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(2) 大型電池システムにおける問題

(3) 自動車用途の出力vs.容量マップ

(4) EV などの電池仕様

(5) NEDO のロードマップ

3.2 欧米（EUCAR、VDA）

(1) USABC のPHV 用電池

(2) EUCAR のロードマップ 1

(3) EUCAR のロードマップ 2

(4) EUCAR のロードマップ 3

4章 リチウムイオン電池の規格と項目

4.1 電池特性と測定方法

(1) 基本規格JIS C 8711

(2) 規格の準用と測定条件の変化

(3) その他の測定項目と測定条件

(4) セルの内部抵抗の測定と条件

(5) 電池（セル）の製造工程における測定と条件

4.2 充放電サイクルと寿命評価

(1) サイクル数と放電容量維持率

(2) サイクル劣化と保存劣化を組み合わせた寿命評

価（NEDO 法）
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(3) JIS の標準リチウムイオン電池

(4) 円筒型セルの製品事例

(5) 大型リチウムイオンセルの規格案

5章 リチウムイオン電池の用途を特定した諸規格（一覧

表形式による概要）

5.1 小型民生用（携帯機器、アシスト自転車、電動工具）
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(3) 技術基準としてのJIS 規格

7.3 電気事業などその他の用途

(1) 電力貯蔵用電池規程の概要
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8章 リチウムイオン電池の安全性に関する試験規格
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(6) 大型リチウムイオン電池（セル）への拡大アクシ

ョン
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8.2 UN 規格

(1) 危険物の国際輸送

(2)試験項目

(3) UN 基準の運用
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(2) それぞれのJIS の要点

(3) 認証システムとしての JIS
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(1) VDE との連係

(2) DIN V VDE V 0510-11

(3) TUV Rheinland（R）ドイツによる認証と事例

8.5 BATSO 規格

電動バイクe－BIKE のインフラ整備

9章 リチウムイオン電池の自動車用途の安全性に関する

試験手順と安全レベル
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9.2 EUCAR のハザードレベル（EU）
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(2) 試験方法、単電池

(3) 試験方法、組電池

9.5 米国のEV 用リチウムイオン電気に関する規制

（NRTL、OSHA、NHTSA、FMVSS ほか）

EV の電気絶縁などへの安全

10章 リチウムイオン電池のリサイクル・環境規制との関

連

10.1 EU 電池指令とRoHS、WEEE

(1) EU 指令／EU-Directives

(2) EU（新）電池指令

(3) 関連事項 電池指令の構成と用語

(4) 日本の対応、電池工業会の解釈

(5) 携帯機器の固定リチウムイオン電池

10.2 製品への表示とガイドライン

(1) リサイクルマークと化学種別

(2) 容量表示と商品の比較

11章 リチウムイオン電池（セル）の輸送に関する規制と

ルール

11.1 UN オレンジブック

(1) 概要

(2) 試験内容と添付資料

11.2 海上・航空輸送ほか

(1) 最近の改訂と対応する国内法令

(2) 運輸・運用の詳細とラベル

12章 リチウムイオン電池の化学物質に関する規制

12.1 使用される化学物質と日本国内の法規制

(1) 化学原料＞セルの製造＞電池製品の流れの
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(2) REACH とリチウムイオン電池（セル）

12.3 リチウムイオン電池の製品安全データシート
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B2. 最近の高容量正極、負極

B3. 電解液とセパレーター

B4. 過充電と過放電（電解液の酸化還元窓の範囲）

C. 電池（セル）の構成と内部構造（電極構成と外装材）
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