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標準化教育プログラム [個別技術分野編－電気電子分野]
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社団法人電池工業会 高橋茂樹

（標準講義時間 90分）

本資料は、経済産業省委託事業であ
る「平成１８年度基準認証研究開発事
業（標準化に関する研修・教育プログラ
ムの開発）」の成果である。

第１６章 電池の歴史と標準化
一次電池、小形二次電池を中心として
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1 電池の種類と歴史の概況を知る。

2 その歴史を踏まえて、現在の電池、特に一次電池と小形二次電池に着目して、その
置かれている状況を安全、輸送そして環境の 課題などから整理する。

3 それぞれの課題に対する標準の役割をまとめる。

キーワード ：規制、国際標準化、環境

学習のねらい ・・・・・ 第１６章 電池の歴史と標準化

p. 2

◆ 解 説

電池は、一次、小形二次電池に絞っても非常に多くの種類が使われ、その歴史も古い。まず電池の種類と歴史
の概況を理解する。

そして、現在の電池について考察するわけだが、広範に使用されている故に、技術開発や標準化も安全、輸送、
環境などの課題の認識無しには推進できない。

特に最近の高性能化、高エネルギー化された電池を扱うには、その扱い方についての十分な知識が必要となり、
今後標準化についての重要な分野の一つになるであろうことを示唆する。
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1 電池の分類と構造

分類／構造

2 電池の歴史

3 電池の周囲の状況

安全課題／輸送課題／環境課題

4 IEC/JIS標準化

一次電池／小形二次電池

5 まとめ

6 演習課題

目 次 ・・・・・ 第１６章 電池の歴史と標準化
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１ 電池の分類と構造（１）

[出所：社団法人 電池工業会ホームページ：http://www.baj.or.jp]

p. 4

◆ 解 説

・電池は大きく化学電池と物理電池に分類される。

・物理電池は、電解液による電荷の移動などの化学的プロセスではなく、半導体のように物理的な電荷の移動
により電気エネルギーを出力するもので、太陽電池がその代表的なものである。

･化学電池は、正極と負極の間の電荷の移動を電解液を介して化学的なプロセスにより進めることにより電気エ
ネルギーを出力するものである。

･燃料電池なども触媒上で起こる化学反応を介して電気エネルギーを出力するため、化学電池に分類される。

・また、鉛蓄電池や、大型のビルなどの非常電源に使われるアルカリ蓄電池なども二次電池として化学電池の中
に含まれる。

・この電池の歴史と標準化では、化学電池、それもいわゆる乾電池やボタン電池などに代表される一次電池と、
二次電池の中で小形二次電池と総称される電池について述べる。

・次のスライドからその代表的な電池についてその構造や使われ方について簡単に説明する。
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アルカリマンガン乾電池（１．５ V)

[出所：社団法人 電池工業会ホームページ：http://www.baj.or.jp] [出所：社団法人 電池工業会ホームページ：http://www.baj.or.jp]

マンガン乾電池（１．５ V)

１ 電池の分類と構造（２）

p. 5

◆ 解 説

・まず最初に、通称乾電池と呼ばれる2種類の電池を示す。

・マンガン乾電池は、欧米ではCarbon －Zinc電池とも呼ばれ、二酸化マンガンと亜鉛によって生み出される電
気エネルギーを、炭素棒と呼ばれる電極を経由して出力していくものである。最も歴史が古く世界で一番多く使
われている電池である。

・アルカリマンガン電池は、一次電池の代表格で、マンガン乾電池の約3－5倍のエネルギーを持ち、大電流が
必要な機器や、電流が常に流れるような用途に使われる。構造的にはインサイドアウトとも呼ばれるが、電池の
内部では負極が上側に、正極が下側になっている。これに正極端子をかねる金属ケースを配し、外装ラベル(ま
たは絶縁チューブ)を配している。また何らかの原因で、電池の内部圧力が高くなった時に備え、ガスケット(また
はパッキング)という安全弁を配備することが一般的である。

･最近ニッケル系一次電池と呼ぶ電池が販売されているが、基本的にはこの乾電池と同じ形状をし、高容量で、
同じような機器に使われる電池系である。

・どの電池も購入した機器の電池の容量がなくなったとき、世界中どこででも入手可能であるように国際的な互
換性を求められる。後に述べるがIEC規格による整合化が最も要求される電池である。
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酸化銀電池 （1.55 V) リチウム電池 (3.0 V)

[出所：社団法人 電池工業会ホームページ：http://www.baj.or.jp] [出所：社団法人 電池工業会ホームページ：http://www.baj.or.jp]

１ 電池の分類と構造（３）

p. 6

◆ 解 説

・ここではボタン形やコイン形といわれる一次電池の中で、代表的な二種類について説明する。

・酸化銀電池は、酸化銀を正極とし、亜鉛を負極として構成され、電圧が非常に安定していることから、クウォー
ツ時計や、カメラの露出計などに使われる。

･同一の形状の電池にはボタン形アルカリ電池や、空気亜鉛電池などがある。

･アルカリマンガン電池は、おもちゃや、ゲーム機など比較的に頻繁に電池が交換される機器に多く使われる。

･空気亜鉛電池は、負極の亜鉛に対し正極は空気であり、その軽さを活かし補聴機用の電池としてて使われる。

･リチウム一次電池は、この図にある通称コイン形電池と呼ばれるものと、円筒形の電池があり、正極の二酸化マ
ンガンまたはフッ化黒鉛と負極のリチウム間で3Vの電圧がある。

･主にコイン形はメモリーバックなどに使われる、円筒形リチウム一次電池は、在来のフイルムカメラなどに使われ
る。
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密閉形ニッケル・水素蓄電池 (1.2 V) リチウム二次電池（角形）（3.6 V)

[出所：社団法人 電池工業会ホームページ：http://www.baj.or.jp] [出所：社団法人 電池工業会ホームページ：http://www.baj.or.jp]

１ 電池の分類と構造（４）

p. 7

◆ 解 説

・小形二次電池は、現在の電池の生産販売の主役として、非常に広い用途で使われている。ここでは代表的な
小形二次電池として、密閉形ニッケル・水素蓄電池とリチウム二次電池を紹介する。

・密閉形ニッケル・水素蓄電池は、正極をニッケルとし、負極に水素吸蔵合金を配し、1.2Vの電圧である。大電
流放電に対しても使用中の電圧が安定し、電動工具や、電動アシスト自転車などに使われている。その特性を
活かしハイブリッド自動車の電源としても使われている。

・また、一方では、乾電池と実使用上は、同じ電圧となる1.2Vで、形状も乾電池との互換性のある電池としても
多くの用途に普及している。

･密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池は、正極はニッケルとして、負極にはカドミウムを用いて、電動工具などを中
心に、密閉形ニッケル･水素蓄電池と同じように使われている。

･リチウム二次電池は、90年代に登場した新しい電池、正極にコバルト酸リチウム、負極に黒鉛を用いるものが主
体であるが、いくつかの処方がある。3.6Vの高電圧、大電力、しかも自己放電率の少ない電池である。この図の
ような角形は携帯電話に、円筒形はパソコンなどの最新の機器に使われている。
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電池の活躍の場
私たちの周りで多くの種類の電池が、数多く使われています。

[出所：社団法人 電池工業会ホームページ：http://www.baj.or.jp] [出所：社団法人 電池工業会ホームページ：http://www.baj.or.jp]

１ 電池の分類と構造（５）

p. 8

◆ 解 説

･これは一例だが、私たち周囲に、非常に幅広く電池が使われている様子である。
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[出所：社団法人 電池工業会ホームページ：http://www.baj.or.jp]

２ 電池の歴史（１）

p. 9

◆ 解 説

･これから電池の歴史を簡単にたどる。

･この年表は、1791年にガルバーニが、カエルの足からその原理を発見した時から、ニッケル系一次電池などが
出現した2002年までを並べている。夫々の電池形については、次より個々に述べることとする。
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２ 電池の歴史（２）

一次電池(乾電池)

1791： 蛙の足から電池の原理を発見 (伊) ガルバーニ

1800: 電池発明 (伊) ボルタ

1868: 乾電池の原型発明 (仏) ルクランシェ

1885: 乾電池発明／生産開始 (日本)屋井 先蔵

1947: アルカリマンガン電池発売 (米国)

1964: アルカリマンガン電池発売 (日本)

1964: 高性能マンガン電池生産開始 (日本)

1969: 超高性能マンガン電池生産開始 (日本)

1991: アルカリ乾電池水銀0使用化 (日本)

2002： ニッケル系一次電池生産開始 (日本)

p. 10

◆ 解 説

・一次電池の歴史は大変古く、有名なガルバーニのカエルの足の神経に二種の金属を触れさせると電流が流
れ、足がぴくぴくと動くことを発見、電池の原理の発見となる実験に端を発する。

・その後、銅、錫、食塩水を使ったボルタ電池が発明された。このボルタの名前を取って電圧の単位(V)が命名さ
れた。

･乾電池そのものの原理は、ルクランシェによって発明されたが、持ち運ぶには漏液等で不十分なものであった。

・屋井先蔵は、炭素棒にパラフィンをしみこませるなどの工夫でこれを解決し、その後、日露戦争などでは、｢満
州での勝利はひとえに乾電池によるもの」と報道された。しかし特許の提出の有無などから、世界的にはドイツの
ガスナーなどが発明者となっている。

･その後、乾電池はマンガン電池から、アルカリマンガン乾電池の発明、改良を経て、最近のニッケル系一次電
池と進歩してきた。
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一次電池(マイクロ電池)

1907： 空気電池(ウェットタイプ)の開発 (仏)

1947： 水銀電池の開発 (米国)

1955： 水銀電池の生産開始 (日本)

1960： ボタン形酸化銀電池商品化 (米国)

1976： ボタン形酸化銀電池生産開始 (日本)

1976： リチウム一次電池生産開始 (日本)

1977： アルカリボタン形電池生産開始 (日本）

1986： ボタン形空気電池の生産開始 (日本)

1995： 水銀電池生産中止 (日本)

２ 電池の歴史（３）

p. 11

◆ 解 説

･一次電池の中で通称マイクロ電池と呼ばれる、ボタンやコイン形の電池と、一部の円筒形リチウム一次電池を
含む、乾電池以外の一次電池の歴史を示す。

・多くの電池の原型は米国で開発され、約15年を経て日本で生産開始されている。

･酸化銀電池は、時計の電源として日本の時計のクウォーツ化と共に発展し、電卓等にも使われたが、一時期の
銀の高騰により、現在は腕時計専用で伸びている。

･空気電池は、米国で開発された後、1986年になってやっと特許が使える様になり生産が開始された。

･リチウム一次電池は1950年代末に宇宙開発で米国で開発されたということであるが、実用化という意味では日
本で開発されたといっても過言ではない。しかしながら非常に多くの処方(正極材料の例：フッ化黒鉛、二酸化マ
ンガン、酸化銅、塩化チオニール、二酸化硫黄)があり、その詳細はここでは省く。

･最後に、水銀電池は、早い時期から生産されたが、有害金属としての水銀を使用している故、1955年に生産中
止された。
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小形二次電池

ニッケル・カドミウム蓄電池／ニッケル・水素蓄電池

リチウムイオン二次電池

1899： ニッケル・カドミウム蓄電池（開放形）発明

(スウェーデン/ユングナー)

1900： ニッケル･鉄電池（開放形）発明 (米国／エジソン) 

1960： 密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池商品化 (米国)

1964： 密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池生産開始 (日本)

1990： 密閉形ニッケル・水素蓄電池生産開始 (日本)

1991： リチウムイオン二次電池生産開始 (日本)

２ 電池の歴史（４）

p. 12

◆ 解 説

・小形二次電池については、まずニッケル･カドミウム蓄電池原理は100年以上前に発明されていたものの、その
密閉化についての課題は残されたままであった。

･1940年代後半にフランスのノイマンによりカドミウム負極容量をニッケル正極より大きくすることで、水素ガスの発
生を抑制し、酸素ガスを効率よく吸収するとして、密閉形ニッケル･カドミウム蓄電池は、60年代に、まず米国で、
そしてすぐに日本で生産された。

・密閉形ニッケル・水素蓄電池については、開発の当初から日本が先行し、携帯電話、ノートパソコン、カムコー
ダ、デジカメなどの小形電子機器の発展に伴い1990年以後、大きく発展した。上記の密閉形ニッケル･カドミウム
蓄電池に比較し、環境的に有害物質を使用していないこともあり、電動工具や、乾電池互換性の市販用密閉型
ニッケル･水素電池なども含めて幅広く展開している。

・リチウム二次電池は、高エネルギー密度の特性を活かし、パソコン、カムコーダなどの分野で、密閉形ニッケ
ル・水素蓄電池に置き換わった。更に３．６Vの電圧を活かし、携帯電話に単電池で使える等で、小形電子機器
の分野を席巻した。

・この電池の開発についても、製造技術面も含め日本が圧倒的に先行し、その結果、欧米には大きなリチウム二
次電池メーカーは育たなかった。
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1. 安全課題

2. 輸送課題

3. 環境課題

３ 電池の周囲の状況

p. 13

◆ 解 説

･この章では、一時、小形二次電池について電池の周辺の状況を整理してみる。

･そのポイントは、安全、輸送そして環境問題の3点である。
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３ 電池の周囲の状況(１) １ 安全課題

・安全はただでは買えない

同一系でエネルギー密度の向上

例：密閉形ニッケル･水素蓄電池(単3タイプ)

500 mAH/1972—1500 mAH/1997-2700 mAH／2007

LI二次電池 18650

1400 mAH/1997-2600 mAH／2007

・高エネルギー密度Li素材の開発

・使用機器小型化による身体近辺での使用

・誤使用でも事故にならない設計要請

誤使用は起こるものだという発想への転換

･IEC以外での様々な機関での安全性規格類検討

p. 14

◆ 解 説

･安全性は現在最大重要テーマである。

･パソコン用リチウム二次電池の発火･発煙事故が2006年8月以来激増し、いかにしてリチウム二次の安全性を確
保するかが大きなテーマとなっている。

･しかしながら夫々の電池系での開発努力により、エネルギー密度はこの10年で比較してみると大幅に向上して
いる。例に挙げたように密閉方ニッケル･水素蓄電池もLi二次電池も約2倍近く容量密度を上げてきている。

･それに加えて、小形軽量化が図られるにつれ、電池使用機器は、より身近に身体の近くで使われる機会が多く
なっている。一度事故が起こった場合には人身事故に繫がる危険性は大きくなってきている。

・これからの安全設計は、ISOのガイドでも審議されているが、予測できる誤使用（Foreseeable misuse）を保障す
る安全設計から、全ての誤使用をカバーする安全設計へ、発想を転換する必要がある。

･IEC規格以外の機関での安全規格制定も標準化の観点でカバーする必要がある。

次のスライドからその代表的なULとIEEEを紹介する。
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●米国民間試験機関で非営利団体(設立:1903年)

●民間試験機関であるが、UL規格は安全規格として米国で広く普及。

【リチウムイオン電池関連規格】

① 1642 ：Standard for Lithium Batteries

リチウム一次および二次電池のセルとパックの安全規格

② 2054 ：Household and Commercial Batteries

市販用小形二次電池の安全規格

③ 60950：Information Technology Equipment-Safety

IT機器の安全規格(この中に2054を取る事を規定している)

ＵＬ Underwriters Laboratories Inc.

３ 電池の周囲の状況(２) １ 安全課題

p. 15

◆ 解 説

・ULは、 1903年設立の民間試験機関で非営利団体

・96カ国、71,000の客先について850の製品規格があり、市場で200億個の製品にULマークが見られ
る。

・保険会社と連携により成長。しかしこの約10年、米国のＩＥＣへの積極的な取り組みとしてＡＮＳＩとも
連携し、さらに強固な地位を築いている。

・米国内では販売店や利用者などが製品にUL認証ラベルが付いていることを要求する場合が多い
ため、事実上強制規格のような運用がなされている。

･2007年3月からは、ULの認証を取った場合は必ずULマークをつけなくてはならなくなり、ULの認証
品と認証が取れていないものの差別化を図る。

(それまでは表示は任意であった)

･また2006年8月からは、UL認証品に使う部品は、基本的にUL認証品でなければならないことになり、
更にその差別化を図ってきている。

･電池関連のUL1624とUL2054は以前から存在しているが、その規格を上記の部品も認証品とする
方針の下、他の完成品に読み込まれてきている。

・更に最近、製造工程の認証にまで幅を広げようとする審議もされている。
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●米国中心に150カ国に展開する電気電子技術者機関(設立:1963年)

●2002年からIECとロゴの共有化(デュアルロゴ)の契約を結ぶ。

●機器メーカー、機器使用者団体などの要望で以下の規格を制定。

【リチウムイオン電池関連規格】

① 1625：Rechargeable Batteries for Portable Computing（改定中）

② 1725：Rechargeable Batteries for Cellular Telephones

③ 1825：Rechargeable Batteries for Digital Steel & Video Camera 

（検討中）

ＩＥＥＥ Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

３ 電池の周囲の状況(３) 1 安全課題

p. 16

◆ 解 説

・IEEEは、設立は1963年であるが、以下に述べる大変歴史ある機関である。

・ＡＩＥＥ (American Institute of Electrical Engineers, 1884年：有線）とＩＲＥ(Institute of Radio Engineers, 1912年：
無線)が合併して設立。

・150カ国に、個人会員を含め365,5000人で構成される、非営利団体。

・主催する会議は300（年間）以上あり、教育、出版(電気技術系の出版では世界第3位で、130種類の雑誌出版)
から標準化まで幅広く取り組んでいる。

・標準化では、Tele communication, Information technology そしてPower Generationの分野に強く、作業中を含
め1,300件の規格に関与している。

・2002年に締結された、ＩＥＥＥとＩＥＣとのデュアルロゴ契約により、IECで承認されれば、IEEEとＩＥＣで共通ロゴ
化してIEC規格となることも可能となっている。

･IEEE1625は、2006年8月以来のリチウム二次電池を使用したPCの事故を踏まえて、IEEE1625の改定審議が開
始され、２００７年度内には発行される予定。
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輸送(梱包)課題は世界共通

＊Los Angels飛行場での火災(リチウム一次電池)の課題

・作業者の手荒い荷扱いで電池の輸送用梱包箱が転倒したり、フォークリフトの
先で串刺しになったりした。

作業規制で何処まで押さえられるのか？

・一度鎮火した様に見えたか、或いは燃えなかったと見られた箱から数時間後
発火した

積み込み時は判らずに、飛行中に燃えるのは最悪のシナリオ

＊発火可能性物質(量)の規制、梱包方法でカバー

３ 電池の周囲の状況(４) 2 輸送課題

p. 17

◆ 解 説

・輸送課題は、安全性の課題と関連しているが、基本的に世界共通の標準がなければならない点である。

･一度梱包したら、国境を越えることにより異なった方法で梱包をやり直すことはロジスティックのコストに影響する
ため基本的には、国際ルールに従い輸送される。

･特にリチウムについての昨今の関心が高まったのは、ロスアンゼルス飛行場での火災事故の件からであった。
この事故では、確かに取り扱い上非常に問題のある点もあったが、何よりもそこで燃えなかったと見られた箱が、
倉庫でまた発火したことが大きな課題であった。

・これより、リチウム一次電池とリチウム二次電池について、電池内のリチウム量を金属リチウムに換算して、合計
8グラムを超えるものは着ないに持ち込めないとすることを代表とする、ルールが制定された。

･また、2003年12月には、積荷の中にリチウム電池が入っていることを表記し、且つ旅客機と混載の貨物としては
扱えない、などの法律が米国で決まり、事実上世界全体に波及している。
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1 輸送に関する規制

国連（United Nation)危険物の輸送に関する国連勧告：

Recommendation on the Transport of Dangerous Goods-Model Regulations

2 ICAO （International Civil Aviation Organization）

航空による危険物の安全輸送規則：

Technical instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by air

3 IATA (International Air Transport Association)

危険物規則書:Dangerous Goods Regulations

３ 電池の周囲の状況(５) ２ 輸送課題

p. 18

◆ 解 説

･ここで述べる3種類の規制が代表的なものである。

･国連勧告は法律ではないが、事実上各国これを最低ベースにして取り組むことになる。リチウム電池について
は基本的には２年毎の改定サイクルで審議されるが、毎年開催される国連会議で、Information Paperという形で
様々な提案が出される可能性があり、目が離せない。

･国連審議における日本代表は、海事検定協会が代表の立場で、電池工業会がサポートする形で参画している。

・ICAOについては、貨物輸送、IATAは旅客輸送の協会であるが、昨今の機内でのPCの発煙発火事故などで、
非常に厳しい見方をされてきている現状である。
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３ 電池の周囲の状況(６) 安全／輸送課題

1 安全性まとめ

安全性は技術、標準化の最優先課題

安全な設計とそれを検証する試験方法の開発が必要

安全に使いこなす方法の手引き書(ガイドライン)の検討が必要

2 輸送のまとめ

国連規定、ICAO,IATAなどの輸送基準を、設計段階から取り入れる。

輸送基準策定への積極的な参画／標準化への取り組み

p. 19

◆ 解 説

･安全については、その製品が安全であることを検証する試験方法の開発も今後重要となり、また高いエネル
ギー密度を持った製品は小型軽量化による便利さと、安全のリスクを併せ持っているため、その製品の適切な使
い方が重要になってくる。

･安全に使いこなす方法は、純粋に規格の分野とは少し異なるが、今後非常に重要になってくると推測され、取
り組み方法の検討も含めて考えるべきであろう。

･ここまでの説明で理解できたであろうが、安全も輸送も標準化と深く関連付けられている。特に開発の最初の時
期から標準化を考慮に入れた設計や、標準化活動への参画が重要となる。
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電池をめぐる世界の環境状況

３.１ 欧州 欧州電池指令

３.２ 米国 ニカド電池（小形二次電池）の回収

３.３ 日本 小形二次電池の回収

３.４ 中国その他 中国版RoHS等

３.５ まとめ

３ 電池の周囲の状況（７） 3 環境課題

p. 20

◆ 解 説

･安全輸送に引き続く重要な鍵は、環境課題である。

・この章では、各地域ごとに異なる背景を簡単に説明する。
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３.１ 欧州

全電池の回収と、有害品目使用制限

欧州電池指令および関連指令

1991年：水銀の使用制限と鉛、カドミ含有電池の分別回収

2000年：ELV指令(廃自動車回収指令：カドミ使用禁止）

2003年：WEEE指令(使用済み電気電子製品の回収指令）

2003年： RoHS指令(水銀、鉛、カドミ等有害6品目使用制限）

2006年：1997年から開始の電池指令改定の論議が落着

３ 電池の周囲の状況(８) 3 環境課題

p. 21

◆ 解 説

・欧州は電池のみならず環境については先行しており、電池指令９１／１５７の改定審議をしているあいだに、
ELV/WEEE/RoHSと関係する３案が成立した。

･電池指令改定の大きな争点は密閉形ニッケル･カドミウム蓄電池の禁止に関してであったが、最終的には４年
経過後の見直しという条件はついたものの、基本的には電動工具などの民生用も含めて使用できることとなった。

･９１／１５７については水銀電池の禁止とカドミウムなどを使用した電池の分別回収が要点であったが、海底電
池指令が大きく、９１/１５７と変わる点は、全電池の回収について規定している点である。

・またRoHS指令における有害品目の使用制限とWEEE指令で規定している広範囲にわたる電気・電子製品回
収の流れの中での改定電池指令と解釈するべきである。
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3.2 米国

密閉形ニッケル･カドミウム蓄電池(ニカド電池)を中心とした小形二次電池の回収

・ニカド電池が法律の回収対象(何らかの回収機構を持たないと罰金)

・電池メーカーと主要OEM先でニカド電池回収機構（RBRC）設立

現在はOEM先（電池使用機器メーカー）３００社以上が会員

・RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation)

（小形二次電池回収機構） RBRCマーク

Ni-MH電池、Li二次電池、シール形

鉛蓄電池の一部も回収

Li二次電池と関連するためセルラーも回収

３ 電池の周囲の状況(９) 3 環境課題

p. 22

◆ 解 説

・米国の電池回収は、法的には密閉形ニッケルカドミウム蓄電池（ニカド電池）のみに規定される。この回収につ
いては独自の回収機構を設立して回収を行っても良いが、そのインフラ作りが大変なことから、多くの電池使用
機器メーカーは、RBRCに加入し、そのライセンスシール(RBRCマーク)を購入する形で、RBRCのシステムを使用
する。

・しかしその回収過程で、密閉形ニッケル･水素蓄電池やリチウム二次電池などが回収されることから、RBRCは
その他の電池も自主的に回収することになった。

･一次電池については、現在カリフォルニア州が、一般ごみへの廃棄禁止を掲げているが、その回収について
は何も規定されていない。
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3.3 日本

小形二次電池の有効資源再利用のための回収

・日本の小形二次電池の回収は、有効資源再利用が主旨

(有害物質の分別回収ではない)

・電池メーカーと電池使用機器メーカー（236社(2006年6月現在)で

回収機構JBRC (Japan Battery Recycling Corporation)を設立し回収

･回収マーク

・ニカド電池、NiMH電池、Li二次電池、一部のシール鉛蓄電池

＊乾電池、ボタン電池の市町村等での回収は、法律ではなく自主回収

３ 電池の周囲の状況(１０) 3 環境課題

p. 23

◆ 解 説

･日本は、有害物質としての回収ではなく、有用資源再利用という位置づけで小形二次電池を回収している。そ
の回収については、JBRC (Japan Battery Recycling Corporation)を、電池メーカーと主要電池使用機器メー
カーとの間で設立し、回収マークを規定して回収し、所定のリサイクラーにより資源再利用を行っている。

･一次電池については、市町村によっては分別回収を行っているが、これは法で規定されたものではなく、自主
的に回収しているものである。

・なお日本の取り組みで欧州などと関係するものは、いわゆるJ-MOSSと呼ばれる(JIS C09050：電気・電子機器
の特定化学物質の含有表示方法）との関連で、含有マークの表示の有無についての議論がある。
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３ 電池の周囲の状況(１１) 3 環境課題

3.4 中国とその他

＊WTO加盟を踏まえ、欧州同様の電池回収関連法案を準備

＊一次電池１０００社、二次電池１００社以上の電池生産&消費大国

＊中国RoHS案：（規定された電池は、有害物含有有無により表示義務）

表示：非含有または規制値未満

有害物質を規制値以上含有

(例：環境保護使用期限10年）

[出所：China RoHS, http://www.chinarohs.com/ ]

＊韓国、台湾、アルゼンチン、ブラジル等も法案作成の動きあり

p. 24

◆ 解 説

･中国では、WTO (World Trade Organization:世界貿易機構）加入後、欧州同様、あるいは欧州での動きを先取
りする形で、法規制を進めている。

・その代表的なものが中国RoHSと呼ばれるもので、指定された品目については、有害物質の含有の有無につ
いて表示をしなければならず、更にその含有する場合は、環境保護使用期限を明示しなければならない。ただ
し指定する品目などについて、まだ様々な見方があるようである。

･その他の国でも、欧州の動きを見ながら、独自の法案制定の動きがある。
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３．５ まとめ

電池は環境課題の最前線である。

・広く普及している／重金属材料を使用

今後考慮すべきこと

・リサイクルしやすい材料を使用する設計

・廃棄しやすい材料を使用する設計

･回収リサイクルの世界共通マーキング

･含有量表示や測定方法の標準化（TC 111と関連)

３ 電池の周囲の状況(１２) 3 環境課題

p. 25

◆ 解 説

･電池は、広く一般に普及していることと、基本設計として重金属を使用するため、常に環境の最前線にいる。今
後環境にやさしい設計として原材料の段階から考えていかなければならない。

･しかしここまで見てきたように各地域(国)により、異なる回収機構、回収マークが存在することは、対策が必要で
ある。特にマーキングについては、安全規制の方向からも認証マークが増加すると想定され、いわゆる(マーク公
害)Marking Pollution

にならないように、またグローバルな運用を求めて統一環境マークへの取り組みが必要である。

･更に、含有量の測定についてみれば、測定方法が規定されていないまま数字だけが一人歩きという状況が懸
念されるため、その標準化を規定するTC111の状況と関連付けて考えることは重要である。
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４ IEC/JIS標準化（１）

１ ＩＥＣ概要(１)

２ ＩＥＣ概要(２)

３ ＩＥＣは国家戦略

４ ＩＥＣ／TC 35概要

５ ＩＥＣ／TC 21／ＳＣ ２１Ａ概要

６ 電池の呼び方

p. 26

◆ 解 説

・このスライドからはIECの標準化について進めて行く
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IEC概要（１）

IEC (International Electrotechnical Commission）

国際電気標準会議は、電気・電子技術及び関連技術に関する国際規格
を開発し、発行する国際機関である。

目的： 電気・電子技術分野における標準化の全ての問題及び規格適合性評価
によって国際協力・理解を推進する。

分野： 電子、磁気電磁気、オーディオマルチメディア、通信、発電送配電分野

範囲： 以上に関連する用語、及び記号、電磁両立性、測定及び性能、信頼性、
設計及び開発、安全及び環境などの分野である。

４ IEC/JIS標準化（２）

p. 27

◆ 解 説

･IECは国際規格として、正式にはISOと並び、全体を束ねる立場にある。前述のIEEEとデュアルロゴ契約をして
いるが、その位置づけは全く異なる。
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IEC概要(２)

1870年 ：国際標準化の動きの始まり

1906年6月 ：日本含む13カ国で創立

1908年10月 ：ロンドンの第１回総会で発足

2006年03月 ：正会員５１国／準会員１６国

2006年 :IEC100年記念年間

WTO (World Trade Organization：世界貿易機構)加盟140国は、TBT (Agreement on 
Technical Barriers to Trade：貿易の技術的障壁に関する協定)によりIECを遵守する

４ IEC/JIS標準化（３）

p. 28

◆ 解 説

･IECは当初日本を含む13カ国で設立された。また、2,006年度はIEC100年にわたり多くの行事が開催された。

・WTO/TBT協定は、技術規格が国際貿易についての障壁にならないように、言い換えれば世界各国が同じ技
術規格により運用できれば、障壁ではなくなる、ということを規程しており、IECの活動の位置づけはこれにより、
規定されている。
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IEC戦略は国家戦略

欧州：EU規格はIECと同一規格、但しEU規格が成立すればIECの最終審議提案可能

米国：UL規格(安全規格)を活用し積極的にIECに臨む戦略でこの５年間でIEC委員が急
増、更にIEEE/IECとのデュアルロゴ契約締結。

米国規格のANSIは、必ずしもIECと同じ書式とはなっていない。

中国：WTO加盟を国際的地位の確保とすべく全ての規格をIECに整合化

日本：JIS規格はIECの翻訳整合化が基本、JISを変えるならばまずIECに提案規格化を図
る原則

４ IEC/JIS標準化（４）

p. 29

◆ 解 説

･IEC戦略は、まさに国家戦略であり、欧州が主導権をとっていたところに米国が積極的に対抗し、今は中国が
虎視眈々と主導権を狙っているという状況に見える。

･米国はUL,IEEEなどを背景としてIECに積極的に攻勢をかけているが、内容の整合性は審議しつつ、米国規格
のANSIは、独自の書式を維持している。

･日本は新JISに移行するに当たり、この翻訳整合化の運用に多少柔軟性を持たす必要があるかもしれない。
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４ IEC/JIS標準化（５）

TC 35 (一次電池)概要

Scope; To prepare international standards for primary cells and batteries, 
particularly those relating to specifications,

dimensions. performances and guidance on safety matters 

議長：Mike Babiak（USA）

幹事：京橋 昌次郎（Japan）

MT 13：時計用電池 （Dr. Krebs: Germany）

MT 14：性能試験と寸法 （Mr. Babiak: USA）

MT 15：リチウム電池 （Dr. Dittrich：Germany）

MT 16：水溶液系一次電池の安全性 （Mr. Kelly: USA）

MT 17：規格の整合性 （Mr. Wijngaert: Belgium）

JWG：リチウム電池の輸送安全性 （Dr. Dittrich: Germany）

p. 30

◆ 解 説

･一次電池についてのIECの審議技術部会TC35を紹介する。

･日本が幹事国となり運営している。現在の幹事は初代古見博士、第二代椿氏に続き、3人目の京橋氏である。

･基本的には新しいテーマが来るとMT (Maintenance Team)を起こして審議している。テーマが終了すると次回
の改定までMTは解消するか休止される。
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４ IEC/JIS標準化（６）

一次電池の規格

IEC 60086-1 （JIS C 8500) 一次電池通則

IEC 60086-2 （JIS C 8515) 一次電池個別製品仕様

IEC 60086-3 時計用電池

IEC 60086-4 (JIS C 8513） リチウム一次電池の安全性

IEC 60086-5 （JIS C 8514) 水溶液系一次電池の安全性

IEC 62281 リチウム電池の輸送安全性

p. 31

◆ 解 説

一次電池で審議しているIEC規格とそれの翻訳規格のJISを列記する。
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TC 21/ＳＣ ２１Ａ（小形二次）概要

Scope : To prepare standards regarding product and test specifications for all 
secondary cells and batteries of sealed and vented designs containing 
alkaline or other non-acid electrolytes. To support other technical 
committees standardizing application oriented systems using 
secondary cells and batteries.

議長：Ｊａｎ Ｊｈｏｎｓｓｏｎ（Ｓｗｅｄｅｎ）

幹事：Ｐｉｅｒｒｅ Ｆｏｕｇｅｒｅ（Ｆｒａｎｃｅ）

ＷＧ １：開放型アルカリ蓄電池 （Mr. Ｊｈｏｎｓｓｏｎ:Sweden）

ＷＧ ２：ＮｉＣＤ／ＮｉＭＨ単電池 （高橋:Japan）

ＷＧ ３：リチウム二次電池 （森脇:Japan）

ＷＧ ４：小形二次電池の安全 （Mr. Ｓｈａｈ:USA）

ＷＧ 5：大形リチウム二次電池 （Mr. Moore: USA）

ＪＷＧ： リチウム電池の輸送 （Dr. Ｄｉｅｔｒｉｃｈ:Germany）

ＪＷＴ： 時計用リチウム二次電池 （Dr. Krebs:Germany)

４ IEC/JIS標準化（７）

p. 32

◆ 解 説

・小形二次電池は、二次電池部会TC21の傘下のSC21Aにて審議する。ただしWG1については大型アルカリ電
池など鉛蓄電池以外の大型電池の規格を審議する。を審議する。

・SC21Aの幹事はフランスのFougere氏で、もともと大形アルカリ電池の出身である。

WG2,WG3と小形二次電池の主要WGは日本が座長となって運営している。しかし、最近安全性についての関
心が高まるにつけて、WG4も重要なWGとなっている。

・JWTの時計用リチウム二次電池は、小形コイン形リチウム二次電池で、本来ならばTC35で審議をするエキス
パートの集まりであるが、リチウム二次電池というタイトルの故SC21Aが主幹となり、ISO/TC114(時計)とのJoint 
Working Teamを構成している。
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４ IEC/JIS標準化（８）

小形二次電池の規格

IEC 61950-1 (JIS C 8705) 密閉形ニッケル・カドミウム

IEC 61950-2 (JIS C 8708) 密閉型ニッケル・水素蓄電池

IEC 61959 (JIS C 8713) 小形二次電池の機械試験

IEC 61960 (JIS C 8711) ポータブル機器用リチウム二次電池

IEC 62133 (JIS C 8712) 小形二次電池の安全性

IEC 62281 リチウム二次電池輸送安全

p. 33

◆ 解 説

・TC21/SC21Aにて審議している規格と、JISの規格番号をリストする。
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i) マンガン乾電池は、形状記号のみで表す。

1.5亜鉛アルカリ水溶液オキシ水酸化ニッケルニッケル系一次電池Z

1.55亜鉛アルカリ水溶液酸化銀酸化銀電池S

1.4亜鉛アルカリ水溶液酸素空気亜鉛電池P

1.5亜鉛アルカリ水溶液二酸化マンガンアルカリ乾電池L

リチウム電池

1.5リチウム非水系有機電解液酸化銅（II）酸化銅・G

リチウム電池

1.5リチウム非水系有機電解液硫化鉄硫化鉄・F池

リチウム電池電

3.6リチウム非水系有機電解液塩化チオニル塩化チオニル・E次

リチウム電池一

3リチウム非水系有機電解液二酸化マンガン二酸化マンガン・C

リチウム電池

3リチウム非水系有機電解液フッ化黒鉛フッ化黒鉛・B

1.5亜鉛塩化亜鉛水溶液二酸化マンガンマンガン乾電池記号なし i)

公称電圧(V)負極電解液正極種類記号

単電池系を表す記号

[出所：社団法人 電池工業会ホームページ：http://www.baj.or.jp]

４ IEC/JIS標準化（９）

p. 34

◆ 解 説

･一次電池は非常に広範囲の化学系をカバーしており、単電池を表す規格番号は、この表のように決められて
いる。これにより基本的には電池の記号を見ると、その電池の構成が理解できる。
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４ IEC/JIS標準化（１０）

iv) 実例として、CG、ICP、LIP、U、UPなどが用いられる場合があります。

iii) 実例として、N、Pなどが用いられる場合があります。

ii) 実例として、NH、HH、THなどが用いられる場合があります。

2鉛希硫酸二酸化鉛鉛蓄電池PB

3.7炭素非水系有機電解液リチウム複合酸化物リチウムイオン電池IC iv)池

カドミウム電池電

1.2カドミウムアルカリ水溶液ニッケル酸化物ニッケル・K iii)次

水素電池二

1.2水素吸蔵合金アルカリ水溶液ニッケル酸化物ニッケル・H ii)

公称電圧(V)負極電解液正極種類記号

単電池系を表す記号

[出所：社団法人 電池工業会ホームページ：http://www.baj.or.jp]

p. 35

◆ 解 説

･二次電池については、基本的に電池系は限られており、この表で示すだけの組み合わせである。しかし、リチ
ウム二次電池については、今後の開発の中で、さまざまな組み合わせが、想定されるため、表示記号とは別に
呼び方について、IEC60960(JIS C 8711)にて、正極、負極ごとに区分する呼び方を規定している。



電池の歴史と標準化 36

形状を表す記号

(1)：直列につながっている電池の数
(2)：電池系を表す記号
(3)：形状を表す記号
(4)：寸法を表す数字

[出所：社団法人 電池工業会ホームページ：http://www.baj.or.jp]

４ IEC/JIS標準化（１１）

p. 36

◆ 解 説

･大型二次電池と鉛蓄電池をのぞいて、一次電池、二次電池を問わず、小形電池については共通の形状を表
す方式がきめられている。これはそれぞれ互換性のあるものもあり、混乱を避けるために、統一命名法を定めて
いる。

･先に定めた単電池の記号に、形状の記号を組み合わせることにより、広範囲で規定できる。

･しかしながら特に小形二次電池については、使用機器メーカーとの個別の要望に応じて開発するものもあり、
全てがカバーされているとはいえない。標準化の意味を電池メーカーの開発者と使用する機器メーカーの技術
者が理解することにより、出来る限り特殊な命名法を避けることが望ましい。
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Ｎ単５形1230.2Ｒ１

ＡＡＡ単4形10.544.5Ｒ０３

ＡＡ単３形14.550.5Ｒ６

C単２形26.250Ｒ１４

D単１形34.261.5Ｒ２０

直径高さ（ＪＩＳ）

米国の呼び方日本の呼び方寸法 (mm)国際規格（ＩＥＣ）

Rの前にアルファベットの記号をつけて電池の種類を表します。
例えば、アルカリ乾電池ならば、LR6（単3形）です。
寸法で定められているのは、最大値です。（参考値として最小値があります。）

[出所：社団法人 電池工業会ホームページ：http://www.baj.or.jp]

乾電池、乾電池互換性円筒形電池の国際規格と一般名称
日本ではマンガン乾電池やアルカリ乾電池などの大きさを表す呼び方は、単1、単2、などが一般的で、
アメリカでも独自のやり方が一般的です。標準規格としては、国際規格（IEC）や日本工業規格（JIS）に
定められた,呼び方があります。

４ IEC/JIS標準化（１２）

p. 37

◆ 解 説

･円筒形の乾電池および、乾電池互換性の小形二次電池などは、この表で規定される。日本での一般名称、米
国での一般名称は異なるが、互換性を確保するためにIEC番号を基準として、規格にて寸法を規定している。市
販用密閉形ニッケル･水素蓄電池もこの品番と寸法であることが要求される。



電池の歴史と標準化 38

ま と め ・・・・・ 第１６章 電池の歴史と標準化

1 電池は広く普及しており、多くの種類が様々な場所で使われているため、開発、標準
化はその周囲の状況を反映しなければならない。

2 世界の様々な地域で使用されており、地域による要求性能や、環境リサイクルの要望
を、考慮しつつ、標準化をはからねばならない。

3 常に個別の要望に対応することを検討しながら、互換性を求められるという両面を開
発、標準化に反映させていかねばならない。

4 高性能化、高エネルギー密度化するに伴い、その電池の取り扱い方についての検討
が非常に重要になって来ており、今後の標準化の重要な分野と想定される。
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演習問題 ・・・・・ 第１６章 電池の歴史と標準化

（1） 一次電池と小形二次電池の種類を上げ、夫々の日本における生産開始年をまと
めよ。

（2）一次電池と小形二次電池の種類と主な用途についてまとめよ。

(このテキストに記載されていないものは類推せよ。)

（3）電池安全を軸にした場合の標準化の要点を上げよ。

（4）電池輸送を軸とした場合の標準化の要点をあげよ。

（5）電池環境を軸にした場合の標準化の要点をあげよ。

（6）電池標準化について今後進むべき方向をまとめよ。

（7）自分が今身のまわりで出来ることで標準化に取り組めることをあげよ。
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参考資料 ・・・・・ 第１６章 電池の歴史と標準化

社団法人 電池工業会ホームページ：http://www.baj.or.jp


