃を緩和させて、組電池内の単電

池に内部短絡等を発生させないような組電池および移動通信端末本体の設計を進

めることが望ましい。 
 
② 組電池を移動通信端末本体に装着する際の設計方法として、組電池全体を筐体で

覆う（内蔵する）形態と組電池の一部を筐体から露出する形態がある。落下によ

る振動・衝撃による組電池内の単電池に内部短絡等の障害発生の可能性を評価す

るため、それぞれの形態に対して評価試験を実施する必要がある。なお、形状や

重量などが標準的なダミー筐体等や試験方法が、同等以上の評価方法として妥当

性が確認できればそれを利用してもよい。 
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③ 落下による振動・衝撃が組電池に加えられた場合、特に組電池や単電池に変形が

認められる場合は、使用者が組電池の使用を停止するように移動通信機器本体あ

るいは組電池の取扱説明書または組電池上のラベル等を用いて注意を喚起するこ

とが望ましい。 
 
２－４ 温度管理と充放電制御 
安全で適正な充放電制御を行うために、サーミスタ等を用いた組電池内の温度管理を適

切に行うことが必要であり、組電池と充放電制御システムの設計上の留意点を下記に示す。 
① 温度監視と充放電制御 
・充放電制御は、第 1 章の 1-4-3「温度および電流に対する考え方」に沿った方法

でなければならない。但し、1-4-3「④放電の電流および温度範囲」の項（上限

放電温度、放電開始上限温度に対する規定）は、災害や緊急時の通信手段として

使用されることに考慮して、携帯電話・PHS には適用しなくてもよい。 
 

② 複数の単電池から構成される組電池 
複数の単電池から構成される組電池の場合、組電池内の単電池間の温度バラツキ

が不適切な電圧制御の原因となることを防ぐために、単電池の配置および携帯電

子機器本体への実装配置に配慮することが望ましい。 
 

③ 安全使用温度域外の充電保護 
組電池内の単電池表面温度が上限充電温度を上回る、もしくは下限充電温度を下

回る温度領域において、電池メーカと合意した仕様条件の範囲内にて充電し、又

は充電を停止させる機能の搭載を行わなければならない。 
 

④ 温度に関する安全設計の推奨 
・電池温度測定の為のセンサを電池パック内に実装しない場合は、電池表面温度と

温度測定点での検出温度との最大と考えられる温度測定偏差を記録保存すること。 
・第 1 章の「1-4-4 電池の安全領域の考え方と具体的な設定方法」で例示された安

全領域の考え方に沿った設定方法（以降、安全領域の設定方法と略す）によって

充電温度制御が規定されている場合は、安全領域の設定方法に対して前述の温度

測定偏差相当分以上の安全余裕度を確保しなければならない。 
 
２－５ 保護回路 

組電池の安全性を確保するために、組電池と移動通信端末本体とにおいて、「2 重

の過充電保護＋過電流保護＋電流制限素子＋過放電保護」の機能の具備が必要で

あり、それぞれの機能は、2-5-1 項（過充電保護）、2-5-２項（過電流保護）、2-
５-３項（電流制限素子）及び 2-5-4 項（過放電保護）に沿った機能を実現する

こと。 
 なお、以下の項に示す、2 重の過充電保護、過電流保護、電流制限素子および

過放電保護と同等機能を別方法で実現している場合には、その方法を該当機能と

する。 



                                  

 15        

 
２－５－１ 過充電保護 
過充電保護は安全の観点からは特に重要であり、2 重の過充電保護を実現させるために、

電子回路的な保護を設けること。 それぞれの保護は相互に独立した別の基準電圧と別の素

子を用いる等の、他の回路動作の影響をできる限り受けない独立の保護とすること。 
例えば、移動通信端末本体等において、上限充電電圧を超えないように制御を行う機能

を持つ場合には、充電回路の充電電圧制御回路と単電池の近傍に設ける過電圧での充電停

止（過充電保護）回路が該当する。 
 

① 基準適合確認 
携帯電話・PHS に使用する組電池は JIS C 8714 5.8 項に規定された「組電池の

過充電保護の確認試験」に適合しなければならない。代表的な実現方法としては、

充電電圧を 4.25V 以下に制限する充電電圧制御回路の機能が該当する。 
 

② 充電条件 
過充電を防止するために、電池メーカとの間で合意した充電に関して仕様を定め、

該当する仕様の条件で充電を完了しなければならない。量産時の充電電圧値の分

布の中心値と分布範囲は、仕様合意した充電電圧の設計中心値と分布範囲を誤差

の範囲以上に越えてはならない。誤差は 5mV 以下であることが望ましい。 
 
２－５－２ 過電流保護 
携帯電話・PHS 又は組電池において、過大な放電電流を制限する電子回路的な保護機能

を設けること。 
 

２－５－３ 電流制限素子 
過充電保護・過電流保護の電子回路が機能しない場合に備えて、又は、電子回路と協調

して安全性を高めるべく、電流制限手段を電子回路的な保護以外に設けること。 例えばヒ

ューズや PTC が該当する。 
 
２－５－４ 過放電保護 
リチウムイオン蓄電池では、特に過放電状態において負極の集電体金属が溶出し、この

金属が充電時に局所的に析出する可能性がある。この析出物は正極に向かって成長し、内

部短絡を引き起こして発熱する可能性がある。従って過放電を防止する電子回路的な保護

機能を具備すること。 
また、単電池電圧又は各電池ブロック電圧が下限放電電圧を下回る場合の電池への充電

に関しては、保護回路の必要性も含めて電池メーカとの合意によりその可否を決定するこ

と。 
２－６ 劣化 
ユーザが安全について不安を持ち得る事象（例えば、電池膨れや容量劣化等）に対して、

適切な安全情報を伝達することが望ましい。 
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２－７ 確認事項の保持 
手引き書の内容をセットメーカと電池メーカは、少なくとも以下に示す安全性に関わる

仕様項目について吟味して、互いに必要な項目を選んで合意すること。また、その合意し

た項目に関して、設計中心値、精度等を取り交わし、互いに保管すること。なお、以下は

セットメーカと電池メーカとの間の安全性仕様項目と安全領域の設定方法の例である。 
 
①セットメーカと電池メーカとの間の安全性仕様項目の合意例 

（網掛け部分は、記入例を示す） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設計中心値 精度 単位 条件・備考など
1 満充電条件 4.20V-1Cにて5時間充電 電池メーカの指定値
 1.1 電池容量 700 min. mAh at  放電電流0.2C、 25℃

680 min. mAh at  放電電流1.0C、 25℃
2 上限充電電圧 4250 JIS mV JIS C 8714:2007に基づく電池メーカの指定値
 2.1   充電電圧 4200 ±40 mV
3 最大充電電流 910 JIS mA JIS C 8714:2007に基づく電池メーカの指定値
 3.1   充電電流 600 ±120 mA
4 標準温度域(T2～T3) 10～45 ℃
5 下限充電温度(T1) -10 JIS ℃ 電池メーカの指定値
 5.1 　同上　充電電圧 4100 ±40 mV
 5.2 　同上　充電電流 600/5 ±120/5 mA ON-1sec, Off-4sec、Duty比最大0.2
6 上限充電温度(T4) 60 JIS ℃ 電池メーカの指定値
 6.1 　同上　充電電圧 4100 ±40 mV
 6.2 　同上　充電電流 600/5 ±120/5 mA ON-1sec, Off-4sec、Duty比最大0.2
7 電池パック
 7.1  過充電保護
  7.1.1   過充電保護電圧 4280 ±30 mV
  7.1.2 200 ±50 mSec

 7.2  過電流保護
  7.2.1   過電流保護電流値 2000 ＋1200 mA 電池電圧 3.0～4.2V、60℃
  7.2.2 200 ±50 mSec

  7.3.1.   過放電保護電圧 2500 ±30 mV
  7.3.2   過放電時の充電 可能
 7.4  電流制限素子
  7.4.1   電流制限素子(PTC) （品名や仕様等）
  7.4.2  保持電流 1750 mA at 25℃
 7.5  温度センサ
  7.5.1   抵抗値 at  T1 44.700 ±5% KΩ
  7.5.2   抵抗値 at  T2 28.160 ±5% KΩ
  7.5.3   抵抗値 at  T3 4.120 ±5% KΩ
  7.5.4   抵抗値 at  T4 2.996 ±5% KΩ
 7.6  外囲器材料の難燃性 V-0材 ガラス入りPC、ABS(HB)、など
8 充電回路部
 8.1  充電電流
  8.1.1 　ピーク充電電流 1200 ±240 mA 充電電力源がACアダプタとUSBの場合など
  8.1.2 　同上 継続時間 3000 max mSec
 8.2 温度測定精度
  8.2.1 ADC 分解能 18mVステップ
  8.2.2 ADC 総合精度 ±12 mV
 8.3 充電温度制御
  8.3.1 　充電開始許可温度 -10～55 ±5℃ ℃
  8.3.2 　充電条件 -5 未満 ℃ 4100mV、　ONは1秒, Offは4秒、Duty比最大20％

0 未満 ℃ 4150mV、　ONは1秒, Offは1秒、Duty比最大50％
0～50 ℃ 4200mV、  Duty比100%

50 超 ℃ 4150mV、　ONは1秒, Offは1秒、Duty比最大50％
55 超 ℃ 4100mV、　ONは1秒, Offは4秒、Duty比最大20％

  過充電保護時間
（過充電不感応時間）

  過電流保護時間
（過電流不感応時間）
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②安全領域の設定方法の合意例（領域の温度値、電圧値、電流値等は合意値を示す。） 

＜例 1＞安全領域の考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜例 1＞安全領域の設定方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

充
電
電
流

最大充電電流

標準温度域外の充電電流

Ｔ１～Ｔ２： 低温度域
Ｔ２～Ｔ３： 標準温度域
Ｔ３～Ｔ４： 高温度域

安全領域（電流）

上限充電電圧

標準温度域外の充電電圧
安全領域（電圧）

充
電
電
圧

高温度域の充電電圧-1

高温度域の充電電圧-2

Ｔ１ Ｔ２ Ｔ３ Ｔ４単電池表面温度

充
電
電
流

最大充電電流

標準温度域外の充電電流

Ｔ１～Ｔ２： 低温度域
Ｔ２～Ｔ３： 標準温度域
Ｔ３～Ｔ４： 高温度域

安全領域（電流）

上限充電電圧

標準温度域外の充電電圧
安全領域（電圧）

充
電
電
圧

高温度域の充電電圧-1

高温度域の充電電圧-2

Ｔ１ Ｔ２ Ｔ３ Ｔ４単電池表面温度

充
電
電
流

最大充電電流

標準温度域外の充電電流

Ｔ１～Ｔ２： 低温度域
Ｔ２～Ｔ３： 標準温度域
Ｔ３～Ｔ４： 高温度域

合意した安全領域（電流）

上限充電電圧

標準温度域外の充電電圧

合意した安全領域
（電圧）充

電
電
圧

高温度域の充電電圧-1

高温度域の充電電圧-2

Ｔ１ Ｔ４単電池表面温度

実際の設計仕様例

実際の設計仕様例

Ｔ３Ｔ２

充
電
電
流

最大充電電流

標準温度域外の充電電流

Ｔ１～Ｔ２： 低温度域
Ｔ２～Ｔ３： 標準温度域
Ｔ３～Ｔ４： 高温度域

合意した安全領域（電流）

上限充電電圧

標準温度域外の充電電圧

合意した安全領域
（電圧）充

電
電
圧

高温度域の充電電圧-1

高温度域の充電電圧-2

Ｔ１ Ｔ４単電池表面温度

実際の設計仕様例

実際の設計仕様例

Ｔ３Ｔ２

逓減が必要な領域 
（電流） 

逓減が必要な領域  
（電圧） 

逓減が必要な領域 
  （電流） 

逓減が必要な領域  
（電圧） 
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＜例 2＞安全領域の考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜例 2＞安全領域の設定方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

充
電
電
流

最大充電電流

Ｔ１～Ｔ２： 低温度域
Ｔ２～Ｔ３： 標準温度域
Ｔ３～Ｔ４： 高温度域

安全領域（電流）

上限充電電圧

安全領域（電圧）充
電
電
圧

単電池表面温度Ｔ２ Ｔ３Ｔ１ Ｔ４

充
電
電
流

最大充電電流

Ｔ１～Ｔ２： 低温度域
Ｔ２～Ｔ３： 標準温度域
Ｔ３～Ｔ４： 高温度域

安全領域（電流）

上限充電電圧

安全領域（電圧）充
電
電
圧

単電池表面温度Ｔ２ Ｔ３Ｔ１ Ｔ４

充
電
電
流

最大充電電流

低温度域の充電電流-2

Ｔ１～Ｔ２： 低温度域
Ｔ２～Ｔ３： 標準温度域
Ｔ３～Ｔ４： 高温度域

合意した安全領域（電流）

上限充電電圧

合意した安全領域（電圧）
充
電
電
圧

単電池表面温度

実際の設計仕様例

Ｔ２ Ｔ３

実際の設計仕様例

低温度域の充電電流-1

低温度域の充電電流-2

低温度域の充電電流-1

Ｔ１ Ｔ４

高温度域の充電電流

充
電
電
流

最大充電電流

低温度域の充電電流-2

Ｔ１～Ｔ２： 低温度域
Ｔ２～Ｔ３： 標準温度域
Ｔ３～Ｔ４： 高温度域

合意した安全領域（電流）

上限充電電圧

合意した安全領域（電圧）
充
電
電
圧

単電池表面温度

実際の設計仕様例

Ｔ２ Ｔ３

実際の設計仕様例

低温度域の充電電流-1

低温度域の充電電流-2

低温度域の充電電流-1

Ｔ１ Ｔ４

高温度域の充電電流



                                  

 19        

 

あとがき 
 
 本手引き書で対象にしているリチウムイオン蓄電池以外の電池であっても機器本体メー

カや充電器メーカは、本手引書の主旨に沿ってその電池特性を踏まえて、安全性に関る設

計を電池メーカとの間で合意した上で進めることを推奨する。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

警告 
 

本手引書に記載する試験は、適切な対策を怠ると、危害を及ぼすおそれがある。試験は、

適切な資格と経験を持つ専門家だけが、適切な保護措置を講じた上で実施しなければなら

ない。 
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リチウムイオン２次電池の検討 TF 

 リチウムイオン蓄電池ガイドライン検討 SWG 委員名 
 
 
主査  石井 孝明  株式会社東芝 
  亦野 康弘  岩崎通信機株式会社 
  相馬 敦郎  株式会社ｶｼｵ日立ﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 
  中島 匡良  京セラ株式会社 
  神吉 一  京セラ株式会社 
  赤木 薫  シャープ株式会社 
  鈴木 邦治  ｿﾆｰ･ｴﾘｸｿﾝ・ﾓﾊﾞｲﾙｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 
オブザーバ  平井 清二  ｿﾆｰ･ｴﾘｸｿﾝ・ﾓﾊﾞｲﾙｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 
  松山 廣嗣  日本電気株式会社 
  長堀 正明  日本無線株式会社 
  野々宮 高秀  ノキア・ジャパン株式会社 
オブザーバ  山中 久幸  ノキア・ジャパン株式会社 
  福山 正雄  ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾓﾊﾞｲﾙｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 
  佐藤 淳  ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾓﾊﾞｲﾙｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 
  橋本 崇文  ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾓﾊﾞｲﾙｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 
  竹下 量史  ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾓﾊﾞｲﾙｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 
オブザーバ  犬飼 真一郎  ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾓﾊﾞｲﾙｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 

小川 廣光  富士通株式会社 
雨堤 徹  三洋電機株式会社 
中西 圭作  三洋電機株式会社 
飯塚 邦晴  パナソニック株式会社エナジー社 
高田 政宏  三菱電機株式会社 
寺田 幸弘  ミツミ電機株式会社 
山本 博隆  九州ミツミ電機株式会社 
竹野 和彦  株式会社 NTT ドコモ 
上村 治雄  株式会社 NTT ドコモ 
新保 恭一  KDDI 株式会社 
佐々木 健  KDDI 株式会社 
片山 浩次  KDDI 株式会社 
竹下 清  ソフトバンクモバイル株式会社 
塚田 浩  株式会社ウィルコム 
 

事務局  八木 敏晴  情報通信ネットワーク産業協会 
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【３．ＬｉＢ搭載機器の安全性に関連する基準・規格の海外動向調査】
３．２ ＬｉＢ搭載機器の安全性に関連する基準・規格の概要の要約と電気用品安全法における技術基準との比較

○電気用品安全法における技術基準について

 概要

 電気用品安全法においては、LiB搭載機器が規制対象でないため、適合すべき技術基準を持たない。

 一方で、近年事故が多発しているモバイルバッテリーについて、平成30年2月1日付けの通達改正により、電
気用品安全法の規制対象となった。（経過措置期間：１年間）

 上記通達改正においては、技術基準の追加は行わずに「電気用品の範囲等の解釈について」を改正するこ
とで対応した。すなわち、モバイルバッテリーに対して、リチウムイオン蓄電池の技術基準を適用した。（表１）

 本調査における、海外のLiB搭載機器の基準・規格と比較する電気用品安全法の技術基準としては、リチウ
ムイオン蓄電池の基準用いるものとする。
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改正案 現行

Ⅰ及びⅡ （略）
Ⅲ リチウムイオン蓄電池
（１）～（８） （略）
（９）リチウムイオン蓄電池が機器に装着された状態で輸
入・販売される場合は、当該機器の輸入・販売として取り扱
う。ただし、ポータブルリチウムイオン蓄電池（いわゆるモ
バイルバッテリー）等の主として電子機器類の外付け電源
として用いられるものは、充電装置や昇圧装置等とともに
同一筐体に組み込まれていても機器ではなくリチウムイオ
ン蓄電池と解釈し、対象として取り扱う。

Ⅰ及びⅡ （略）
Ⅲ リチウムイオン蓄電池
（１）～（８） （略）
（９）装着とは、エンドユーザーが利用する最終的な製品
（機器）にリチウムイオン蓄電池を取り付けた状態を指す。
機器に装着された状態の場合、リチウムイオン蓄電池は機
器の一部と見なされるので、この状態での輸入・販売は、
電気用品安全法上、リチウムイオン蓄電池の輸入・販売行
為とは解さず、対象外として取り扱う。

表１ 通達改正について（新旧対照表）
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/04_cn/scope/kaiseibun180201.pdfを基にみずほ情報総研が作成
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○電気用品安全法における技術基準について

 技術的な差異・類似点について

 電気用品安全法（リチウムイオン蓄電池 技術基準）における項目は以下の通りである。

 類似点・差異のまとめ方方針

 対象はLiB搭載機器の安全性に関係する項目のみとし、LiBそのものについては言及しない。

 類似点・差異のある項目について列挙する。

 具体的な内容について、類似点・差異について分析を行う。

 「別表第九 リチウムイオン蓄電池」は、現行の充電池を搭載する機器の技術基準である。

 「J60335-1(3版-H14)附属書Ｂ（規格）充電式バッテリーを電源とする機器」の内容を包含しているため、「別表第九 リチ
ウムイオン蓄電池」の規定項目について比較を行う。
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大項目 ①基本設計、②通常使用時の安全性、③予見可能な誤使用における安全性、④表示

項目① 絶縁及び配線、内圧低下機構、温度又は電流の管理、端子接続部、組電池への単電池組込み

項目② 機械的試験 運搬中の振動時の安全

環境試験 高温下での組電池容器の安全、温度変化時の安全

電気的試験 連続定電圧充電時の安全

項目③ 機械的試験 落下時の安全、衝撃時の安全、圧壊時の安全、低圧時の安全、機器落下時の組電池の安全

環境試験 異常高温時の安全

電気的試験 外部短絡時の安全、過充電時の安全、強制放電時の安全、高率充電時の安全、強制的な内部短
絡時の安全、過充電の保護機能

表 整理項目一覧（「別表第九 リチウムイオン蓄電池」※より項目のみを抽出）
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/gijutsukijunkaishaku/beppyoudai9.pdfを基にみずほ情報総研が作成
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○IEC 60950-1（情報技術機器の安全性：一般要求事項）

 適用範囲

 この規格は、電気事業機器および関連機器を含む、商用電源またはバッテリ駆動の情報技術機器に適用さ
れ、定格電圧は600 Vを超えない。

 この規格は、次のような情報技術機器にも適用できる：

 電源に関係なく、電気通信端末機器およびTELECOMMUNICATION NETWORKインフラストラクチャ機器として使用する
ために設計されている。

 電源に関係なく、ケーブル分配システムに直接接続されるか、その中のインフラ機器として使用されるように設計され、
意図されている。

 AC MAINS SUPPLYを通信伝送媒体として使用するように設計されている。

 この規格の範囲内にある機器の例は次のとおり：
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一般製品タイプ 一般製品タイプの具体例
銀行設備 現金自動預け払い機（ATM）を含む金銭処理機
データおよびテキスト処理
機および関連機器

データ作成装置、データ処理装置、データストレージ機器、パーソナルコンピュータ、プロッタ、プリンタ、スキャナ、テキスト処理機器、ビジュアルディスプレイユニット

データネットワーク機器 ブリッジ、データ回線終端装置、データ端末装置、ルーター
電気および電子小売機器 金銭登録機、関連する電子はかりを含むPOS端末
電気および電子事務機 計算機、複写機、口述装置、文書シュレッダー機、デュプリケーター、消しゴム、マイクログラフィック事務機器、モーター駆動

ファイル、ペーパートリマー（パンチャー、カッティングマシン、セパレーター）、ペーパージョギングマシン、鉛筆削り機、ホッチキス、タイプライター
その他の情報技術機器 写真印刷機器、公共情報端末、マルチメディア機器
郵便装置 メール処理機、郵便料金機
通信ネットワークインフラ
ストラクチャ機器

課金機器、マルチプレクサ、ネットワーク給電機器、ネットワーク終端機器、無線基地局、リピータ、伝送機器、電気通信交換機器

電気通信端末装置 ファクシミリ装置、ボタン電話システム、モデム、PABX、ポケットベル、留守番電話、電話機（有線および無線）

【出典】各種公刊情報を基にみずほ情報総研が作成
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○IEC 60950-1（情報技術機器の安全性：一般要求事項）
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節番号 項目名 整理項目 内容 電安法における対応項目

4.3.8 充電式電池の過
充電

③－電気的試験
過充電時の安全

＜著作権保護のため非公表＞ ・単電池に対し、10V以上で使用できる電源を用いて、設計上の充電電流によって
定格容量の250%又は試験電圧（10V）に達するまで通電したとき、発火又は破裂
しないこと。

4.3.8 充電式電池の逆
充電

③－電気的試験
強制放電時の安
全

＜著作権保護のため非公表＞ ・放電単電池に対し、1ItA で90分間逆充電を行つたとき、発火又は破裂しないこ
と。

海外基準・規格と電安法の比較
・青字：海外基準・規格のみの記載
・赤字：電安法の技術基準のみの記載

＜IEC 60950-1と電安法（リチウムイオン蓄電池 技術基準）の比較＞
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○IEC 62368-1（オーディオ、ビデオ、情報及び通信技術機器の安全性要求事項）

 適用範囲

 IEC 62368は、オーディオ、ビデオ、情報および通信技術、および定格電圧が600 Vを超えない事務用および
事務用機器の分野における電気および電子機器の安全に適用される。この文書には、機器の性能や機能特
性に関する要件は含まれていない。

 この文書は以下にも当てはまる：

 本装置への組み込みを意図したコンポーネントおよびサブアセンブリ。そのような構成要素および部分組立品は、その
ような構成要素および部分組立品を組み込んだ完全な機器が遵守するという条件で、この文書のすべての要件を満た
す必要はない。

 この文書の範囲内で他の機器に電力を供給することを目的とした外部電源装置。

 この文書の範囲内の機器と共に使用することを意図した付属品。

 立ち入り制限区域内に設置された大型機器機械的側面が大きい機器には、追加の要件が適用される場合がある。

 熱帯地域で使用される機器。

 この文書には、屋外に設置することを目的としたオーディオ/ビデオ、情報通信技術機器の要件も含まれてい
る。屋外機器の要件は、関連する場合、現場での直接設置に適し、屋外に設置するオーディオ/ビデオ、情報
通信技術機器の収納に使用される屋外エンクロージャーにも適用される。
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【出典】各種公刊情報を基にみずほ情報総研が作成
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○IEC 62368-1（オーディオ、ビデオ、情報及び通信技術機器の安全性要求事項）
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節番号 項目名 整理項目 内容 電安法における対応項目

M4.1 一般事項 ① ＜著作権保護のため非公表＞ ・なし

M4.2 充電セーフガード ③－電気的試験
過充電の保護機
能

＜著作権保護のため非公表＞ ・通常の使用における安全性、予見可能な誤使用における安全性
・上限充電電圧4.25Vを超えないこと

M4.3 防火用エンク
ロージャー

① ＜著作権保護のため非公表＞ ・なし

M4.4 リチウム二次電
池を含む機器の
落下試験

③－電気的試験
機器落下時の組
電池の安全

＜著作権保護のため非公表＞ ・本試験を行ったときに、組電池の内部において短絡が生じないこと
・定める高さから、コンクリートの床若しくは鉄板へ組電池に最も悪影響を与えると
判断される落下方向へ1回落下させる。
・試験結果が最も厳しくなる組み合わせで試験を行うこと。

海外基準・規格と電安法の比較
・青字：海外基準・規格のみの記載
・赤字：電安法の技術基準のみの記載

＜IEC 62368-1と電安法（リチウムイオン蓄電池 技術基準）の比較＞
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１．目的 

 発火事故が多発しているリチウムイオン電池（以下、「LIB」という）について、一部の製品で事故の再発防止のた

め、リコール社告や劣化による発火の危険性を回避するために充電制御プログラムの適用を実施している。そこで、

発火事故件数の多い円筒形の 18650 型 LIB について、発火事故原因や劣化にともなう充電制御による安全対策の妥

当性を検証し、ひいてはLIB 全体の安全性向上に向けた提言を行うべく、次の調査を行う。 

 なお、当該報告書については、平成３０年度に実施した内容についてとりまとめたもので、次年度も引き続き調査

を行う予定である。 

 

２．試験試料、試験項目及び確認内容 

・試験に使用したLIB の主な仕様等は次のとおりである。試料№1を調査の主体とし、試料№2～№4は比較のため

に用いた全て異なるメーカーのものである。 

 

 

試料№ 

 

公称 

電圧 

（Ｖ） 

充電時の 

定電圧値

（Ｖ） 

放電時の 

終始電圧 

（Ｖ） 

放電時の 

周囲温度 

範囲（℃） 

充電時の 

周囲温度 

範囲（℃） 

定格容量 

（mAh） 

試料数 

(セル) 

 

用 途 

試料№1 3.6 4.2 2.5 -20～60 0～45 3350 100 ノートパソコン 

試料№2 3.7 4.2 2.5 -20～60 0～45 2100 16 電動工具 

試料№3 3.6 4.2 2.75 -20～60 0～45 2600 30 ノートパソコン 

試料№4 3.63 4.2 2.75 -10～60 0～45 2600 30 ノートパソコン 
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・事故原因の解明等を行うため、次の項目について確認及び試験を実施する。 

 

№ 試験項目 測定数

n 

確認内容 測定試料 本文中の項番号 

1 初期特性 全数 初期電圧、内部抵抗、電池容量 №1~№4 ３．１（１）（２）

（３） 

軟 X 線撮影 №1 ３．１（４） 

2 100% 充放電と

80% 充 放 電 の

500cycle 試験 

n=7 サイクル劣化の促進 

劣化確認(電池容量、内部抵抗、充放電時

の温度特性) 

№1 ３．２（１）（２）

（３） 

3 連続定電圧充電 n=3 60 日間連続定電圧充電（カレンダー劣

化） 

№1 ３．３ 

4 電池の構造 n=1 解体結果、各試料の捲回体の構造比較、 

セパレータの突き刺し強度/ SEM 観察 

№1~№4 ３．４（１）（２）

（３）a)、c) 

セパレータの厚み測定 №1 ３．４（３）b) 

5 X 線CT 撮影 任意 缶中央部の捲回体の状態 №1~№4 ３．５（１） 

活物質の厚みの変化 №1 ３．５（２）①② 

他の試料のLIB との活物質の厚み比較 №1~№4 ３．５（３） 

6 PC動作時の電池

電圧及び電池温

度 

n=1 充放電時の電圧及び電池温度 ノートパソ

コン 

３．６（１）①②③

④ 

7 強制内部短絡試

験 

n=1 Normal-Ni小片/大サイズのNi小片の 2

種類の異物による内部短絡試験 

№1~№4 ３．７ 

8 インピーダンス

測定 

n=1  コールコールプロット №1~№4 ３．８ 

9 釘刺し試験 n=2 簡易内部短絡試験 №1~№4 ３．９ 
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３．試験結果 

３．１ 初期特性 

・通常LIB は製造後に充放電検査を実施し、その後、SOC(State of Charge：充電状態) 30～50%で出荷される。そ 

こで、出荷時の管理状況を把握する目安の１つとするため、各試料の初期電圧を測定し比較する。 

・また、生産工程での管理状況を把握するため、各試料の内部抵抗及び電池容量を測定し比較する。 

・なお、参考までに試料№1 の試験前の試料（以下、「初期品」という）を用いて、捲回体のばらつきの状態や異物混 

入の有無を軟X 線撮影により観察する。 

 

（１）初期電圧【試料№1~№4】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

・試料№1 及び試料№3 は、初期電圧特性ばらつきが非常に小さく、ほぼ均一な状態で出荷されており、出荷時の電

圧管理ができている。試料№4 のばらつきがこの中では 1 番大きい。 

・試料№2 以外の試料は初期電圧が 3.5～3.9V に充電された状態で出荷されており、電池としては、安定した状態で  

 あると考えられる。（標準偏差は、試料№1：0.001、試料№4：0.11） 

 

（２）内部抵抗【試料№1~№4】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

図１ 各試料の初期電圧特性 

図２ 各試料の初期の内部抵抗特性 

試料№1 
試料№2 

試料№3 
試料№4 

各試料の内部抵抗 

確
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試
料
№

2
）
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0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

確
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密
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試料№1 

試料№2 

試料№3 

試料№4 

確
率
密
度
（
試
料
№

2
, 
3
, 
4
）

 

確
率
密
度
（
試
料
№

1
）

 

電圧(V) 
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・試料№2 の LIB は、Power 系用途のために高電流を流せるようにするため、内部抵抗が他のLIB に比べて格段に 

 小さい。また、試料№2の捲回体は、他の試料に比べて長く、負極タブを 2 つ設け、更には正極タブを太くし内部 

抵抗を小さくする構造になっている。 

・試料№1 と試料№4 の内部抵抗がほぼ同じで、試料№3 より内部抵抗が小さい。 

試料№3 の正極タブが巻き始めにあるのに対し、試料№1 はほぼセンター、試料№4 は 1/3 の位置に有ることが影響 

していると考えられる。 

・試料№1 の内部抵抗の標準偏差は 0.456 で、試料№4、№3 はそれぞれ 0.673、0.677 で試料№1 のばらつきが小さ 

いことが分かる。 

 

（３）電池容量【試料№1~№4】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

・電池容量のばらつきに関しては、若干の差は認められるがそれほど大きな差は認められず、各試料とも仕様に即 

した実測値になっている。 

・試料№3、№4 の電池容量が約 2600mAh であるのに対し、試料№1 の電池容量は約 3200mAh であり、現状の円筒 

形 18650 型LIB として、比較的高容量な電池である。 

・試料№1は、18650 型の限られた円筒形の容積で、最大限に電池容量を大きくするために、活物質を厚くしている。 

 限られた容積の中で、活物質を厚くしているために捲回体の長さは他の試料よりも短くなっていた。 

 

（４）軟X 線撮影による観察【試料№1】 

 ・試験前の試料№1 について、捲回体のばらつきや異物混入の有無を確認するため、軟X 線撮影を実施した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ・その結果、捲回体の上下端部のばらつきはほとんど無く、また、異物の混入も検出できなかった。 

 

電池容量(mAh) 

図３ 各試料の初期の電池容量特性 

図４ 試料№1_LIB の捲回体の X 線撮影写真 

左：捲回体＋極側 右：捲回体－極側 

試料№1 

試料№2 

試料№3 

試料№4 

各試料の電池容量及びばらつき 
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３．２ 100%充放電及び 80%充放電の 500cycle 試験結果 

・電池の劣化を促進するために、充放電サイクル試験を実施した。 

・JIS C 8715-1 8.7 の耐久性試験として 500cycle の充放電サイクル試験を規定しているので、500cycle の充放電 

サイクル試験を実施し劣化状況を確認する。 

・電池の劣化を確認するために、内部抵抗及び電池容量の変化を確認する。 

・充放電制御（80%充放電）を実施したときに 100%充放電時と比べて劣化の程度がどの程度異なるか、また、80% 

充放電制御により安全性にどのような影響が出ると考えられるか検証する。 

 

（１）電池容量【試料№1】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

・100%充放電では、試験前で約 3350mAh あったのが、500cycle 充放電試験後には、約 2400mAh(約 72%)まで劣  

 化している。80%充放電では、同じく試験前は、約 3350mAh で、500cycle の充放電試験後は、約 3100mAh(約

92%)と劣化の程度が少ない。 

・100%充放電による 500cycle 充放電試験後のサイクル寿命は、JIS C 8711 7.6 の規定値 60%以上を満足している。 

・劣化が少なければ、電池内部の圧力の上昇を小さく抑えられる。 

実際に圧力にどの程度差が出てくるかX 線CT 撮影 

及びセパレータの厚み等で確認する。 

 

（参考）電池容量劣化の原因 

・充放電反応が起こるときに、リチウムイオンが移動する。 

・電池容量はこのリチウムイオン量に相当する電気量で、 

様々な劣化パターンにより使用できるリチウムイオンの 

量が低下し、容量が減っていくことを容量劣化と言う。 

・使用できるリチウムイオンの量が低下する原因は、主に 

負極材に使用する黒鉛(グラファイト）と電解液が反応し、 

負極の表面の SEI(Solid Electrolyte Interphase：固体電解 

質界面層)被膜が成長することに起因する。 

（実際には、正極の表面にもCEI(Cathode Electrolyte Interphase：正極固体電解質界面層)が形成される。） 

 

 

図５ 試料№1_LIB 0～500cycle 充放電サイクル試験時の電池用容量の劣化状況 

      （左：電池容量 右：初期品を 100%としたときの電池容量の劣化率） 

図６ LIB の概要 

（出典：電池の情報サイト 

電池における放電特性とは？） 

 

試料№1_ 0～500cycle の電池容量の変化 

80%充放電 

100%充放電 

充放電Cycle 数(回) 

C
a
p
a
ci

ty
(m

A
h
) 

試料№1_ 0～500cycle 電池容量の劣化率 

100%充放電 

80%充放電 

電
池
容
量
劣
化
率
(%

) 

充放電Cycle 数(回) 
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この SEI が充放電サイクルで厚く 

なる作用にリチウムイオンが使用 

され、充放電時に移動できる 

リチウムイオン量が減少し、その 

結果として、電池容量の劣化と 

なる。 

 

 

 

（２）内部抵抗 

【試料№1】 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

・内部抵抗は初期状態で約 37～38mΩが、100%500cycle 充放電試験後には 34～42%アップし、約 50～54mΩに 

内部抵抗が高くなっている。 

・80%500cycle 充放電試験後では、約 40～42mΩと内部抵抗は約 10%アップに留まっている。 

(参考)  LIB の概要を下記に示す。 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

・正極や負極はリチウムイオンと直接反応する活物質の他に、電子伝導性を高める導電助剤や電気エネルギーを集め 

 る基材、また活物質などが混ざった合剤と基剤部分を結着させるためのバインダーなどから構成されている。 

・内部抵抗には、以下の図のように様々な種類がある。 

（電池の内部抵抗は、充放電に伴う電池内部の各種反応が遅いこと）  

図７ LIB の劣化機構 （出典：JFE テクノリサーチ） 

図９ 充放電時のリチウムイオンの動き 

（出典：電池の情報サイト リチウムイオン電池の正極の組成） 

SEI膜  

 

CEI膜  

 

図８ 試料№1_500cycle 充放電サイクル試験前後の内部抵抗 

試料№1_ 500cycle 充放電前後の内部抵抗 

100%充放電 

80%充放電 

充放電Cycle 数(回) 

内
部
抵
抗
(m

Ω
) 
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＜内部抵抗劣化の原因＞ 

・充電・放電のサイクルによる電極の膨張収縮に起因する。 

LIB の構成を図１０に示す。 

 

 

 

 正極・負極の正極材・負極材は、バインダーなどで基材箔に結着しているが、充放電による電極材の膨張・収縮 

で結着性が弱くなる。 

実際には、「活物質と活物質」間、「活物質と基材」間などで結着が弱くなり、このため、反応が遅くなる。 

その影響で、内部抵抗の劣化が起こったと考えられる。（図１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１１ LIB の抵抗の種類 

（出典：電池の情報サイト【電池はなぜ劣化する？】 

リチウムイオン電池の劣化のメカニズム（原理）） 

図１０ LIB の構成 

（出典：電池の情報サイト リチウムイオン電池の構成と反応） 
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＜充電・放電時の膨張・収縮の確認：初期品＞ 

・充電・放電時に膨張・収縮が起こっているかX 線CT 撮影で確認した。（図１２） 

①充電時                    ②放電時 

                       

 

 

 

 

 

 

                                  

・負極の集電箔の最外周部分を見ると、放電時に比べて充電時には缶に接近しているのが分かる。 

充電時に膨張し、放電時に収縮していることが分かる。 

 

(参考）充電時に膨張し、放電時に収縮 

・LIB は、充放電動作時に正極負極共に、電極構造材の隙間にリチウムイオンが出入りするインターカレーション 

反応（図１３）が起こる。 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

これにより電極材料が充放電によって若干の 

膨張・収縮が行われる。 

 

  

図１２ 充放電時の膨張・収縮 

  左：充電時の膨張、右：放電時の収縮 

図１３ インターカレーション反応 

（出典：松定プレシジョン コラム／最新情報 充電・放電時に二次電池内部で何が起こっているか？） 

図１４ 活物質の構造 

（出典：Panasonic Technical Journal Vol.58 №3 Oct.2012 

リチウムイオン二次電池の厚み変化に関する連成シミュレーション手法の構築） 
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（３）充放電時の温度特性(45℃(*2)の恒温槽内での温度特性) 【試料№1】 

 (*2) 充放電による劣化を促進するため、電池仕様が 0～45℃なので、電池仕様の中で最も高い温度で実施する。 

・充放電時における温度変化を確認する。 

 100%充放電時と 80%充放電時での温度特性結果を図１５に示す。 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

        

・放電終了時に電池温度は最大になる。 

・100%充放電時の方が、80%充放電時と比べて温度上昇が若干大きい。 

 

充放電サイクル数と電池温度との関係を図１６に示す。 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・100%充放電時の最大温度：500cycle 時 59.35℃   

・80%充放電時の最大温度：500cycle 時 54.05℃ 

・充放電回数が多くなるにつれて、温度上昇も大きくなっている。 

 電池の劣化に伴い、電池内部での膨張・収縮が大きくなっていると考えられる。 

・100%での繰り返し充放電時の方が、80%での繰り返し充放電時よりも温度上昇が大きい。 

電池内部での膨張・収縮が 100%充放電時の方が 80%充放電時に比べて大きいと推定される。 

 

  

図１５ 試料№1 の 100%/80%充放電試験時の温度変化 

図１６ 試料№1_LIB の 100%/80%充放電サイクル試験時の温度変化 

試料№1_充放電回数 vs 電池温度(℃) 100%充放電時 試料№1_充放電回数 vs 電池温度(℃) 80%充放電時 

経過時間(Hr) 経過時間(Hr) 

電
池
温
度
(℃

) 

試料№1_ 80%充放電時の温度特性 

電
池
温
度
(℃

) 

経過時間(Hr) 

電
池
電
圧
(m

V
)、

電
池
容
量

(m
A

h
) 

試料№1_ 100%充放電時の温度特性 

電
池
電
圧
(m

V
)、

電
池
容
量

(m
A

h
) 

経過時間(Hr) 

電
池
温
度
(℃

) 
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３．３ 連続定電圧充電【試料№1】 

電気用品安全法に基づく電気用品の技術上の基準を定める省令 別表第九の「連続定電圧充電時の安全」を準用 

し、次の条件で試験を実施する。 

（試験条件）充電日数：60 日間(*3)、周囲温度：45℃、充電電圧：4.25V 

 (*3) 電安法での試験は、28 日間であるが、より厳しい試験としてほぼ 2 倍の 60 日間実施した。 

・LIB の劣化要因は、大きく 2 つあり「繰り返し充放電」(注 2)と「カレンダー劣化」(注 3)がある。 

 「カレンダー劣化」で劣化を促進させる要因に高温と満充電状態での保存がある。このカレンダー劣化でどの程度 

電池に影響が出るかの確認を行う。 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

       

・60 日間連続定電圧充電を実施後の電池容量は初期値に対し、約 96%に劣化している。（図１７） 

負極材料として使用されている炭素分子の構造の変化は、熱及び満充電状態により加速され、炭素内に納められる 

リチウムイオンの量が減少する。 

このため、周囲温度 45℃で連続定電圧充電を 60 日間実施したことにより、電池容量の劣化が生じたと思われる。 

・60 日間連続定電圧充電実施による内部抵抗の変化は、ほとんどなかった。（図１８） 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注 2) 「繰り返し充放電」：充放電を繰り返せる二次電池において、充電及び放電を繰り返し実施した際の電池の 

    劣化診断を行うことで、電池の性能を評価する１つの方法。 

     JIS C 8715-1:2012 の 5.7 に記載の「充放電サイクル耐久性」と同義。 

(注 3)「カレンダー劣化」：実際には「フロート劣化(注 4)分」と繰り返し充放電試験による「サイクル劣化分」を足 

   したものが「カレンダー劣化」である。ここでは、「フロート劣化分」の確認を実施している。 

図１７ 試料№1_LIB の 60 日間連続定電圧充電時の電池容量の劣化状況 

      （左：電池容量 右：初期品を 100%としたときの電池容量の劣化率） 

 

連続定電圧充電日数(日) 

図１８ 試料№1_LIB の 60 日間連続定電圧充電時の内部抵抗の劣化状況 

 

連続定電圧充電日数(日) 

 

連続定電圧充電日数(日) 
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(注 4)「フロート劣化」：充放電を繰り返せる二次電池において、外部の直流電源を用いて一定電圧を保つ「フロー 

   ト充電」を行った時の電池の劣化。 

フロート劣化に影響を与えるパラメータとして、周囲温度と保持電圧がある。 

 

３．４ 電池の構造 

・円筒型電池の構造を確認し、安全対策がどのようにとられているか、また、 

内部の捲回体の構造はどのようになっているか確認する。 

更には、捲回体の巻きズレがないかどうかX 線CT 撮影で確認する。 

（１）電池の構造【試料№1~№4】 

 ・電池の構造を右図（図１９）に示す。 

・安全対策用として、 

a) CID（Current Interrupt Device）：電気内部の圧力が異常上昇したときに 

ガスを放出する機能と電気的な接続も切断する。（図１９の電流遮断機構） 

b) PTC(Positive Temperature Coefficient)(*4)：（図２０） 

・異常な大電流が流れたときに抵抗を増大し、電流を制限する。 

（図１９のPTC 素子） 

・ただし、試料No.2 は、Power 系用途であることから高電流を流せるよう 

内部抵抗を小さくするため装着されていなかった。 

 

(*4) PTC 素子は導電性の粉末を樹脂で固めた構造をしていて、大電流が流れて高温になると、樹脂が 

膨張し粉末の抵抗が増大し、電流を抑制する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) セパレータ：微多孔膜の構造で、高温時に電流を遮断する。 

 

  

図１９ 電池の構造 

図２０ PTC 素子の構造 
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（２） 捲回体の巻きズレ確認【試料№1~№4】 

・各試料の捲回体に巻きズレが生じていないかX 線CT 撮影にて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・図２１に各試料初期品の捲回体の上部X 線CT 撮影結果を示す。 

・図２２に示すように、捲回体端面において、上に白く伸びた線のように見える部分が負極の集電体（銅箔） 

部分で、その隣の少し下に落ち込んだところにあるグレイの帯のようなものが正極の活物質である。 

・図２１のX 線CT 撮影結果より、正極の活物質、 

負極の集電体の端面位置から、試料№1_LIB の捲回体は 

これらがほぼ一直線に並んでいて、最もズレが小さい。 

他の試料の捲回体もそれほど大きなズレはないが、少し 

波打っていたり、右上がりになっていたりしている。 

 

 

（３）セパレータ 

・正極と負極間の絶縁用としてセパレータは存在する。このセパレータの特性を確認する。 

セパレータの強度は電池の劣化や試料により違いがあるのか確認した。 

試験及び確認項目としては、セパレータの突き刺し強度試験、セパレータの厚み確認を行った。 

実際には、繰り返し充放電試験による劣化で、セパレータに影響が出てくるか確認するために、セパレータの突き 

刺し強度試験、セパレータの厚さ確認、SEM による観察、さらには、他の試料のLIB との比較を行った。 

 

a) セパレータの突き刺し強度試験【試料№1~№4】 

＜使用機材＞ 

釘刺し試験システム(エスペック)に右表１の機材 

をセットして試験を実施。 

 

 

 

＜試験方法＞ 

・JIS Z 1707：2019（食品包装用プラスチックフィルム通則） 「7.5 項 突刺し強さ試験」に準拠 

①セパレータを突き刺し試験治具に固定し、直径 1.0mm、先端形状半径 0.5mm の半円形の試験用ピン（図２５参   

照）を速度約 0.833mm/sec で突き刺し、針が貫通するPeak 値(N)を測定する。測定はフォースゲージにて行う。 

②n=3 で測定する。 

③2 枚あるセパレータについて試験を実施する。 

機材名 型名 メーカー 

フォースゲージ FGC-

5(50.00N) 

SHINPO 

突き刺し試験治具 TKS-250N IMADA 

試験用ピン TP-20 IMADA 

表１ 突き刺し試験に使用する機材 

図２２ 捲回体端面の正極・負極 

①試料№1初期品 

 

②試料№2初期品 

 

③試料№3初期品 

 

④試料№4初期品 

 

図２１ 各試料の捲回体上部比較 
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＜試験結果＞ 

・電池内部に 2 枚あるセパレータについて、突き刺し試験を実施した結果を表２に示す。 

 Sheet A と Sheet B は図２６で示したセパレータを示す。 

 

 

突き刺し箇所（単位：N） 正極タブ直径部 その他の部分 

試料№ 突き刺し面 Sheet A Sheet B Sheet A Sheet B 

試料№1 初期品 3.81 3.92 3.69 3.64 

80%500cycle 3.86 4.02 3.26 3.42 

100%500cycle 3.62 4.45 3.91 4.35 

試料№2 初期品 5.81 5.98 5.37 5.38 

試料№3 初期品 －(＊5) －(＊5) 4.67 4.69 

試料№4 初期品 7.38 7.26 6.9 6.88 

 

(*5) 試料№3 に関しては、正極タブが捲回体の巻き始め部分にあり、正極タブ直径部と区別する必要がないため 

に、この部分のデータをとっていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２７ セパレータ突き刺し強度結果 

表２ セパレータの突き刺し試験結果 (n=3 の平均) 

図２６ 突き刺し試験を実施したセパレータの位置 

図２３ 突き刺し試験全体の構成 図２４ 突き刺し試験拡大図 図２５ 突き刺し試験用ピンの寸法 

正極面 

Sheet A 

Sheet B 

SheetA(N

 

S
h

e
e
tB

( N
)  

試料№1 初期品 

試料№1 100%500cycle 

試料№1 80%500cycle 

試料№2 初期品 

試料№3 初期品 

試料№4 初期品 
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・セパレータの突き刺し強度は、各試料の初期品では、試料№1 が一番突き刺し強度が弱く、試料№4 は試料№1 の 

約 2 倍の強度があった。 

・試料№1 のセパレータの突き刺し強度は、正極タブ直径部の SheetA では、80%500cycle 品は初期品とほぼ同等の 

  強度である。100%500cycle 品では若干初期品よりも弱くなっている。 

・同じ部分のセパレータでも SheetB では劣化品の方が、特に 100%500cycle 品の突き刺し強度は初期品よりも強い 

結果となった。セパレータの目詰まりや多孔質のセパレータ自体の孔が狭くなった可能性も有り、SEM 等での 

確認を行う。 

 

b) セパレータ厚み測定【試料№1】 

・ 試料№1 の正極タブ直径部分のセパレータ（図２８の赤線内）の断面３カ所（a、b、c）を 

1000 倍のマイクロスコープを使用して測定した結果を表３に示す。 

<測定結果> 

 

厚み a b c 平均 

初期品 18.09 18.14 18.66 18.30 

80%500cycle 品 18.09 17.01 16.58 17.23 

100%500cycle 品 15.70 15.38 15.76 15.62 

 

・100%500cycle 充放電品は、セパレータの厚みが初期品に比べて約 2.7μm も薄くなり、初期品の厚さの約 85% 

近くになっている。セパレータの厚みが薄くなるのは、圧力が高くなったためで、初期品よりも約 2.7μm も薄く 

なったのは、かなり大きな圧力になったと考えられ、異物などが混入した場合には、異物がセパレータを突き破り 

内部短絡を引き起こす可能性がある。 

・80%500cycle 充放電品のセパレータの厚みは、初期品よりも 1μm 薄い程度である。 

 

(参考)正極タブ以外の部分のセパレータの厚み(n=3 の平均値)：（試料№1 及び他の試料） 

 

試料№1 

厚み(μm) 

初期品 80%500cycle 品 100%500cycle 品 

18.43 17.98 17.84 

試料№2、3、4 

(初期品)厚み(μm) 

試料№2 試料№3 試料№4 

20.57 15.53 18.07 

・正極のタブ部分以外では、初期品と劣化品でセパレータの厚みに差が認められなかった。 

 

c) セパレータの SEM 観察【試料№1~№4】 

・多孔質のセパレータが劣化によりどのように変化したか。また、他の試料のセパレータとの差はあるか確認 

するために SEM にてセパレータの表、裏側の両面の観察を行う。 

・表５にセパレータの表、裏を 1000 倍で SEM 観察した結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

表４ 正極タブ以外の部分のセパレータの厚み測定結果 

表３ 正極タブ部分のセパレータの厚み測定結果(μm) 

図２８ セパレータの厚み測定箇所 
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試料№1  初期品 80%500cycle 品 100%500cycle 品 

表    

裏    

試料№ 

2、3、4 

 試料№2_初期品 試料№3_初期品 試料№4_初期品 

表 

   

裏 

   

 

・ 試料№1 の初期品では、セパレータが多孔質で細かな穴が開いているのが分かる。 

80%500cycle 品でも、ほぼ同じような形状になっている。 

100%500cycle 品では、この細かな孔がなくなって大きくなり、孔の数も減っている。 

 

 

  

表５ セパレータの SEM 観察結果（×1000 倍） 
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３．５ X 線CT 撮影結果（SOC=50%状態で撮影） 

（１）缶中央部の捲回体の状態【試料№1~№4】 

 

 

① 試料№1 初期品 ②試料№1 連続定電圧充電 

終了品 

③試料№1_100%500cycle 

充放電終了品 

④試料№1_80%500cycle 

充放電終了品 

    

⑤試料№2 初期品 ⑥試料№3 初期品 ⑦試料№4 初期品  

    

 

・捲回体の横断面から、100%500cycle の繰り返し充放電試験終了品で負極の巻き終わり部分に活物質の厚みが増加 

していることが観察できる。 

 

・100%500cycle の繰り返し充放電試験終了品における X 線CT 撮影の一部で、通常 

品と異なるものがあった。 

その写真を右図（図２９）に示す。 

電池の最外側の負極集電体の一部が歪んでいる。歪みは電池の上部から下部まで続い

ている。（図２９は、その中の 1 枚） 

歪みがいつの時点のものかは不明。（初期からのものか、電池劣化に伴い生じたもの

かは不明） 

 

  

歪んでいる部分 

表６ 正極タブ以外の部分の活物質の厚み測定結果 

活物質の厚みが増加している

ことが顕著に分かる部分（負

極の巻き終わり部分） 

図２９ 異常と思われた電池の 

    X 線 CT 撮影 
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（２）活物質の厚みの変化（繰り返し充放電等による劣化）【試料№1】 

・繰り返し充放電などにより活物質がどのように変化するか確認するため、 

X 線CT 撮影にて捲回体の横断面の半分部分（右図（図３０）の赤枠）を 

拡大撮影する。 

  

① 横断面の半分部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・活物質 1 層分では測定が難しい（誤差が大きい）ため、ほぼ半周分の捲回体の厚みの比較を行った。（図３１参照） 

 その結果を下記（表７）に示す。 

 

サンプル名 活物質の厚み 

Pix mm 

初期品  1573 6.292 

100%500cycle 品-1 1591 6.364 

100%500cycle 品-2 1588 6.352 

100%500cycle 品-3 1589 6.356 

80%500cycle 品-1 1573 6.292 

80%500cycle 品-2 1576 6.304 

80%500cycle 品-3 1577 6.308 

 

・表７の 1 番上のデータが試料№1 の初期品で、矢印で「試験後」と記載されている破線より下の部分が 500cycle 

の充放電を実施した電池である。 

・100%500cycle 充放電品は、初期品よりも約 70μm 厚くなっている。それに対し、80%500cycle 充放電品では、 

約 10μm 厚に留まっている。（表７の右側のグラフを見ると厚みの変化の違いが明白である。）  

図３０ 活物質の厚み測定箇所 

表７ 活物質の厚み測定結果 

図３１ 活物質の厚み測定のためのX 線 CT 拡大写真 

試料№1初期品 

試料№1 

100%500cycle-1 

試料№1 

100%500cycle-2 

試料№1 

100%500cycle-3 

試料№1 

80%500cycle-1 

試料№1 

80%500cycle-2 

試料№1 

80%500cycle-3 

基準線 判定線 
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② 縦断面 

・横断面の確認で活物質の変化が見られたので、捲回体端面に影響が出ていないか X 線CT で確認を行った。 

（正極端子部分） 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・図３２に示すように、捲回体端面において、上に白く伸びた線のように見える部分が負極の集電体（銅箔）部分で、 

その隣の少し下に落ち込んだところにあるグレイの帯のようなものが正極の活物質である。 

  負極の活物質や正極の集電体は炭素やAl 箔のためにX 線では見ることができない。 

・X 線CT 撮影結果（図３３）で、黄色線は初期品の負極の集電体（Cu）の位置を表している。 

100%500cycle 充放電品の負極の集電体の位置が、徐々にこの黄色線位置からずれているのが分かる。 

また、正極の活物質の頭の部分の位置は、初期品ではほぼ横一直線に並んでいたのが、100%500cycle 品では、 

波打っている。また、初期品より位置が上にずれている。 

 更には、負極の集電体（銅箔）の最外層に近い部分では、缶の上部で内側に湾曲している。 

・80%500cycle 充放電品は、捲回体の端面の形状は初期品と余り差が出ていない。 

一部のサンプルで 100%500cycle 品のように負極の集電体の湾曲が見られる。 

・捲回体の活物質が劣化により、横方向だけでなく縦方向にも伸長しているために、捲回体の上部（正極部分）で 

 捲回体が波打っているようになっている。 

   

正極の活物質 

（中央の黒い線：正
負極の集電体 

（中央の白い線：負極の集

図３２ 捲回体端面の正極・負極 

図３３ 捲回体端面の劣化によるズレ 

試料№1 初期品 

試料№1 

100%500cycle-1 

試料№1 

100%500cycle-2 

試料№1 

100%500cycle-3 

試料№1 

80%500cycle-1 

試料№1 

80%500cycle-2 

試料№1 

80%500cycle-3 

判定線 基準線 
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（３）各試料の活物質の厚み比較（初期品での比較）【試料№1~№4】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各試料の捲回体のX 線CT 撮影の比較を図３４に示す。 

・図中の番号は、負極の集電体を捲回体内部の 2 層目を”1”として、外側に向かってカウントアップした番号である。 

（1 番内側の捲回体は、負極、正極の両方が確認できるものを 1 層目としてこれを基準にしている。） 

（試料№3 以外は捲回体の途中に正極のタブがあるが、これも正極の 1 つの層と見なしてカウントしている。） 

・捲回体の巻き数を表す番号からも、試料№1 の捲回体の活物質が他の試料に比べて厚いことがわかる。 

 

 

試料№ 捲回体 1 層の厚み 

試料№1 419.5μm 

試料№2 273.6μm (試料№1_LIB の約 65%の厚み) 

試料№3 359.5μm (試料№1_LIB の約 86%の厚み) 

試料№4 343.8μm (試料№1_LIB の約 82%の厚み) 

 

・表８に各試料の初期品の捲回体 1 層分の厚みを比較した結果を示す。最外周までの長さと捲回体の巻き数から、1 

層分の捲回体の平均値を記載している。 

・試料№1 の初期品が一番厚く、次に試料№3 と試料№4 がほぼ同じくらいで、試料№2 が最も薄い。 

 

３．６ ＰＣ動作時の特性 

・ノートパソコン本体を用いて、LIB をどのように制御しているのか、また、その際のLIB の特性を確認する。 

＜確認方法＞ 

・使用したノートパソコンの電池パックは、電池の 2 直列電圧、中間電圧（単電池電圧）、及び電池温度（電池パック 

のほぼ中央に 1 カ所温度センサーを設置）を検知している。 

・このことを踏まえて、ノートパソコン動作時におけるLIB の 2 直列電圧、中間電圧（単電池電圧）、充電率及び 

動作時の電池温度等を調べる。 

（１）充放電時の電圧及び電池温度 

図３４ 各試料の捲回体の X 線 CT 撮影による比較 

表８ 各試料の捲回体１層分の厚み測定結果 
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・ノートパソコンの電池パック内のLIB 接続は、電池 8 本の 2 直列 4 並列である。 

熱電対を各LIB の上面に取り付け、また、中間電圧及び 2 直列電圧（＋端子と－端子間の電圧）とLIB の充電 

電流及び放電電流も併せて測定する。 

・一般的な使用時の特性及び事故案件での使用方法及び考えられる使用時の特性も併せて測定をする。 

① 通常動作時（一般的な使用時） 

 ・試験条件： 

AC アダプターを挿して満充電する。その後もAC アダプターを挿したままで動作を行う。 

この間、パソコンのCPU 負荷が大きくなるように、DVD 映像を連続で再生させると同時に円周率の計算を 

行う。 

 a. 充電特性：AC アダプターを接続し充電を開始 

電池温度は充電率が上がるにつれて上昇し、充電終了時に電池温度は、最大で約 40℃となった。 

b. 充電終了後も、AC アダプターを接続：電池は満充電状態 

電池温度は少し下がるが、ほぼ一定。 

c. 放電特性：AC アダプターを抜き、電池からパソコンに電源供給 

電池が放電状態になると電池温度も若干上がり、放電終了時に約 37℃になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ノートパソコンの電池放電開始から放電終了、再度充電終了までの特性を図３６に示す。 

a. 放電特性：AC アダプターを抜き、電池が放電を開始し、放電終了（ノートパソコンが OFF 状態になるまで） 

b. 充電特性：再度AC アダプターを接続して、充電を開始して、充電が終了するまで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３５ 通常動作時のノートパソコンの電池電圧及び電池温度特性 

充電開始 

ACアダプター：OFF 充電終了 

電池温度 

2直列電圧 

中間電圧 

放電終了 
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・PC 動作時の放電電圧は、電池単体仕様の範囲内になっているが、充電電圧は電池単体仕様よりも、若干高い 

電圧まで充電している。 

 ・パソコンが電池の充電率をどのように管理しているかの確認を行った。 

ノートパソコンの放電終了状態（パソコンでの充電率：0%）から充電率が 50%になるまでの中間電圧（電池単体の 

電圧）と 2 直列電圧の測定結果を下記（図３７）に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事故案件の中で、消費者が布団の上で使用中に事故が発生した案件があり、布団や毛布などの上で使用したときに 

想定されるケースについて 3 つのケース（②～④のケース）で検証した。 

 

 

 

 

 

 

 

図３６ 通常動作時の満充電→放電開始→放電終了→充電開始→満充電の一連の動作時の電池温度及び電池電圧特性 

図３７ ノートパソコンでの電池の充電率と電池電圧 

リチウム電池電圧 vs 充電率 

 

放電開始(AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ OFF) 

放電終了(6.144V) 

放電終了(3.0V) 充電開始(AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ接

充電終了(4.214V) 

充電終了(8.428V) 

電
池
温
度
(℃

) 

電
池
電
圧

(V
) 

経過時間(sec)→ 
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② パソコンのバッテリーパックを毛布で覆った場合 

・ノートパソコンを布団などの柔らかい素材の上で操作するとパソコンが布団に埋没した状況が想定される。 

先ず 1 つめのケースとして、ノートパソコンの上部にある電池パックが毛布などで覆われたケースでの充放電 

特性を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バッテリーパックが毛布で覆われた場合には、電池温度は通常より高くなり、最大約 46℃まで上昇した。 

 

③ パソコンの放熱孔を毛布で遮蔽した場合 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・放熱孔が遮蔽され、電池パックの電池温度が上昇すると電池に取り付けられている温度センサーにより 

設定温度を検出すると、PC の電源を強制的にPower-OFF している。 

  

図３８ ノートパソコンの電池パックを毛布で覆った時の充放電特性 

図３９ ノートパソコンの放熱孔を毛布で遮蔽した場合の充放電特性 

放電開始(AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ切

断) 

温度上昇でPC電源OFF 

充電開始(AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ接続) 

放熱孔を毛布で遮蔽した場合の充放電特性 

 全ての電池を毛布で覆った状態での充放電特性 

放電終了 

充電終了 
AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：OFF 

充電開始 

電
池
温
度
(℃

) 

電
池
電
圧
(V

) 

電
池
温
度
(℃

) 

中
間
電
圧
・
直
列
電
圧
(V

) 

経過時間(sec) 
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④ 放熱孔が遮蔽され、更に電池の一部が毛布で覆われた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・放熱孔が覆われ、更に放熱孔に近い部分の電池が毛布などで覆われると、放熱孔に近い部分と遠い部分で電池の 

温度差が生じている。 

・布団の上などでPC を動作させていると放熱孔が塞がれる可能性がある。その際に放熱孔に近い部分の電池が最も 

温度が高くなる。しかし、電池の温度を検出しているのは内部の電池であるため、一部の電池で電池単体の仕様よ 

りも高い温度に達している場合が発生した。 

 

３．７ 強制内部短絡試験【試料№1~№4】 

・異物混入は生産工程上避けられない。 

異物混入による内部短絡で発火事故が発生したとの事故報告が多いことから、異物混入を考慮した試験として「強 

制内部短絡試験」を実施する。  

強制内部短絡試験では、初期品と劣化電池で差があるかの確認を行う。 

（１）試験方法 

・試験方法は、電安法「別表９ (10) 強制的な内部短絡時の安全」に準拠した試験を実施し、使用するNi 小片の大  

きさを 2 通り（電安法で規定のニッケル（Ni）小片（以下Normal Ni 小片）とサイズの大きいNi 小片（以下 大  

サイズのNi 小片））で、SOC=100%で試験を実施。 

（単電池を解体し、正極の表面にNi 小片を配置し巻き戻して、図４３のように設置後、図４２の加圧ジグにて配  

置したNi 小片に最大 800N まで加圧する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図４１ 強制内部短絡試験実施全体構成 図４２ 強制内部短絡試験 加圧ジグ 図４３ 解体した単電池 

図４０ ノートパソコンの放熱孔を毛布で遮蔽し、かつ一部の電池を覆った場合の充放電特性 

ニトリルゴム 

(大きさ：10x10mm) 

（厚み t=2mm) 

硬さ：A60 

充電開始 放熱部：遮蔽 

放電終了 

放電開始 

PC：Shutdown 

 放熱孔及び一部の電池を毛布で覆った場合の充放電特性 
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（２）電安法「別表９ (10) 強制的な内部短絡時の安全」に準拠した試験 

① Ni 小片の電池への仕込み 

・Ni 小片は下図（図４４）に示すように、捲回体を一部巻き戻し、正極活物質の巻き終わり部分から約 20mm 

の位置の中央に配置する。（図４５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 使用するNi 小片 

・強制内部短絡試験には２種類のNi 小片を使用する。 

2 種類のNi 小片を下記（図４６、図４７）に示す。 

・Normal-Ni 小片（サイズ 高さ：0.2mm、幅：0.1mm、一辺：1.0mm のＬ字形（角：約 90 度)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大サイズのNi 小片（サイズ 高さ：1.5mm、幅：0.15mm、一辺：1.5mm のＬ字形（角：約 90 度)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）強制内部短絡試験結果 

・Normal-Ni 小片及び大サイズのNi 小片を使用した強制内部短絡試験の試験結果を表９に示す。 

 

 

図４７ 大サイズの Ni 小片の拡大図及び寸法 

図４４ Ni 小片の配置図 

図４６ Normal-Ni 小片の拡大図及び寸法 

図４５ 実際に正極活物質に配置した Ni 小片 
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 試験サンプル 使用 Ni 小片 

№ 試料№ 状態 Normal-Ni 小片 大サイズの Ni 小片 

終了条件 結果 終了条件 結果 

1 試料№1 初期品 800N加圧 10mV電圧降下 800N加圧 33mV電圧降下 

2 試料№1 80%500cycle 品 800N加圧 電圧降下なし 内部短絡 631N加圧 70mV電圧降下 

3 試料№1 100%500cycle 品 800N加圧 電圧降下なし 内部短絡 190N加圧 82mV電圧降下 

4 試料№2 初期品 800N加圧 電圧降下なし 内部短絡 370N加圧 4200mV電圧降下。発火 

5 試料№3 初期品 800N加圧 電圧降下なし 800N加圧 13mV電圧降下 

6 試料№4 初期品 800N加圧 電圧降下なし 800N加圧 12mV電圧降下 

 

① Normal-Ni 小片を使用した強制内部短絡試験では、試料№1 の初期品及び充放電サイクル試験終了品、試料№2、3、 

4 の初期品は、ともに 800N までの加圧試験では、内部短絡(*6)には至らなかった。  

(*6) 内部短絡：50mV 以上の電圧降下 

② 大サイズのNi 小片による強制内部短絡試験では、試料により差が生じた。 

また、試料№1 でも、初期品と劣化品とで差が見られた。 

・図４８に、試料№1 の内部短絡を生じた時の加圧の大きさを示す。 

・大サイズのNi 小片による強制内部短絡試験では、初期品は 800N まで加圧しても内部短絡は起こらなかったが、 

「80% 500cycle 充放電サイクル試験品」では 631N、「100% 500cycle 充放電サイクル試験品」では 190N で内部 

短絡が起こり、電池の劣化（表９参照）とともに小さい加圧で内部短絡が生じている結果になった。 

これは、セパレータの強度が弱くなったことや活物質の結着力の低下などが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 内部抵抗

(mΩ) 

電池容量 

(%) 

初期品 37 100 

80%500cycle 充放電サイクル品 40 92  

100%500cycle 充放電サイクル品 50 72 

(*7) 電池の劣化：一般的に、内部抵抗及び電池容量で劣化を判断 

 

 ・図４９に各試料のLIB の強制内部短絡試験時の降下電圧を示す。 

表１０ 電池の劣化判断(*7) 

図４８ 試料№1 強制内部短絡試験結果と劣化状況 

表９ 強制内部短絡試験結果 

 試料№1 強制内部短絡試験 

短絡(50mV以上の電圧降下)時の加圧 
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・Normal-Ni 小片では、各試料ともに 800N まで加圧しても内部短絡が生じなかった。 

・大サイズのNi 小片による強制内部短絡試験では、試料№2 以外の初期品では 800N まで加圧しても内部短絡には 

至らなかった。試料№2 の初期品は内部短絡し発火に至った。 

試料№3 と試料№4 に差は認められなかったが、試料№1 よりも降下電圧が小さかった。 

・この結果より、試料№1、№3、№4 は、活物質が厚いために、大サイズのNi 小片での強制内部短絡試験では、 

正極と負極の活物質間で短絡が生じ電圧降下は起こったが、それ以上にはならなかったと思われる。 

試料№2 は活物質が薄く、大サイズのNi 小片での強制内部短絡試験で、正極側で活物質を貫通して集電体(Al 箔) 

までNi 小片が届き、負極の活物質間と短絡が起こり発火したのではないかと推定される。 

 

(参考) 

・正極の活物質を除去し、この部分で大サイズのNi 小片による強制 

内部短絡試験を実施した。 

 正極の活物質を除去した試料を図５０に示す。 

(結果) 

・Ni 小片を入れて捲回体を巻き戻す途中の段階で、発火した。 

 活物質がなく、正極の導電体と負極の活物質が短絡すると発火する。 

 

３．８ インピーダンス測定【試料№1~№4】 

 ・LIB の劣化を非破壊で解析する方法の 1 つとしてインピーダンス測定法がある。 

  インピーダンスメータを使用し、LIB のどの部分の劣化が大きいのか、また、他の試料と比較した特性も含めて 

確認をする。 

（１）測定方法 

 ・使用するインピーダンスメータ：菊水電子工業 KFM2005 

単電池は、電池ソケットに入れて測定する。 

  測定構成を図５１に示す。 

・インピーダンスメーター(KFM2005)のコールコールプロットを使用し、  

10kHz～10mHz でのインピーダンスを測定、その結果を示す。 

・測定条件：負荷電流=0A、重畳電流=10mA、移動平均=1 回、  

積分平均=4 回、電池電圧≒3.67V 

内部短絡が生じた 

サンプル 

図４９ 各試料の強制内部短絡試験時の降下電圧 

図５１ インピーダンス測定 

図５０ 正極の活物質を除去した試料 

正極の活物質を除去した部分 
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(参考)交流インピーダンス法 

一般にコールコールプロットのインピーダンス特性を擬似等価回 

路で表した図が左の図の上に記載した等価回路である。 

擬似等価回路は、 

 ・電解液やタブ溶接部の抵抗（R1）  

・電池内の負極、正極の電極反応（R2//C2、R3//C3） 

・リード部などのインダクタンス（L） 

などで表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・インピーダンス測定におけるコールコールプロットでは、10kHz～10mHz の交流波形を印可することにより、 

図５２及び図５３に示したような電池内部の抵抗の変化を確認できる。 

 

（２）測定結果 

 ① 試料№1 のインピーダンス特性 

  試料№1 のコールコールプロットを 

図５４に示す。 

 ＜電解液やタブ溶接部の抵抗に関して＞ 

 ・連続定電圧充電品と 80%500cycle 充放電品は 

初期品とほぼ同じであった。 

 ・100%500cycle 品は初期状態より約 20mΩ 

高抵抗へとシフトしている。 

 ＜負極部及び正極部の抵抗に関して＞ 

 ・初期品及び連続定電圧充電品は 1 つの半円で 

  成り立っているが、500cycle 充放電サイクル試験品は、2 つの半円に分かれていて、高周波側の半円と低周波側 

の半円の 2 つあり、低周波側の半円が大きい。 

活物質部分で劣化が生じていると思われる。 

 ・100%500cycle 充放電サイクル試験品は、コールコールプロットの低周波側の半円（周波数：約 50Hz～約 1Hz 時）

が大きくなっている。 

図５２ インピーダンス測定のコールコールプロット結果の一例 

図５３ 電池の簡便等価回路とコールコールプロット結果 

図５４ 試料№1 初期・連続定電圧充電・500cycle 繰り返し充放電品 

 コールコールプロット結果 

初期品 

80%500cycle 品 

連続定電圧充電品 

100%500cycle 品 

コールコールプロット 

 擬似等価回路の一例 
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② 各試料のインピーダンス特性（初期品） 

 (図５５) 

 ・コールコールプロットの波形はほぼ 

同じような波形になっている。 

 ・半円部分はほぼ 1 つの半円に近い形に 

なっている。 

  

 

 

 

 

 

３．９ 釘刺し試験【試料№1~№4】 

 ・簡易的な内部短絡試験として、釘刺し試験を、各試料に対して実施した。 

（１）試験方法 

 ・電池を満充電状態にして、室温Ta=25℃で、直径約 5mm の釘を 

20mm/sec の速度で電池が貫通するまで突き刺しを行う。 

（図５６参照） 

 

 

 

 

 

 

（２）試験結果 

 ・全ての試料で発火した。 

 

① 試料№1          ②試料№2           ③試料№3        ④試料№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・釘刺し試験により、電池に短絡が生じると各試料のLIB とも全て発火することが判明した。  

・釘を突き刺した試験では、釘を介しての短絡で、実際の事故で起こっている内部短絡の症状とは異なっている。 

 

図５７ 釘刺し試験で発火した各試料の電池（発火直後） 

図５５ 各試料のインピーダンス特性（コールコールプロット結果） 

試料№2 

試料№1 

各試料のインピーダンス特性（コールコールプロット） 

試料№3 試料№4 

図５６ 釘刺し試験 
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４．まとめ 

４．１ 安全対策の在り方 

 （１）電池の特性 

  ・試料№1 について 

① 工程の出荷検査及び生産工程はよく管理されている。 

・初期特性（出荷時の特性）において、初期電圧、内部抵抗がほぼ均一になっている。【３．１（１）（２）】 

・X 線CT 撮影結果より、初期品の捲回体の巻きズレが他の試料に比べても小さい。【３．４（２）】 

② 電池解体結果より、CID（電流遮断装置）及びガス排出弁、PTC が装着されている。【３．４（１）】 

③ 電池容量が大きい。 

   ・電池容量は、試料№3、試料№4 に比べ、試料№1 は 30%以上も大きい。【３．１（３）】 

・電池容量を大きくするために、活物質を厚くした捲回体の構造になっている。【３．５（３）】 

 

 以上のことから、試料№1 は、①、②で示したように、安全性を考慮した構造で生産工程の管理は良好であるが、 

18650 円筒形としては比較的高容量な電池になっている。 

（２）劣化した電池の確認 

  ・電池の劣化を促進するために、45℃での 100%充放電サイクル試験（充放電のサイクル劣化）と 60 日間 45℃ 

の連続定電圧充電（カレンダー劣化）を実施した。これと同時に、80%充放電サイクル試験を実施し劣化の 

差を次の項目で確認した。 

① 充放電のサイクル試験及び長期間の満充電による劣化確認【３．１～３．５】 

・内部抵抗、電池容量の測定及びX 線 CT 撮影による電池内部の状況（活物質厚＆捲回体のバラツキ）や、 

セパレータの特性について確認した結果を表１１に示す。 

 

 

確認項目 初期品 連続定電圧充電 80%500cycle 充放電 100%500cycle 充放電 

内部抵抗(mΩ) 37～38 38～39 40～42(約 108%) 50～54(約 135%) 

電池容量(mAh) 3350 3200 3100(約 92%) 2400(約 72%) 

放電終了時の温度 

(Ta=45℃) 

52 － 54 59 

セパレータ突き刺し強度

(N) 
3.7  3.3 4.2 

セパレータ厚み(μm) 

(正極タブ部分) 

18.3  17.23 

(初期品- 1μm) 
15.62 

(初期品- 3μm) 

捲回体の状況     

活物質の厚み(mm) 

28 正極+30 負極 

6.292  6.301 

(初期品+約 10μm) 
6.357 

(初期品+約 65μm) 

集電体(負極端部)     

 

・60 日間の連続定電圧充電により、若干ではあるが電池の劣化が認められる。【３．３】 

・100%500cycle の繰り返し充放電品では、電池容量は 70%近くまで低下し【３．２（１）】、電池内部では、活物  

質の厚みが大幅に厚くなっている。【３．５（２）①】また、集電体の負極端部が不揃いになっている。【３．５ 

表１１ 電池劣化状況結果 
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（２）②】これに伴い、円筒形の電池内部の圧力が上昇し、最も圧力が大きいと思われる正極タブ直径部分では、 

セパレータの厚みは約 3μmも薄くなっている。【３．４（３）b）】 

（正極タブ直径以外の部分のセパレータの厚みは、初期品とほとんど差が認められなかった。）【３．４（３）b）  

（参考）】 

  

以上のことから、繰り返し充放電により、活物質は厚くなるが、正極タブの直径部分以外は、セパレータの厚み 

変動がほとんどないことから、電池内部の圧力はそれほど大きくなっていないと思われる。それに対し、正極のタ 

ブ直径部分のセパレータの厚み変動は大きく、この部分に異物が混入すると、繰り返し充放電により、徐々に電池 

内部の圧力が高くなり、異物によってはセパレータを突き破ることが想定される。 

 

② 100%充放電と 80%充放電による充放電サイクル劣化の差の確認（100%と 80%充放電の充放電サイクル試験） 

・100%充放電と 80%充放電では明らかに劣化に違いが見られる。 

・内部抵抗、電池容量に関しては、初期品に対して、80%充放電品は約 10%の変動が見られた。【３．２（１）（２）】 

100%充放電品の初期品に対する変動が約 30%であったことと比べると大きな差が出ていると言える。 

・X 線CT 撮影で内部の活物質厚＆捲回体のバラツキなどを確認したが、80%充放電品の活物質の厚みは初期品よ 

  り、半径分で 10μm厚くなり【３．５（２）①】、正極タブ直径部分のセパレータの厚みは約 1μm薄くなっただ 

 けで【３．４（３）b）】初期品からの変化が少ない。 

 

以上のことから、リチウムイオン電池の制御として 80%に充放電を抑える制御にすることで、電池の劣化がかなり 

抑えられると考えられる。 

80%500cycle の繰り返し充放電品は、セパレータの厚み変動が小さいことから、電池内部の圧力上昇は小さいと 

思われ、異物が混入していてもセパレータを突き破るほどの内部圧力にはなっていないと思われる。リチウムイオン 

電池の制御として充電制御は、電池の安全性に効果があると思われる。 

また、インピーダンス測定結果から、80%500cycle 充放電品でも、コールコールプロットで正極及び負極の活物質 

部分の劣化症状が認められた。【３．８】長期間の使用(1000cycle 充放電)でどうなるか更なる検討が必要と思われる。 

（３）ノートパソコン動作時のLIB の特性確認 

・ノートパソコン動作時のLIB の充電電圧・放電電圧（2 直列電圧及び中間電圧：単体電圧）・充放電時の 

温度特性を確認した。 

その結果、 

① 充電電圧が電池単体の仕様よりも高い電圧まで充電していた。【３．６（１）①】 

4.2V(電池単体仕様)に対し、4.214V(満充電電圧) 

② 毛布などで放熱孔が塞がれた場合：一部の電池で充電時に電池温度が 50℃まで上昇し、電池仕様の温度以上 

となった。【３．６（１）④】   

温度センサーが 1 つのため、電池が均一に温度上昇しない場合には、このようなケースが発生する。 

  

４．２ 試料№1 と他の試料との比較 

・試料№1 と他（試料№2、№3、№4）のLIB を比較した結果は、下記のとおりである。 

（１）試料№1 は工程の出荷検査及び生産工程がしっかり管理されている。 

・初期特性（出荷時の特性）において、初期電圧、内部抵抗は各試料ともにほぼ均一になっている。 

【３．１（１）（２）】 

・X 線CT 撮影結果より、初期品の捲回体の巻きズレは試料№1 が他の試料に比べて小さい。【３．４（２）】 

（２）各試料とも封口部分は安全性に考慮した構造になっている。 
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・CID（電流遮断装置）及びガス排出弁、PTC（使用用途により装着されていない場合がある）が装着されて 

いる。【３．４（１）】 

（３）試料№1 は電池容量を大きくするために捲回体の構造が異なる。 

   ・各試料の初期品の捲回体 1 層分の厚みを比較した結果、試料№1 が最も厚く、次に試料№3、 №4 が同等で、 

試料№1 の約 80%強、試料№2 は試料№1 の約 65%の厚みである。【３．５（３）】 

・活物質が厚いと充放電時の膨張収縮が大きくセパレータへの影響が大きくなる。 

 

今後の対応として、他の試料が劣化したときの活物質の厚みの変化とセパレータにどの程度影響が出てくるか 

確認する。 

 

４．３ 異物混入の確認及び異物混入による発火の検証 

（１）異物混入の確認 

・軟X 線で試料№1 を確認した。【３．１（４）】 

その結果、異物の検出はできなかった。 

  ・異物混入の確率は小さく、また軟X 線での検出は難しい。 

（２）異物混入による発火の検証 

・異物混入で内部短絡が発生し、発火にまで至るのか確認するために下記試験を実施した。 

① 簡易内部短絡試験（釘刺し試験）【３．９】 

・全ての電池で発火した。 

・電池を満充電状態にして釘刺し試験を実施すると、電池は発火することが分かった。 

ただし、満充電状態でないときの確認も必要であると思われる。 

今回実施した釘刺し試験（釘を電池に貫通）は、市場で発生している事故症状とは異なるので、事故症状に 

近い試験（電池内部での短絡試験）の検討が必要である。 

  ② 強制内部短絡試験【３．７】 

a) 通常サイズのNi 小片（電安法で規定のサイズ）での試験 

・内部短絡は生じなかった。 

ｂ) 大サイズのNi 小片 

・この試験は、通常混入しない大きさの異物を想定した試験である。 

・試料№1、№3、№4 では、短絡(電圧ドロップ：50mV 以上)が生じた。 

しかし、発火にまでは至らなかった。 

・試料№2 は、短絡し発火した。 

 

    試料№1、№3、№4 と試料№2 との大きな違いは、活物質の厚みである。【３．５（３）】 

大サイズのNi 小片による強制内部短絡試験では、短絡が生じたことからNi 小片がセパレータを突き破り、正極 

と負極が短絡したと思われる。ただし、試料№1、№3、№4 は活物質が厚いために、短絡が正極の活物質と負極 

の活物質間に限定され、発火までには至らなかったと想定される。 

それに対し、試料№2 は活物質が薄いために大きなNi 小片により、活物質を突き抜けて集電体にまで達し、正 

極の集電体と負極の活物質間で短絡が生じたために発火にまで至ったと想定される。 

③ セパレータ確認 

・正極と負極間の短絡が生じるためには、異物がセパレータを突き破られなければならない。 

 セパレータの特性は、劣化によりどのような変化が生じたかを確認した。 

a) セパレータの強度及び厚み測定 
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・セパレータの突き刺し強度【３．４（３）a）】及び厚み【３．４（３）b）】測定結果では、80%500cycle 品

は初期品に比べて大きな差は認められなかった。 

・100%500cycle 品は、正極タブ直径部分のセパレータの厚さが初期品より約 3μm 薄くなっていて、電池内 

部の圧力が高くなっていたと推定される。【３．４（３）b）】 

 ・セパレータの突き刺し強度は、試料№1 が最も弱く、試料№4 は試料№1 の 2 倍程度の強度があった。 

【３．４（３）a）】 

b) SEM 観察【３．４（３）c）】 

・80%500cycle 品と初期品は、セパレータの多孔質の構造に大きな変化は認められなかった。 

・100%500cycle 品では細かな孔がなくなり、孔の数も減っているように思われる。 

 

  以上より、電池は充電・放電により膨張・収縮し、繰り返しの充放電により電池が劣化し、活物質の厚みが増加し 

ている（X 線CT 撮影結果）。しかし、電池内部の圧力は、正極タブの直径部分以外はセパレータの厚みがあまり薄く 

なっていないことから極端に増加したとは思えない。 

また、強制内部短絡試験結果からも明らかなように、製造工程で混入が考えられる大きさの異物は、試料№1 の場

合には活物質が厚いため、活物質が塗布されている部分では、電池の内部圧力で異物が絶縁物であるセパレータを突

き破っても正極と負極の活物質間の短絡にとどまり発火までには至っていないと思われる。 

それに対し、正極タブの直径部分では、長期使用を想定した繰り返し充放電の加速試験を実施した結果、電池の劣

化とともにセパレータの厚みが薄くなっていて、この部分だけは電池内部の圧力が増大していると想定される。更に

は、正極タブ周辺は活物質が塗布されていないために、異物が混入していた場合には電池内部の圧力の増加により、

異物がセパレータを突き破り正極の集電体（アルミ箔部分）と負極の活物質間での短絡となり発火の危険性が考えら

れる。 

 

５．今後の方針 

 （１）1000cycle 充放電サイクル試験の実施 

・電池加速劣化試験として充放電サイクル試験を 500cycle 実施したが、電池容量が 500cycle 時点でまだ 70% 

以上ある。市場ではまだまだ使用されている状況のため、充放電サイクル数を増やして劣化がさらに進んだ 

時の安全性について確認する。 

 （２）試料№1 以外のLIB の劣化時の確認 

試料№1 以外の LIB で劣化時の確認を行う。 

 

６．LIB の全般に係わる技術基準改正の要否及び妥当性 

（１）LIB の生産工程に関して 

  a) 異物混入に関して 

 ・LIB は、どれだけ生産工程を管理しても異物混入を”0”にすることはほぼ不可能である。 

  ただし、ある程度以上の大きさの異物混入は防ぐことは可能で、更には異物混入の確率を小さくすることは 

可能であると思われる。 

  b) 捲回体の巻きズレに関して 

・今回確認した試料は、生産工程がしっかりと管理されているので、捲回体の巻きズレは生じていない。 

  ・生産工場が変更になったり、他の変化点があったりした場合には管理体制が変わることもある。 

・発火の要因として、捲回体の巻きズレが生じて起こる可能性もあるので、生産工程の管理として巻きズレが 

生じない管理を行うことが必要である。 

（２）LIB 単体としての構造など 
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  a) 電池内部の圧力に関して 

  ・LIB は、充放電時にリチウムイオンのインターカレーション反応により活物質が膨張・収縮を繰り返す。 

これにより、徐々に活物質が厚くなり電池内部の圧力が上がり、内部に異物が混入していた場合には、異物によ

り内部短絡が起こり発火に至る場合がある。 

  ・充放電による膨張・収縮が起こり、更には万一内部に異物が混入していても圧力の上昇で異物がセパレータを 

   突き破らない構造にする必要がある。 

  b) 内部短絡で発火に至るケース 

  ・異物により内部短絡が生じても、正極の集電体と負極の活物質間で短絡が生じないと発火までには至らなかった。

強制内部短絡試験では、正極の活物質が塗布されている場所での内部短絡のため、生産工程では混入しないよう

な大きさの異物でも、短絡が正極の活物質と負極の活物質間にとどまり発火には至らなかったと想定される。 

  ・異物混入及び電池内部の圧力上昇により、発火にまで至るケースは、正極に活物質が塗布されていない正極タブ

周辺に異物が混入した場合と推定される。 

  ・正極タブ部分に異物が混入しても、絶縁テープで異物による内部短絡を防止できれば発火に至ることはないと 

   想定される。 

  ・80%500cycle の充放電サイクル試験での結果では、安全性を損なうほどの劣化は認められなかった。 

   更なるサイクル試験を実施したときにも問題ないことの確認が取れてからであるが、現時点では有効な制御 

方法であると思われる。 

（３）LIB 製品として 

  ・ノートパソコンでの特性確認で、放熱孔が塞がれた時に、電池の一部で電池仕様を超える温度にまで上昇して 

   いた。また、若干ではあるが満充電電圧が電池仕様より高い電圧になっていた。 

高温や過充電は電池への負荷が大きくなるので、温度及び電圧制御が必要と思われる。 

 

７．平成３０年度の調査結果からの提案 

今年度調査した結果から、LIB が発火しないようにするために以下の提案をする。 

 （１）劣化により電池内部の圧力が上昇しないか、圧力が上昇しても発火しない構造にする。 

   ① 充放電による膨張・収縮で電池内部の圧力が上昇しない電池及び製品設計にする。 

    a. 電池単体としては、電池容量を詰め込み過ぎない。または、容量を大きくしても充放電による膨張・ 

収縮により電池内部の圧力が上昇しない構造にする。 

    b. 電池を使用する製品の電池制御では、電池仕様をフルで使用せずに、余裕を持った制御方法（例えば、 

80%充放電など）にして、電池内部の圧力が上がらない電池制御をする。 

② 電池内部の圧力が上昇しても発火しない構造にする。 

a. 電池内部の圧力が上昇しても異物がなければ、発火に至らないと考えられるので、生産工程でサイズの  

大きい異物が混入しない生産体制を確立する。 

b. 異物により内部短絡が生じても、正極の集電体と負極の活物質間で短絡が生じないと発火までには至ら 

なかった。正極の集電体と負極の活物質間の短絡が生じない構造にするために、正極の活物質が塗布され 

ていない部分（正極のタブ及び周辺）に異物による短絡を防止するために突き刺し強度の強い絶縁テープ 

を貼付する。 

c. セパレータの突き刺し強度を強くして、異物による内部短絡を防止する。 

 （２）電池を使用する製品側で安全性に考慮した設計にする。 

    ・複数の電池を使用する製品では、放熱孔が塞がれるなど通常ではない使われ方をしたときに、電池の一部 

で電池仕様を超える温度にまで上昇していた。高温での使用は、安全上問題となるので、電池の温度制御 

を全ての電池を対象とした制御にする。 


	令和元年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（リチウムイオン蓄電池搭載電気製品の安全基準検討に係る調査）報告書
	附属書1 JEITA 手引書及び CIAJ 手引書の比較表（検討結果含む）
	附属書2リチウムイオン蓄電池の安全利用対策の代表的事例
	参考資料 7.(1) ノート型PCにおけるリチウムイオン二次電池の安全利用に関する手引書（JEITA, BAJ）
	参考資料 7.(2) 携帯電話・PHS等におけるリチウムイオン蓄電池の安全利用に関する手引書（CIAJ, BAJ）
	参考資料 7.(3) リチウムイオン蓄電池搭載電気用品の安全基準に関する調査 調査報告書（みずほ情報総研株式会社）
	参考資料 7.(4) 平成30年度 リチウムイオン電池（LIB）の事故原因究明について（NITE）



